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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報が入力される項目を有する文書の作成に用いられる、文字列及び日付情報を含むデ
ータに基づき、当該データが示す送信日時、受信日時、作成日時又は編集日時であるベー
ス日時を特定するベース特定部と、
　前記データに含まれる文字列から、対象の日時を日時形式の数値で表示する第１の文字
列と、或る日時から対象の日時までの相対的な時間の長さを表現する第２の文字列とを特
定する文字列特定部と、
　前記ベース日時に基づいて、前記第２の文字列が表現する対象の日時を日時形式の数値
で表示する文字列を推定する推定部と、
　前記文書の作成が指示されると、前記第１の文字列を前記推定部により推定された文字
列よりも優先的に、前記項目の入力候補としてユーザに提示する提示部と
　を備えることを特徴とするデータ処理装置。
【請求項２】
　前記推定部は、前記ベース日時と前記特定された文字列とを組み合わせた日時を特定し
、
　前記提示部は、前記ベース日時を前記項目の第１の入力候補とし、前記推定部により特
定された前記日時を前記項目の第２の入力候補とし、前記第１の入力候補を前記第２の入
力候補よりも優先的に提示する
　ことを特徴とする請求項１に記載のデータ処理装置。
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【請求項３】
　文書の作成に用いられる、文字列及び日付情報を含むデータに基づき、当該データが示
す送信日時、受信日時、作成日時又は編集日時であるベース日時を特定するベース特定部
と、
　前記データに含まれる文字列から日時に関連する文字列を特定する文字列特定部と、
　前記文字列特定部により或る日時から対象の日時までの相対的な時間の長さを表現する
文字列が特定された場合には、前記ベース日時に基づいて、当該特定された文字列から当
該対象の日時を日時形式の数値で表示する文字列を推定する推定部と、
　前記文書の作成が指示されると、前記ベース日時を第１の入力候補とし、前記推定部に
より推定された日時を第２の入力候補とし、前記第１の入力候補を前記第２の入力候補よ
りも優先的にユーザに提示する提示部と
　を備えることを特徴とするデータ処理装置。
【請求項４】
　データ処理装置が、
　情報が入力される項目を有する文書の作成に用いられる、文字列及び日付情報を含むデ
ータに基づき、当該データが示す送信日時、受信日時、作成日時又は編集日時であるベー
ス日時を特定し、
　前記データに含まれる文字列から、対象の日時を日時形式の数値で表示する第１の文字
列と、或る日時から対象の日時までの相対的な時間の長さを表現する第２の文字列とを特
定し、
　前記ベース日時に基づいて、前記第２の文字列が表現する対象の日時を日時形式の数値
で表示する文字列を推定し、
　前記文書の作成が指示されると、前記第１の文字列を前記推定された文字列よりも優先
的に、前記項目の入力候補としてユーザに提示する
　ことを特徴とする入力支援方法。
【請求項５】
　コンピュータに、
　情報が入力される項目を有する文書の作成に用いられる、文字列及び日付情報を含むデ
ータに基づき、当該データが示す送信日時、受信日時、作成日時又は編集日時であるベー
ス日時を特定するステップと、
　前記データに含まれる文字列から、対象の日時を日時形式の数値で表示する第１の文字
列と、或る日時から対象の日時までの相対的な時間の長さを表現する第２の文字列とを特
定するステップと、
　前記ベース日時に基づいて、前記第２の文字列が表現する対象の日時を日時形式の数値
で表示する文字列を推定するステップと、
　前記文書の作成が指示されると、前記第１の文字列を前記推定された文字列よりも優先
的に、前記項目の入力候補としてユーザに提示するステップと
　を実行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、ユーザによる情報入力を支援する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、電子メールの内容から日時及び内容情報（場所、対象物、用件）を抽
出し、抽出した日時及び内容情報を登録候補としてスケジュール登録に反映させる技術が
記載されている。特許文献１には、かかる技術を用いることで、ユーザによる入力の手間
が少なくなり、スケジュール登録を正確かつ迅速に行うことができるようになると記載さ
れている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２５９１４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、電子メールの内容を単にそのまま抽出しただけでは、抽出した情報が有用でな
いことも少なくないといえる。
　そこで、本発明は、ユーザによる入力を支援する場合において、ユーザに入力される可
能性が高い情報を入力候補にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一態様に係るデータ処理装置は、情報が入力される項目を有する文書の作成に
用いられる、文字列及び日付情報を含むデータに基づき、当該データが示す送信日時、受
信日時、作成日時又は編集日時であるベース日時を特定するベース特定部と、前記データ
に含まれる文字列から、対象の日時を日時形式の数値で表示する第１の文字列と、或る日
時から対象の日時までの相対的な時間の長さを表現する第２の文字列とを特定する文字列
特定部と、前記ベース日時に基づいて、前記第２の文字列が表現する対象の日時を日時形
式の数値で表示する文字列を推定する推定部と、前記文書の作成が指示されると、前記第
１の文字列を前記推定部により推定された文字列よりも優先的に、前記項目の入力候補と
してユーザに提示する提示部とを備える構成を有する。
【０００６】
　好ましい態様において、前記推定部は、前記ベース日時と前記特定された文字列とを組
み合わせた日時を特定し、前記提示部は、前記ベース日時を前記項目の第１の入力候補と
し、前記推定部により特定された前記日時を前記項目の第２の入力候補とし、前記第１の
入力候補を前記第２の入力候補よりも優先的に提示する。
　また、本発明の他の一態様に係るデータ処理装置は、文書の作成に用いられる、文字列
及び日付情報を含むデータに基づき、当該データが示す送信日時、受信日時、作成日時又
は編集日時であるベース日時を特定するベース特定部と、前記データに含まれる文字列か
ら日時に関連する文字列を特定する文字列特定部と、前記文字列特定部により或る日時か
ら対象の日時までの相対的な時間の長さを表現する文字列が特定された場合には、前記ベ
ース日時に基づいて、当該特定された文字列から当該対象の日時を日時形式の数値で表示
する文字列を推定する推定部と、前記文書の作成が指示されると、前記ベース日時を第１
の入力候補とし、前記推定部により推定された日時を第２の入力候補とし、前記第１の入
力候補を前記第２の入力候補よりも優先的にユーザに提示する提示部とを備える構成を有
する。
【０００７】
　本発明の他の態様に係る入力支援方法は、データ処理装置が、情報が入力される項目を
有する文書の作成に用いられる、文字列及び日付情報を含むデータに基づき、当該データ
が示す送信日時、受信日時、作成日時又は編集日時であるベース日時を特定し、前記デー
タに含まれる文字列から、対象の日時を日時形式の数値で表示する第１の文字列と、或る
日時から対象の日時までの相対的な時間の長さを表現する第２の文字列とを特定し、前記
ベース日時に基づいて、前記第２の文字列が表現する対象の日時を日時形式の数値で表示
する文字列を推定し、前記文書の作成が指示されると、前記第１の文字列を前記推定され
た文字列よりも優先的に、前記項目の入力候補としてユーザに提示することを特徴とする
ものである。
【０００８】
　本発明の他の態様に係るプログラムは、コンピュータに、情報が入力される項目を有す
る文書の作成に用いられる、文字列及び日付情報を含むデータに基づき、当該データが示
す送信日時、受信日時、作成日時又は編集日時であるベース日時を特定するステップと、
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前記データに含まれる文字列から、対象の日時を日時形式の数値で表示する第１の文字列
と、或る日時から対象の日時までの相対的な時間の長さを表現する第２の文字列とを特定
するステップと、前記ベース日時に基づいて、前記第２の文字列が表現する対象の日時を
日時形式の数値で表示する文字列を推定するステップと、前記文書の作成が指示されると
、前記第１の文字列を前記推定された文字列よりも優先的に、前記項目の入力候補として
ユーザに提示するステップとを実行させるためのものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ユーザによる入力を支援する場合において、ユーザに入力される可能
性が高い情報を入力候補にすることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】通信端末の構成を示すブロック図
【図２】メモのデータ形式を例示する図
【図３】制御部の入力支援に関する機能的構成を示す機能ブロック図
【図４】入力支援に関する動作の概要を示すフローチャート
【図５】日時に関連する特定処理を示すフローチャート
【図６】場所に関連する特定処理を示すフローチャート
【図７】人物に関連する特定処理を示すフローチャート
【図８】通信端末が受信した電子メールの一例を示す図
【図９】通信端末に記憶されたアドレス帳を示す図
【図１０】図８に例示した電子メールから特定される日時に関連する文字列を示す図
【図１１】図１０に例示した日時のうちの年月日について優先順位を示す図
【図１２】図１０に例示した日時のうちの時刻について優先順位を示す図
【図１３】図８に例示した電子メールから特定される場所に関連する文字列を示す図
【図１４】図１３に例示した文字列の優先順位を示す図
【図１５】図８に例示した電子メールから特定される人物に関連する文字列を示す図
【図１６】図１５に例示した文字列の優先順位を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
［実施形態］
　図１は、本発明の一実施形態である通信端末の構成を示すブロック図である。本実施形
態の通信端末１０は、図１に示すとおり、制御部１００と、記憶部２００と、通信部３０
０と、表示部４００と、入力部５００とを備える。通信端末１０は、例えば、携帯電話機
、スマートフォン等の無線通信端末であるが、無線通信を行うものに限定されるわけでは
ない。また、通信端末１０は、音声通信（すなわち通話）及びデータ通信を行うための機
能を少なくとも有する。ここでいうデータ通信は、電子メールの送受信を少なくとも含む
。
【００１２】
　本実施形態において、電子メールとは、ＲＦＣ（Request for Comments）に準拠し、Ｓ
ＭＴＰ（Simple Mail Transfer Protocol）等の所定のプロトコルに従って通信端末間で
やりとりされる電子的なメッセージをいう。電子メールは、本文（Body）のほか、代表的
なヘッダ情報（Received、Date、From、To、Cc、Bcc、Subjectなど）を含み得る。また、
電子メールは、別のファイル（添付ファイル）を含むものであってもよい。
【００１３】
　制御部１００は、本発明に係るデータ処理装置の一例に相当するものである。制御部１
００は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等の演算処理装置と主記憶装置に相当する
メモリとを備え、プログラムを実行することによって通信端末１０の各部の動作を制御す
る。また、制御部１００は、時計機能（日時を計測する機能）を有する。記憶部２００は
、補助記憶装置に相当する記憶手段を備え、制御部１００が用いるデータを記憶する。記
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憶部２００が記憶するデータは、電子メール、アドレス帳、送受信履歴、発着信履歴及び
辞書を含む。なお、記憶部２００が備える記憶手段は、その一部又は全部がリムーバブル
メディア（すなわち着脱可能な記憶手段）であってもよい。
【００１４】
　本実施形態において、アドレス帳、送受信履歴及び発着信履歴は、それぞれ、アドレス
情報を含むデータの集合（データ群）である。ここにおいて、アドレス情報とは、通信元
（通信を開始する側の通信端末）又は通信先（通信の相手となる通信端末）の候補又は履
歴を表すデータをいい、電話番号、メールアドレス及びこれらに便宜的に割り当てられる
名称の少なくともいずれかを表すデータである。本実施形態において、電話番号は、通話
に用いられる所定の桁数の数字列である。また、メールアドレスは、電子メールの送受信
に用いられる文字列である。また、名称は、通信元又は通信先をユーザにわかりやすく示
すための文字列であり、人名、ニックネーム、屋号、法人名などが適宜用いられる。
【００１５】
　アドレス帳は、通信端末１０のユーザが通話の発信や電子メールの送信に用いるアドレ
ス情報を記録したデータ群である。アドレス帳に記録されたアドレス情報は、通信元又は
通信先の候補となり得る。送受信履歴は、通信端末１０が過去に送信又は受信した電子メ
ールの各々について、アドレス情報と送信日時又は受信日時とを対応付けて記録したデー
タ群である。また、発着信履歴は、通信端末１０が過去に発信又は着信した通話の各々に
ついて、アドレス情報と発信時刻又は着信時刻とを対応付けて記録したデータ群である。
送受信履歴又は発着信履歴に記録されたアドレス情報は、通信元又は通信先と時期に関す
る情報とを対応付けた履歴である。なお、送受信履歴（発着信履歴）は、送信履歴（発信
履歴）と受信履歴（着信履歴）とに分かれたものであると把握することも可能である。
【００１６】
　また、本実施形態において、辞書は、複数の文字列を含むデータ群である。本実施形態
の辞書は、例えば、人名の辞書や地名の辞書といったように、所定の属性を有する文字列
を系統立ててまとめて分類したものである。また、本実施形態の辞書は、いわゆるシソー
ラスのように、同義語や類義語に相当する文字列を関連付けて記録したものであってもよ
い。なお、辞書に含まれる文字列は、ユーザによって指定ないし追加されてもよい。また
、本実施形態の辞書は、より詳細には、後述のとおりである。
【００１７】
　通信部３００は、通信端末１０が他の通信端末と通話及びデータ通信を行うためのイン
ターフェースである。通信部３００は、例えば、インターネット、移動通信網等の所定の
通信網を介してデータを送受信するが、電子メッセージの種類によっては、通信網を介さ
ずに、他の通信端末と直接データを送受信するものであってもよい。表示部４００は、液
晶パネル等の表示手段とこの表示手段を駆動する駆動手段を備え、画像を表示する。入力
部５００は、通信端末１０のユーザによる操作（すなわち入力）を受け付け、受け付けた
操作を表す操作情報を制御部１００に供給する。入力部５００は、キーパッド（キーボー
ド）によってユーザの操作を受け付けてもよいし、表示部４００の表示手段に重ねて設け
られるタッチセンサ（タッチスクリーン）によってユーザの操作を受け付けてもよい。
【００１８】
　通信端末１０のハードウェア構成は、以上のとおりである。この構成のもと、通信端末
１０は、他の通信端末（図示略）と通話及びデータ通信を行う。ユーザは、自らの側が発
信元（通信元）となって通話を開始する場合には、発信先（通信先）の電話番号を直接入
力するほか、アドレス帳や発着信履歴に記録された電話番号を選択し、入力の手間を省略
することも可能である。また、通信端末１０は、所定の電話番号の発信先に発信した場合
には、当該電話番号とその発信時刻を発着信履歴に記録する。一方、通信端末１０は、他
の通信端末から着信があった場合において、発信元の電話番号がアドレス帳に記録されて
いたときには、当該電話番号に割り当てられた名称を表示部４００に表示し、誰（又はど
こ）からの着信であるかをユーザに容易に理解せしめることができる。また、通信端末１
０は、所定の電話番号の発信元から着信した場合には、当該電話番号とその着信時刻を発
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着信履歴に記録する。
【００１９】
　また、通信端末１０は、データ通信として、電子メールの送受信を行うことができる。
通信端末１０は、電子メールを送信する場合には、電子メールを作成するための画面を表
示部４００に表示し、ユーザによる文字等の入力を受け付ける。このとき、ユーザは、あ
て先（通信先）のメールアドレスを直接入力するほか、アドレス帳や送受信履歴に記録さ
れたメールアドレスを選択し、入力の手間を省略することも可能である。一方、通信端末
１０は、電子メールを受信した場合において、送信元（通信元）のメールアドレスがアド
レス帳に記録されていたときには、当該メールアドレスに割り当てられた名称を表示部４
００に表示することができる。また、通信端末１０は、電子メールの送受信があった場合
も、通話の場合と同様に、メールアドレスとその送信日時又は受信日時を送受信履歴に記
録する。
【００２０】
　さらに、通信端末１０は、電子メールを受信した場合に、受信した電子メールの内容に
基づいて文書を生成することが可能である。ここでいう「文書」は、特定のアプリケーシ
ョン（例えばスケジューラ）に関連付けられるデータ群であってもよいが、特に用途やア
プリケーションが限定されないデータ群であってもよい。この、受信済みの電子メールに
基づいて生成される文書のことを、以下においては「メモ」という。
【００２１】
　図２は、本実施形態におけるメモのデータ形式を例示する図である。本実施形態のメモ
は、図２に示すように、「いつ」、「どこ」、「誰」、「何」という４種類の項目を有す
る。ここにおいて、項目「いつ」は、日時や時刻が入力される項目であり、日時に関連す
る属性を有する。ここでいう「日時」や「時刻」は、具体的な日時だけでなく、例えば「
２時間後」や「明日」といった情報を含み得る。項目「いつ」は、例えば、スケジューラ
におけるスケジュールの時刻のほか、アラームが鳴る時刻などにも用いられ得る。項目「
どこ」は、場所の名称が入力される項目であり、場所に関連する属性を有する。項目「誰
」は、人物等の名称が入力される項目であり、人物に関連する属性を有する。ここでいう
「人物」は、自然人と法人の双方を含み得る。項目「何」は、上述したいずれの属性にも
該当しない情報や、属性が不明又は不定な情報が入力される項目であり、特定の属性を有
しないもの（以下「無属性」という。）である。
【００２２】
　このようなメモを利用することにより、ユーザは、「いつ、どこで、誰が（又は誰と／
誰に）、何をする」といった情報を入力することが可能である。なお、メモは、複数ある
項目のすべてが入力されている必要はなく、例えば、「いつ、どこで」や、「誰と、何を
する」などといったように、一部の項目のみによって記述されてもよい。
【００２３】
　通信端末１０は、ユーザがこのようなメモを作成するときに、ユーザによる入力を支援
する。このとき、通信端末１０は、受信済みの電子メールを解析し、電子メールに含まれ
る文字列を上述した属性によって分類するとともに、これらの文字列のうちの所定の条件
を満たすものをメモの各項目の入力候補として提示する。つまり、入力候補は、ある項目
に該当する可能性がある文字列であるともいえる。ここにおいて、文字列とは、１又は複
数の文字のまとまりをいうものである。また、文字とは、所定の文字コードによって表現
可能な符号をいい、いわゆる文字（漢字、アルファベット等）のみならず、数字や記号な
どを含み得るものである。
【００２４】
　図３は、制御部１００の入力支援に関する機能的構成を示す機能ブロック図である。制
御部１００は、プログラムを実行することによって、図２に示すメール取得部１１０、ア
ドレス取得部１２０、日時特定部１３０、場所特定部１４０、人物特定部１５０及び提示
部１６０に相当する機能を実現する。これらの機能は、ＯＳ（Operating System）の機能
の一つとして実現されてもよいし、専用のアプリケーションの機能として実現されてもよ
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い。
【００２５】
　メール取得部１１０は、通信部３００又は記憶部２００を介して、解析の対象であるデ
ータ（すなわち電子メール）を取得する。メール取得部１１１は、１つの電子メール（例
えば、受信日時が最も新しい電子メール）を解析の対象として取得してもよいが、複数の
電子メールを解析の対象として取得してもよい。後者の場合、メール取得部１１１は、記
憶部２００に記録されている電子メールを読み出して取得する。
【００２６】
　アドレス取得部１２０は、アドレス情報を含むデータ群（アドレス帳、送受信履歴及び
発着信履歴）の少なくともいずれかを取得する。本実施形態において、アドレス取得部１
２０は、アドレス帳のみを取得するものとする。アドレス帳は、人物に関連する入力候補
を提示する場合に用いられる。換言すれば、アドレス帳は、日時や場所に関連する入力候
補を提示する場合には、必須とはされないデータである。
【００２７】
　日時特定部１３０は、メール取得部１１０により取得された電子メールに基づき、日時
に関連する文字列を特定する。日時特定部１３０は、より詳細には、ベース特定部１３１
と、文字列特定部１３２と、推定部１３３とを含む。
【００２８】
　ベース特定部１３１は、日時に関連する入力候補を特定する際の基準の日時（以下「ベ
ース日時」という。）を特定する。ベース日時は、例えば、電子メールの送信日時又は受
信日時のいずれかである。この場合において、送信日時や受信日時は、本発明に係る日時
情報の一例に相当する。また、ベース日時は、メモの作成日時（メモを作成するための画
面が表示された日時）や編集日時（既に作成されたメモの内容を変更する画面が表示され
た日時）であってもよい。ここにおいて、「画面が表示された日時」とは、当該画面の表
示が始まった時刻でもよく、当該画面が表示された状態から非表示になった時刻でもよい
。すなわち、「画面が表示された日時」は、当該画面が表示されている期間のいずれであ
ってもよいものである。これらの作成日時や編集日時も、本発明に係る日時情報の一例に
相当するものである。
【００２９】
　文字列特定部１３２は、メール取得部１１０により取得された電子メールに基づき、日
時に関連する文字列を特定する。推定部１３３は、ベース特定部１３１により特定された
ベース日時と文字列特定部１３２により特定された文字列とを用いて、日時に関連する入
力候補を推定する。
【００３０】
　場所特定部１４０は、メール取得部１１０により取得された電子メールに基づき、場所
に関連する文字列を特定する。人物特定部１５０は、メール取得部１１０により取得され
た電子メールに基づき、人物に関連する文字列を特定する。提示部１６０は、日時特定部
１３０、場所特定部１４０又は人物特定部１５０により特定された文字列を、メモのそれ
ぞれの属性に応じた項目の入力候補としてユーザに提示する。
【００３１】
　提示部１６０は、望ましくは、特定された文字列のすべてを提示するのではなく、所定
の条件を満たす文字列を優先的に提示する。ここにおいて、文字列が「所定の条件を満た
す」状態とは、後述する優先順位が他よりも高い状態をいうものである。なお、提示部１
６０は、人物に関連する入力候補を提示する場合には、アドレス取得部１２０により取得
されたデータ群を参照し、特定された文字列とこれらのデータ群との一致の度合いによっ
て優先順位を決定する。
【００３２】
　また、ここにおいて、提示とは、ユーザが認識できるような態様で情報を示すことをい
い、本実施形態においては、文字列を表示（視覚的に提示）することを指す。すなわち、
本実施形態においては、提示するための手段に相当するのは、表示部４００である。入力
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候補の提示方法は、ある入力候補をある項目にあらかじめ（すなわち、ユーザによる直接
入力なしに）表示する第１の方法と、複数の入力候補をある項目の選択肢の一部又は全部
として表示する第２の方法とがあり、通信端末１０においていずれかが適宜採用される。
第１の方法において、入力候補がユーザの所望する文字列でなかった場合には、ユーザは
、当該文字列を消去し、別の文字列を入力する操作を行う。なお、提示部１１４は、入力
候補が複数ある場合には、第２の方法を採用することが望ましい。
【００３３】
　図４は、通信端末１０の入力支援に関する動作の概要を示すフローチャートである。図
４に示すように、通信端末１０の制御部１００は、まず、受信済みの電子メールを取得す
る（ステップＳ１）。次に、制御部１００は、適当なタイミングで、メモを作成する旨の
指示を検出する（ステップＳ２）。この指示は、ユーザの操作によって与えられてもよい
が、通信端末１０が電子メールを受信したタイミングで生じるものであってもよい。
【００３４】
　なお、ステップＳ１の処理は、ステップＳ２の処理の後に実行されてもよい。すなわち
、制御部１００は、メモを作成する旨の指示を受け付けてから、記憶部２００に記憶され
ていた電子メールを読み出して取得し、文字列の特定を行ってもよい。ただし、解析対象
の電子メールが複数ある場合などには、制御部１００がステップＳ１及びＳ２の処理をア
イドル時などにあらかじめ実行しておくことが望ましいといえる。
【００３５】
　メモを作成する指示を検出すると、制御部１００は、メモの属性に関連する文字列をそ
れぞれの属性毎に特定する（ステップＳ３）。この処理のことを、以下においては「特定
処理」という。特定処理は、日時、場所、人物及び無属性のそれぞれの属性に関連する文
字列を特定する４種類の処理であり、これらの処理が選択的又は並行的に実行されるもの
である。なお、無属性の文字列を特定する処理は、それ以外の３種類の属性（日時、場所
、人物）に関連する文字列のすべてが特定される処理であってもよいし、かかる３種類の
属性に関連する文字列以外の文字列が特定される処理であってもよい。
【００３６】
　続いて、制御部１００は、入力候補として適当な文字列があるか否かをメモの属性毎に
判断する（ステップＳ４）。制御部１００は、各属性について、適当な入力候補があれば
これを提示させ（ステップＳ５）、適当な入力候補がなければ何も提示させない（ステッ
プＳ６）。
【００３７】
　図５～７は、特定処理を示すフローチャートである。図５は、特定処理のうち、日時に
関連する文字列を特定するための処理を示すフローチャートである。この処理において、
制御部１００は、ベース日時を特定し（ステップＳａ１）、次いで、電子メールの本文（
Body）及び件名（Subject）から、日時に関連する文字列を特定する（ステップＳａ２、
Ｓａ３）。なお、電子メールの本文及び件名を、以下においては「テキスト」と総称する
。また、制御部１００は、電子メールが添付ファイルを有する場合には、添付ファイルか
らも文字列を特定するようにしてもよい。
【００３８】
　本実施形態において、日時に関連する文字列には、「日付時刻表現」と「時間的要素」
の２種類がある。ここにおいて、日付時刻表現とは、日付や時刻を直接的に表現する文字
列のことをいう。日付時刻表現は、例えば、「３月１０日」とか「２１時１５分」といっ
た文字列のように、日付や時刻を具体的な数値で表現した文字列である。これに対し、時
間的要素は、日付や時刻を間接的に表現する文字列のことをいう。時間的要素は、例えば
、「翌日」とか「２時間前」といった文字列のように、基準となる日時が特定されること
で具体的な日時が特定できる文字列である。例えば、「翌日」というのは、「３月１０日
」の翌日であれば「３月１１日」であり、「３月１１日」の翌日であれば「３月１２日」
である、といったように、どの日を基準にするかによって変わり得る概念である。かかる
意味においては、時間的要素は、基準の日時からの相対的な時間の長さを表現するもので
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あるともいえる。一方、日付時刻表現は、具体的な日時を表現するものであるから、日時
が他の情報の制約を受けずに（すなわち絶対的に）表現されているものであるといえる。
ゆえに、日付時刻表現は、本発明に係る第１の文字列の一例であり、時間的要素は、本発
明に係る第２の文字列の一例である。
【００３９】
　制御部１００は、ステップＳａ２において日付時刻表現を特定し、ステップＳａ３にお
いて時間的要素を特定する。制御部１００は、日付時刻表現を特定するためには、周知の
形態素解析を用いる。なお、制御部１００は、日付時刻表現が月日のみを表現し、年を特
定できない場合には、ベース日時の年を代用する。また、制御部１００は、時間的要素を
特定する場合には、これを記述した辞書（時間的要素辞書）を用いる。すなわち、このと
き制御部１００は、電子メールのテキストに含まれる文字列のうち、時間的要素辞書に含
まれる文字列と一致するものを時間的要素であるとみなす。
【００４０】
　ベース日時、日付時刻表現及び時間的要素を特定したら、制御部１００は、ベース日時
及び時間的要素を組み合わせた日時と、日付時刻表現及び時間的要素を組み合わせた日時
とを特定する（ステップＳａ４）。ここで特定される日時は、例えば、日付時刻表現が「
（２０１０年）３月１０日」であり、時間的要素が「翌日」であれば、「（２０１０年）
３月１１日」である。
【００４１】
　制御部１００は、このように特定した日時に対して優先順位を割り当てる。具体的には
、制御部１００は、
（１）ベース日時
（２）日付時刻表現
（３）ベース日時と時間的要素の組合せ
（４）日付時刻表現と時間的要素の組合せ
という順番で優先順位を割り当てる。この例においては、（１）の優先順位が最も高く、
（４）の優先順位が最も低い。なお、日付時刻表現や時間的要素がテキスト中に複数ある
場合には、所定の適当な順序（データの先頭からの順番、数値の昇順又は降順など）によ
ってこれらの順位が決められればよい。制御部１００は、このようにして割り当てた優先
順位を用いて、入力候補の提示の順序を決定する。
【００４２】
　図６は、特定処理のうち、場所に関連する文字列を特定するための処理を示すフローチ
ャートである。この処理において、制御部１００は、電子メールのテキストから「地名」
、「場所的要素」及び「一般語彙」をそれぞれ特定する（ステップＳｂ１、Ｓｂ２、Ｓｂ
３）。ここにおいて、地名とは、特定の場所を表す名詞をいい、例えば、地方や地方公共
団体（市区町村）の名称、地形の名称（富士山など）、駅や空港の名称、企業や施設（店
舗、公共施設など）の名称、著名な待ち合わせ場所やランドマークの名称である。これに
対し、場所的要素は、場所を表す名詞であって地名よりも抽象的又は一般的な場所を表す
名詞をいう。場所的要素は、例えば、「居酒屋」、「レストラン」、「駅前」などといっ
た文字列である。また、一般語彙とは、テキスト中に含まれる文字列のうち、地名と場所
的要素のいずれにも該当しない文字列をいう。地名及び場所的要素の特定には、それぞれ
専用の辞書（地名辞書、場所的要素辞書）が用いられる。換言すれば、場所に関連する文
字列が地名と場所的要素のいずれに属するかは、地名辞書と場所的要素辞書にどのように
文字列が登録（記述）されているかに依存する。
【００４３】
　制御部１００は、このように特定した文字列に対して優先順位を割り当てる。具体的に
は、制御部１００は、
（１）地名
（２）場所的要素
（３）一般語彙
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という順番で優先順位を割り当てる。この例においては、（１）の優先順位が最も高く、
（３）の優先順位が最も低い。なお、地名や場所的要素がテキスト中に複数ある場合には
、所定の適当な順序によってこれらの順位が決められればよい。
【００４４】
　図７は、特定処理のうち、人物に関連する文字列を特定するための処理を示すフローチ
ャートである。この処理において、制御部１００は、電子メールのヘッダ情報のうち「Fr
om」、「To」、「Cc（Bccを含む。）」に記述されたメールアドレスを特定する（ステッ
プＳｃ１）。ただし、制御部１００は、ここで特定されるメールアドレスに自端末に割り
当てられたメールアドレスが含まれる場合には、当該メールアドレスを特定対象から除外
する。つまり、ステップＳｃ１において特定されるメールアドレスは、電子メールを送受
信するユーザのメールアドレスのうち、本人のメールアドレスを除いたものである。
【００４５】
　次に、制御部１００は、テキスト中のメールアドレス又は電話番号を特定する（ステッ
プＳｃ２）。メールアドレスや電話番号の特定には、周知の方法が用いられる。例えば、
テキスト中に記号「＠」が含まれ、かつ、その前後に所定の文字数以上の英数字があれば
、これをメールアドレスであるとみなすことができる。
【００４６】
　続いて、制御部１００は、テキスト中の「人名」、「人的要素」及び「一般語彙」をそ
れぞれ特定する（ステップＳｃ３、Ｓｃ４、Ｓｃ５）。ここにおいて、人名とは、人物を
表す名詞をいい、例えば、姓又は名、著名人の名称（芸名、ニックネームなどを含む。）
などである。これに対し、人的要素は、人物に関連する名詞から上述した人名を除いたも
のをいい、例えば、人称代名詞などである。人的要素は、例えば、「私」、「彼女」、「
主人」、「妻」、「親」などである。また、一般語彙とは、テキスト中に含まれる文字列
のうち、人名と人的要素のいずれにも該当しない文字列をいう。つまり、場所に関連する
文字列における「一般語彙」と人物に関連する文字列における「一般語彙」とは、概念的
には類似するが、実際の内容は異なるものである。人名及び人的要素の特定には、それぞ
れ専用の辞書（人名辞書、人的要素辞書）が用いられる。換言すれば、人物に関連する文
字列が人名と人的要素のいずれに属するかは、人名辞書と人的要素辞書にどのように文字
列が登録（記述）されているかに依存する。
【００４７】
　制御部１００は、このように特定した文字列に対して優先順位を割り当てる。具体的に
は、制御部１００は、アドレス帳のアドレス情報を参照し、
（１）From/To/Ccに含まれるメールアドレスであって、アドレス帳に登録されているもの
（２）テキスト中のメールアドレスであって、アドレス帳に登録されているもの
（３）From/To/Ccに含まれるメールアドレスであって、アドレス帳に登録されていないも
の
（４）テキスト中のメールアドレスであって、アドレス帳に登録されていないもの
（５）テキスト中に人名があり、かつ、当該人名に対応するメールアドレス（又は電話番
号）がアドレス帳に登録されている場合におけるそのメールアドレス（又は電話番号）
（６）テキスト中に人的要素があり、かつ、当該人的要素に対応するメールアドレス（又
は電話番号）がアドレス帳に登録されている場合におけるそのメールアドレス（又は電話
番号）
（７）テキスト中の電話番号であって、当該電話番号又はこれに対応するメールアドレス
が上記（１）～（６）のいずれにも該当しないもの
（８）テキスト中に人名があり、かつ、当該人名に対応するメールアドレス（又は電話番
号）がアドレス帳に登録されていない場合におけるその人名
（９）テキスト中に人的要素があり、かつ、当該人的要素に対応するメールアドレス（又
は電話番号）がアドレス帳に登録されていない場合におけるその人的要素
（１０）一般語彙
という順番で優先順位を割り当てる。この例においては、（１）の優先順位が最も高く、
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（１０）の優先順位が最も低い。また、この例は、電話番号や名称よりもメールアドレス
の提示を優先させたものである。なお、人名や人的要素がテキスト中に複数ある場合には
、所定の適当な順序によってこれらの順位が決められればよい。また、人名や人的要素を
アドレス帳における名称と比較する場合には、姓又は名の一方のみと比較してもよいし、
「君」、「さん」、「Mr.」、「Ms.」などのような接尾語（接頭語）を無視して比較して
もよい。
【００４８】
　図８～１６は、ある動作例を説明するための図である。図８は、あるユーザの通信端末
１０が受信した電子メールの一例を示す図であり、図９は、通信端末１０に記憶されたア
ドレス帳を示す図である。なお、この例において、ユーザのメールアドレスは「yamasaki
@dddd.ne.jp」であり、ユーザの電話番号は「090-xxxx-xxxx」であるとする。
【００４９】
　図１０は、図８に例示した電子メールから特定される文字列のうち、日時に関連する文
字列を示す図である。図１１は、日時のうちの年月日について優先順位を示す図であり、
図１２は、日時のうちの時刻について優先順位を示す図である。なお、図１１において、
「2009/6/29（2009年6月29日）」は、２番目の日付時刻表現の年月日であると同時に、４
番目のベース日時に「明後日（すなわち２日後）」を加算した年月日でもある。このよう
な重複を生じる場合、制御部１００は、重複した文字列のうち優先順位が最も高いものを
残し、それ以外の文字列（図１１においては４番目）を除外する処理を行う。この場合、
優先順位が４番目に高いのは、「2009/6/30（2009年6月30日）」になる。
【００５０】
　また、制御部１００は、特定した時刻が午前と午後のいずれであるかを特定できない場
合には、午前と午後の双方の時刻を特定する。制御部１００は、例えば、「７：００（７
時０分）」という日付時刻表現について、これを「７：００（午前７時）」と「１９：０
０（午後７時）」のいずれの可能性もあると判断し、双方の時刻を特定する。なお、この
場合、午前と午後のいずれの優先順位を高くしてもよいが、図１２の例においては、午前
の優先順位を高くしている。
【００５１】
　制御部１００は、このようにして優先順位が付与された文字列のうち、優先順位が高い
所定数の文字列を入力候補として提示する。よって、制御部１００は、優先順位が高いも
のから順に所定数の文字列が特定できた場合には、それ以外の文字列の特定を行わずに特
定処理を終えてもよい。例えば、図１１においては、説明の便宜上、日時に関連する文字
列をすべて示しているが、提示する入力候補が３個であれば、制御部１００は４番目以降
の文字列を特定するための処理を省略することができる。このようにすることで、制御部
１００のリソースの消費を抑制することが可能となる。
【００５２】
　図１３は、図８に例示した電子メールから特定される文字列のうち、場所に関連する文
字列を示す図である。また、図１４は、図１３に示す文字列の優先順位を示す図である。
なお、この例において、「横浜」と「東口」のどちらの優先順位をより高くするかは、上
述したとおり、適当に決められればよい。
【００５３】
　図１５は、図８に例示した電子メールから特定される文字列のうち、人物に関連する文
字列を示す図である。また、図１６は、図１５に示す文字列の優先順位を示す図である。
この例において、「nomura@dddd.ne.jp」は、優先順位の１番目にあると同時に、６番目
にもある。また、「sato@dddd.ne.jp」も、優先順位の２番目と８番目に重複している。
この場合、制御部１００は、重複する文字列を除外し、以降の文字列の優先順位を繰り上
げるようにすることができる。
【００５４】
　なお、図１６に示す例は、アドレス情報のうちのメールアドレスの提示を優先する例で
ある。しかし、制御部１００は、アドレス情報のうちの電話番号や名称の例示を優先させ
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ることも可能である。例えば、制御部１００は、図１６に示す例において、「nomura@ddd
d.ne.jp」に代えて、「野村さん」や「090-xxxx-5555」という文字列を入力候補として提
示することが可能である（図９参照）。
【００５５】
　以上のとおり、本実施形態の通信端末１０によれば、電子メールに含まれる所定の属性
の文字列どうしを組み合わせ、さらに順位付けして用いることで、当該電子メールの内容
と関連する可能性がより高い文字列を入力候補として優先的に表示することが可能である
。よって、この通信端末１０によれば、入力する可能性が高い文字列をより簡単な操作で
ユーザに入力させることが期待できる。
【００５６】
［変形例］
　上述した実施形態及び動作例は、本発明の実施の一例にすぎない。本発明は、上述した
実施形態又は動作例に対して以下の変形を適用した態様で実施することも可能である。な
お、以下に示す変形例は、必要に応じて、各々を適当に組み合わせて実施されてもよいも
のである。
【００５７】
（変形例１）
　上述した電子メールは、本発明に係る電子メッセージの一例である。ここにおいて、電
子メッセージとは、通信端末間でやりとりされる電子的なメッセージをいう。本発明は、
上述した電子メールに代えて、他の電子メッセージを用いてもよいものである。ここでい
う「他の電子メッセージ」は、例えば、ＳＭＳ（Short Message Service）によって送受
信されるデータである。電子メールとＳＭＳの相違点の一つは、データの送受信に用いる
アドレス情報がメールアドレスか電話番号かの違いである。また、本発明は、複数種類の
電子メッセージを入力候補の提示に利用してもよいものである。
【００５８】
　なお、本発明に係る電子メッセージは、送信日時や受信日時を含むデータである必要は
なく、送信日時や受信日時が関連付けられるデータであれば十分である。例えば、通信端
末が電子メッセージを送受信するタイミングでその日時を記録し、これを電子メッセージ
と関連付けて記憶することができれば、その日時を電子メッセージの送信日時や受信日時
として利用することが可能である。
【００５９】
　さらに、本発明において、入力候補の提示に用いられるデータは、電子メッセージに限
定されず、また、送受信されるデータにも限定されない。入力候補の提示に用いられるデ
ータは、ベース日時を特定するための日時情報と、日時に関連する（日時情報以外の）文
字列とを含むものであれば、いかなるデータであってもよい。なお、かかるデータとして
送受信されないデータを用いる場合は、例えば、作成日時や編集日時を日時情報として用
いることが可能である。
【００６０】
（変形例２）
　本発明は、受信済みの電子メッセージを用いるのではなく、送信済みの電子メッセージ
に基づいてメモを作成する場合にも適用可能である。また、本発明は、上述したアドレス
帳に代えて、送受信履歴又は発着信履歴を用いて入力候補の提示を行ってもよく、また、
アドレス帳と送受信履歴又は発着信履歴とを併用してもよいものである。かかる場合、文
字列の優先順位は、アドレス帳に含まれる文字列を送受信履歴又は発着信履歴に含まれる
文字列よりも高くしたり、アドレス帳と送受信履歴又は発着信履歴の双方に含まれる文字
列を他の文字列よりも高くしたりすることも可能である。
【００６１】
（変形例３）
　本発明は、通信元又は通信先の候補又は履歴であるアドレス情報を記憶する記憶部と、
電子メッセージから所定の属性を有する文字列を特定する特定部と、前記特定された文字
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前記所定の属性に関連する入力候補として提示する提示部とを備えることを特徴をするデ
ータ処理装置や、これを備える通信端末としても把握され得るものである。かかるデータ
処理装置又は通信端末によれば、記憶部に記憶されているアドレス帳等のデータを利用す
ることで、通信端末のユーザと関連する可能性が高い人物に関する文字列を入力候補とし
て優先的に提示することが可能である。
【００６２】
（変形例４）
　図３に示す機能は、複数のプログラムの協働によっても実現され得る。例えば、図３に
示す機能は、日時特定部１３０、場所特定部１４０及び人物特定部１５０に相当するプロ
グラムがそれぞれ別個のプログラムであってもよい。また、本発明は、日時、場所及び人
物に関連する文字列の少なくともいずれかを入力候補として提示するものであれば足り、
必ずしも、これらのすべてを提示する必要はない。
【００６３】
（変形例５）
　本発明は、データ処理装置やこれを備える通信端末のみならず、かかるデータ処理装置
又は通信端末における入力支援方法としても把握され得るものである。また、本発明は、
コンピュータに図３に示した機能（又はその一部）を実現させるためのプログラムとして
も把握され得るものである。かかるプログラムは、これを記憶させた光ディスク等の記録
媒体の形態で提供されたり、インターネット等のネットワークを介して、コンピュータに
ダウンロードさせ、これをインストールして利用可能にするなどの形態でも提供されたり
することができるものである。
【符号の説明】
【００６４】
１０…通信端末、１００…制御部、１１０…メール取得部、１２０…アドレス取得部、１
３０…日時特定部、１３１…ベース特定部、１３２…文字列特定部、１３３…推定部、１
４０…場所特定部、１５０…人物特定部、１６０…提示部、２００…記憶部、３００…通
信部、４００…表示部、５００…入力部
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