
JP 5827380 B2 2015.12.2

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テキスト入力支援データを提供する、コンピュータで実装される方法であって、
　ユーザ装置に関連する位置情報をコンピュータシステムで受信する段階と、
　予測テキスト結果を示す情報を前記コンピュータシステムで受信する段階と、
　位置情報に関する予測テキスト結果を示す前記情報の一部を使用して位置関連辞書デー
タを前記コンピュータシステムで生成する段階と、
　前記位置関連辞書データを前記コンピュータシステムから前記ユーザ装置に提供する段
階と
　を含み、
　前記提供された位置関連辞書データは、前記ユーザ装置上でユーザが入力するテキスト
の一部が入力された後に、前記入力を完了するための提案であって、前記入力に関連する
選択肢である提案を前記ユーザ装置が提供するように配置され、
　前記位置関連辞書データは、前記ユーザ装置の既存の辞書に追加するための補足データ
を含む方法。
【請求項２】
　前記位置関連辞書データが、複数の位置関連語句を、対応する複数の予測重み付けと共
に含む請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　予測テキスト結果を示す前記情報は、複数のユーザによって行われた検索要求に関する
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請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記検索要求に基づいて、検索で使用されるユーザプリファレンスを前記コンピュータ
システムで受信する段階をさらに含む請求項3に記載の方法。
【請求項５】
　生成した前記位置関連辞書データが、前記ユーザ位置付近の場所と関連付けられる請求
項1に記載の方法。
【請求項６】
　生成した前記位置関連辞書データが、前記ユーザ位置付近のユーザからの共通照会デー
タと関連付けられる請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記位置関連辞書データが、前記ユーザによって入力された検索照会から識別された位
置と関連付けられる請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　前記位置関連辞書データは、リモート装置からの検索要求に応答して前記リモート装置
に提供され、かつ前記位置関連辞書データが、前記検索要求に対する結果と共に提供され
る請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　検索要求を前記コンピュータシステムで受信する段階と；
　検索結果を生成する段階と；
　前記検索結果を前記位置関連辞書データと共に提供する段階と；
　をさらに含む請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　前記位置関連辞書データが、前記検索結果に関する文書からのデータを含む請求項9に
記載の方法。
【請求項１１】
　前記位置関連辞書データが、前記ユーザ位置の近傍の1つまたは複数のエリアに対応す
るデータを含む請求項1に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ユーザ位置の近傍の1つまたは複数のエリアに対応する前記データが位置名を含む
請求項11に記載の方法。
【請求項１３】
　第１のリモートクライアントからデータ要求および位置を示す情報を受信する要求プロ
セッサと、
　前記位置に関連付けられる検索結果を返すために、前記データ要求および前記位置を示
す前記情報に応答して検索する検索エンジンと、
　前記第１のリモートクライアントに関する位置関連予測データ入力情報を含む前記第１
のリモートクライアントで使用される情報を生成する辞書ジェネレータと、
　前記データ要求および前記位置関連予測データ入力情報に応答する前記検索結果を受信
し、前記第１のリモートクライアントで使用される前記位置関連予測データ入力情報と共
に前記データ要求に応答する検索結果を含む応答を提供する応答フォーマッタと
　を備え、
　前記提供された位置関連予測データ入力情報は、前記第１のリモートクライアント上で
ユーザが入力するテキストの一部が入力された後に、前記入力を完了するための提案であ
って、前記入力に関連する選択肢である提案を前記第１のリモートクライアントが提供す
るように配置され、前記位置関連予測データ入力情報は、前記第１のリモートクライアン
トの既存の辞書に追加するための補足データを含むデータ収集および配布システム。
【請求項１４】
　前記検索エンジンが、前記データ要求からユーザ位置を示す情報を抽出するように動作
可能である請求項13に記載のシステム。
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【請求項１５】
　前記辞書ジェネレータが、複数のオブジェクトについての位置関連予測一致スコアを計
算する一致レータを備える請求項13に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記複数のオブジェクトが、データ要求を生成する際にユーザが入力することのできる
複数の語句を含む請求項15に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記一致レータにサブミットする文書中のオブジェクトを識別するオブジェクトセレク
タをさらに備える請求項15に記載のシステム。
【請求項１８】
　1つまたは複数の前記クライアントで使用される前記情報が、前記位置の近傍の1つまた
は複数のエリアに対応するデータを含む請求項13に記載のシステム。
【請求項１９】
　通信装置と組み合わせたデータ収集および配布システムであって、前記通信装置が、
　情報を受信および送信するトランシーバであって、送信される情報が、前記位置を示す
前記情報を含むトランシーバと、
　前記通信装置のユーザが入力した曖昧な情報の可能性のある所期の使用法を示す位置関
連予測データ入力情報を含む語彙リポジトリであって、出現データが、前記位置と前記可
能性のある前記所期の使用法との関連付けを反映する、語彙リポジトリと、
　前記通信装置に提供された曖昧な情報を、可能な解を識別することにより可能性のある
解に決定し、可能性のある所期の使用法を示す前記位置関連予測データ入力情報を前記可
能な解に適用する曖昧性除去エンジンと
　を備える、請求項１３～１８の何れか１項に記載のデータ収集および配布システム。
【請求項２０】
　前記位置を示す前記情報を得るのに使用される位置決めシステムをさらに備える請求項
19に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記ユーザが、前記位置を示す情報を入力する請求項19に記載のシステム。
【請求項２２】
　ユーザのプリファレンスが、前記語彙リポジトリ内に何の情報が含まれるかを決定する
　請求項19に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記出現データが一定のしきい値に達したとき、前記出現データに関連する表示情報が
語彙リポジトリから除去される請求項19に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記出現データが、人口統計グループのメンバによる使用法の習慣を表すデータを含む
請求項19に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピューティング装置または通信装置のユーザが情報を入力する際の支援
に関し、より詳細には、ユーザが入力するテキストを曖昧性除去するために辞書を提供お
よび更新することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータおよびコンピュータネットワークがますます多種多様な情報にアクセスす
ることができるようになるにつれて、人々は、その情報を得るためのより多くの方法を求
めている。具体的には、人々は現在、適切に備えられたネットワークに永続的に接続され
たパーソナルコンピュータからのみ以前には入手可能であった情報へのアクセスを、道路
上、家庭内、またはオフィス内で有することを期待している。人々は、自分の携帯電話か
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ら株価および天気予報を求め、自分の携帯情報端末(PDA)からEメールを求め、自分のパー
ムトップから最新の文書を求め、すべての自分の装置から、時宜を得た正確な検索結果を
求める。人々はまた、移動時に、地域で、国内で、または国際的に移動するとしても、使
いやすいポータブル装置でこの情報のすべてを求める。
【０００３】
　ポータビリティは一般に、サイズの小さい装置を必要とし、それにより、データ入力キ
ーの数と、メモリの量と、利用可能な処理能力とが制限される。さらに、ウルトラポータ
ブル装置はしばしば、片手で保持しなければならず、または全く保持してはならず、その
結果、データ入力は、片手用または手を使用しないものでなければならない。装置のこう
した制限は一般に、ユーザが補償しなければならない。例えば、ユーザは、電話キーパッ
ドなどの制限されたキーボード、または制限された音声認識機能を使用しなければならな
い。そのような制限された装置により、ユーザがデータ入力のための特別な技巧(例えばP
DAに対する略記書体など)を学習することを余儀なくされることがあり、または曖昧なデ
ータ入力時に不正確な推測を行うことによってユーザが決して意図しなかったデータが生
成されることがある。
【０００４】
　こうした問題を解決するためのいくつかの試みが行われている。例えば、略記書体と普
通の書体を認識するようにPDAがプログラムされている。さらに、携帯電話は、ユーザが
キー組合せを同時に、または順に押下する(例えばトリプルタップ)ことを可能にすること
により、各キー上の3つの文字の存在によって、意図されるテキストについての曖昧さが
生じる可能性があるとしても、入力された文字を認識することができる。他の解決策は、
押下されたキーの組合せに合致するすべての可能な語句を識別することなどにより、文字
をユーザが入力することを意図した文字の知識に基づく推測を行い、最も一般的な語句を
選択し、または最も一般的なものから最も一般的でないものへとソートされた可能な語句
のリストをユーザに提示することを含む。こうした解決策はすべて制限を有する。
【０００５】
　ポータブルの制限された装置を別としても、ユーザは、自分のコンピュータで一層のテ
キスト入力インテリジェンスを望む。例えば、ユーザは、データ入力を支援し、またはス
ペルチェッカや文法チェッカなどのデータ入力の誤りを補正するシステムを望む。やはり
、複数の解決策が存在するが、すべて制限を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－３２５２５２号公報
【特許文献２】特開２００３－３３０９１６号公報
【特許文献３】特開平１１－０２５０８４号公報
【特許文献４】特開２００４－０７０５４７号公報
【特許文献５】特開２００３－２９６２１２号公報
【特許文献６】特開２００３－３０３１８６号公報
【特許文献７】特表２０００－５０８０９３号公報
【特許文献８】米国特許出願公開第２００３／５４８３０号明細書
【特許文献９】国際公開第２００１／８００７９号
【特許文献１０】米国特許第６３７７９６５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、全機能を備える装置と、制限された装置のどちらでも、ユーザがより迅速
かつ正確にデータを入力するのを支援するシステムが求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　この文書は、コンピューティング装置および通信装置のユーザがデータをそうした装置
に入力するのを支援する方法およびシステムを開示する。一態様では、テキスト入力支援
データを提供する、コンピュータで実装される方法が開示される。この方法は、ユーザに
関連する位置情報をシステムで受信すること、予測テキスト結果を示す情報をシステムで
受信すること、位置情報を使用して辞書データを生成すること、および辞書データをリモ
ート装置に提供することを含む。予測テキスト結果を示す、受信した情報は、複数のリモ
ート検索者によって行われた検索要求に関係付けることができる。さらに、辞書データは
、複数の語句を、対応する複数の予測重み付けと共に含むことができ、予測テキスト結果
を示す情報を使用して辞書データを生成することができる。
【０００９】
　一実装では、辞書データをリモート装置に提供することは、データを携帯電話に送信す
ることを含むことができる。システムは、検索結果に基づいて、検索で使用されるユーザ
プリファレンスを受信することもできる。辞書データの生成は、ユーザ位置を示す情報に
関するデータを生成することも含むことができる。生成した辞書データを、ユーザ位置付
近の場所と関連付けることができる。さらに、生成した辞書データを、ユーザ位置付近の
各ユーザからの共通照会データと関連付けることができ、リモート装置からの要求に応答
してリモート装置に提供することができる。辞書データをリモート装置に提供する前に辞
書データを圧縮することもでき、データは、リモート装置上の既存の辞書に追加するため
の補足データを含むことができる。
【００１０】
　別の実装では、この方法は、検索要求を受信すること、検索結果を生成すること、およ
び検索結果を辞書データと共に提供することをさらに含むことができる。辞書データは、
検索結果に関する文書からのデータを含むことができる。さらに、辞書データは、ユーザ
位置の近傍の1つまたは複数のエリアに対応するデータを含むことができ、そのデータは
位置名を含むことができる。
【００１１】
　別の態様では、データ収集および配布システムが提供され、データ収集および配布シス
テムは、1つまたは複数のリモートクライアントからデータ要求を受信する要求プロセッ
サと、データ要求に応答して検索するローカル検索エンジンと、1つまたは複数のクライ
アントに関する予測データ入力情報を含む1つまたは複数のクライアントで使用される情
報を生成する辞書ジェネレータと、予測データ入力情報を含むデータ要求に応答する情報
を受信し、1つまたは複数のクライアントで使用されるデータ要求に応答する情報を提供
する応答フォーマッタとを含む。要求プロセッサは、ユーザ位置を示す情報を受信するよ
うに動作可能でよい。さらに、ローカル検索エンジンは、データ要求からユーザ位置を示
す情報を抽出するように動作可能でよい。
【００１２】
　一実装では、辞書ジェネレータは、複数のオブジェクトについての予測一致スコアを計
算する一致レータを含むことができ、複数のオブジェクトは、ユーザがデータ要求を生成
する際に入力することのできる複数の語句を含むことができる。システムはまた、一致レ
ータにサブミットする文書中のオブジェクトを識別するオブジェクトセレクタを含むこと
ができる。ローカル検索エンジンはまた、複数の要求およびユーザ位置を示す情報を受信
し、予測データ入力情報と共に応答フォーマッタによる送信を求める要求を提供するよう
に動作可能でよい。1つまたは複数のクライアントで使用される情報は、ユーザ位置の近
傍の1つまたは複数のエリアに対応するデータを含むことができ、そのデータは位置名を
含むことができる。
【００１３】
　さらに別の態様では、データ入力装置のユーザによるオブジェクトの可能性のある使用
法を示す情報を提供する、コンピュータで実装されるシステムは、ユーザ位置に関連し、
ユーザによる使用法を示す文書を提供する手段と、文書中のオブジェクトの使用法データ
について文書を解析し、関連する一致レーティングを生成する一致レータと、一致レーテ
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ィングをデータ入力装置に送信するインターフェースとを含むことができる。一致レータ
はさらに、オブジェクトの位置データについて文書を解析し、一致レーティングを生成す
ることができ、一致レーティングは、少なくとも部分的には、オブジェクトの位置データ
に関連する位置がユーザ位置からどれほど離れているかに基づくことができる。さらに、
一致レーティングは、少なくとも部分的には、ユーザのプリファレンスに基づくことがで
きる。
【００１４】
　別の態様では、通信装置は、情報を送信および受信するトランシーバを含む。送信され
る情報は、ユーザ位置を示す情報を含む。装置はまた、装置のユーザが入力した曖昧な情
報の可能性のある所期の使用法を示す情報を含む語彙リポジトリであって、出現データが
、ユーザ位置と可能性のある所期の使用法を示す情報との関連付けを反映する語彙リポジ
トリと、装置に提供された曖昧な情報を、可能な解を識別することにより可能性のある解
に決定し、可能性のある所期の使用法を示す情報を可能な解に適用する曖昧性除去エンジ
ンとを含む。
【００１５】
　一実施形態では、システムは、ユーザ位置を示す情報を得るのに使用される位置決めシ
ステムをさらに含むことができる。さらに、ユーザは、ユーザ位置を示す情報を入力する
ことができる。
【００１６】
　別の実装では、ユーザのプリファレンスは、語彙リポジトリ内に何の情報が含まれるか
を決定することができる。さらに、出現データが一定のしきい値に達したとき、出現デー
タに関連する表示情報を語彙リポジトリからなくすことができる。出現データは、人口統
計グループのメンバによる使用法の習慣を表すデータを含むことができる。
【００１７】
　ここで説明するシステムおよび技法は、以下の利点のうちの1つまたは複数を提供する
ことができる。システムは、効果的かつ自動化されたテキスト入力を提供することができ
、ユーザの位置に関係するテキストを入力する際に困難が生じたときに支援を提供するこ
とができる。さらに、システムは、位置に関連する、テキスト入力に関する提案を提供す
ることによってユーザを支援することができる。そのようなシステムは、過剰なシステム
要件を必要とすることなく、迅速かつより正確なデータ入力を可能にし、その結果、シス
テムは、他のアプリケーションが動作中にバックグラウンドで動作することができ、メモ
リなどの資源が制限された携帯電話などのポータブルシステム上にも実装することができ
る。
【００１８】
　添付の図面および以下の説明で、本発明の1つまたは複数の実施形態の詳細を述べる。
本発明の他の特徴、目的、および利点は、説明および図面ならびに特許請求の範囲から明
らかになるであろう。
【００１９】
　これから、以下の図面を参照しながら上記およびその他の態様を説明する。
【００２０】
　様々な図面での同様の参照記号は同様の要素を示す。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】データ曖昧性除去機能を有するデータ入力システムの略図である。
【図２】位置データを送信し、データ入力辞書に関するデータに関連する情報を返すシス
テムの略図である。
【図３】データ入力辞書に関する情報を識別、フォーマット、および配布するシステムの
略図である。
【図４】ユーザ特有のデータ入力辞書を受信および使用するシステムの略図である。
【図５】データ入力辞書のための情報を準備する例示的ステップを示すフローチャートで
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ある。
【図６】装置に入力された情報を曖昧性除去する例示的ステップを示すフローチャートで
ある。
【図７】リモート装置からの要求に応答してデータ入力辞書情報を提供する例示的ステッ
プのフローチャートである。
【図８】データ入力辞書の論理的なツリーベースの組織を示す略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　ここで説明するシステムおよび技法は、データ入力の支援に関する。このシステムは、
パーソナルコミュニケータおよびパーソナルコンピュータを含む多くの形態を取ることが
できる。電話キーパッドおよび音声を含む多くの形態でデータを入力することもできる。
一般には、システムは、例えばユーザの地理的位置、以前にタイプしたワード、ユーザの
自己選択プロファイル、またはユーザにとって外部であるがユーザまたはユーザの選択と
関連付けられる情報源に基づいてより正確な曖昧性除去選択を行うように、ユーザ特有の
データを識別することによって動作する。
【００２３】
　図1に、データ曖昧性除去機能を有する、制限されたデータ入力システム10を示す。図
示するシステム10は携帯電話ハンドセットを備えるが、携帯情報端末、パーソナルコンピ
ュータ、音声駆動個人通信装置などの任意の適切な形態を取ることができる。この実施形
態では、システム10は、システム10のユーザに任意の適切な情報を表示するようにプログ
ラムすることのできるディスプレイ画面12を有する。例えば、ディスプレイ画面12を使用
して、検索ボックス12aや関連する制御ボタンなどの、インターネット検索アプリケーシ
ョンに関する情報を表示することができる。
【００２４】
　図示するように、検索ボックス12aは単に、検索語句がユーザによって入力されたとき
に検索語句を表示する画面上の対照エリアでよい。検索ボタン12bは、検索ボックス12aの
内容を、インターネットによってセルラネットワークに接続された検索エンジンなどの検
索エンジンにサブミットすることができる。次いで、ディスプレイ画面12は、検索の結果
を表示することができる。あるいは、「I'm Feeling Lucky」ボタン12cが検索結果をサブ
ミットし、次いでディスプレイ画面12が、検索に対して最も適切なマッチに関するページ
を直ちに表示することもできる。
【００２５】
　いくつかの方式のうちのいずれでもシステム10にデータを入力することができる。具体
的には、データ入力キー14を使用して英数字文字などの情報を入力することができ、デー
タ入力キー14は、2から9のキー上に英字文字を有する標準電話キーパッドの形態を取るこ
とができる。音声認識を含む、英数字情報を入力する他の適切な方式も使用することがで
きる。ここでは、テキストの入力への参照は、キーボードを介する入力または筆記による
入力、さらには音声認識使用可能システムに対して話すことによるデータ入力などの他の
データ入力の方式を包含する。
【００２６】
　さらに、例えば所定の機能またはプログラムされた機能を実施し、またはディスプレイ
画面12上のアイコンを制御するために、制御キー16を設けることができる。制御キー16を
補助キーとして使用することもでき、すなわち数字の0が0以外のものを表すことができ、
「#」キーをスペースキーとして使用することができ、「*」キーは、バックスペースキー
の代理とすることができ、「1」キーが句読点を表すことができる。さらに、制御ホイー
ル15をハンドセットの側部に設け、ユーザがディスプレイ画面12上に示される選択肢をス
クロールすることを可能にし、内側に押して所望の選択肢上でクリックすることを可能に
することができる。システム10がフルサイズのパーソナルコンピュータを含む場合、また
はシステムが音声制御を介して動作する場合には特に、他の適切なデータプレゼンテーシ
ョン機能およびデータ入力機能も設けることができる。
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【００２７】
　システム10は、入力されたデータの曖昧性除去を可能にする機能も備えることができる
。例えば語句がまだ完全に入力されていないため、各キーストロークが複数の異なる文字
を表す可能性があるため(キーパッドが標準電話キーパッドであるときなど)、または取得
された音声が明瞭でなく、または不完全であったために、入力されたデータは曖昧である
可能性がある。したがって、解決すべき曖昧さは、内挿的かつ外挿的である可能性がある
。内挿的曖昧さは、データが電話キーパッド上で入力されたときなどに、テキスト入力に
関するデータのすべてが入力されたが、そのデータで複数の可能なテキストを表すことが
できるときに生じる。外挿的曖昧さは、ユーザがテキスト入力に関するデータの一部を入
力したが、データ入力を完了していないときに生じる。そのような状況では、システムは
、エントリを完了するための選択肢を提供することができる。システムはまた、入力され
たキーストロークに対する可能な解が1つだけ存在するときなどに、ユーザがワードに関
するキーストロークの入力を終了したときを判定することができる。
【００２８】
　曖昧さは、ユーザが電話キーパッド上でシングルタップ方法を使用してワードの一部の
みを入力したときなど、同時に内挿的かつ外挿的であることもある。さらに、曖昧さは、
例えば電話ユーザが数字を入力することを意図しているか、シングルタップでテキストを
入力することを意図しているか、それとも複数タップ方法でテキストを入力することを意
図しているかをシステムが容易には判定することができないときに、データ入力タイプに
関して生じることがある。
【００２９】
　一般には、曖昧性除去機能は、格納された辞書内のエントリをシステム10に入力された
キーストロークに合致することができるものと突き合わせることによって動作することが
できる。ソリューションセットの形態の合致した語句を、最も可能性の高いマッチをセッ
トの上部に配置する方式でソートすることができる。ユーザは、制御ホイール15を使用す
ることなどによってソリューションセットをスクロールし、所望のデータ項目を選択する
ことができる。さらに、予測されるマッチをユーザによる介入なしに自動的に選択するよ
うにシステムをセットアップすることができる(しかし、ユーザは、リアルタイムで、ま
たはデータが入力された後に、選択を編集または上書きすることができる)。
【００３０】
　図1では、メイン辞書21と補足辞書23の2つの辞書が示されている。メイン辞書21は、特
定のアプリケーションで一般に使用される共通の語句を表し、システム10が最初にセット
アップされるときにシステム10はメイン辞書21を備えることができる。通常、そのような
メイン辞書は、約20000ワードから100000ワードの辞書を含むことができるが、システム
能力に応じて他のサイズの辞書も許容される。さらに、辞書は英語に限定されず、他の文
字を有する他の言語、さらには他のタイプのオブジェクトもカバーすることができる。
【００３１】
　補足辞書23は、ユーザにさらにパーソナライズされた体験を与え、それによってより正
確な曖昧性除去を実現するように時々システム10に追加することのできる追加のデータを
表す。例えば、補足辞書23は、ユーザによる可能性の高いデータ入力と合致させるように
試みて定期的に更新される、時間に敏感な情報を含むことができる。一例を挙げると、ユ
ーザが最近入力した検索語句と密接に関係する検索語句、または広範な多数のユーザに現
在人気のある語句で装置を更新するように、補足辞書23を検索エンジンと組み合わせて使
用することができる。補足辞書23はメイン辞書21の一部でもよく、その結果新しいエント
リが単にメイン辞書21に追加され、別々に格納されない。
【００３２】
　例えば、ユーザが「管理理論(management theory)」についての検索を入力した場合、
検索エンジンは、他の最近の類似の検索を調べ、識別された検索のすぐ後に入力された他
の検索語句、または検索の結果として現れる文書中で使用される他の語句などの、そうし
た他の検索についての情報をユーザの装置に提供することができる。さらに、検索は、装



(9) JP 5827380 B2 2015.12.2

10

20

30

40

50

置にデータを返して、ワードの出現に関する確率を更新することもできる。具体的には、
検索に関連する他の語句は、その語句自体が辞書に既に存在している場合、その確率を増
加させることができる。例えば、「管理理論」が検索エントリとして与えられたとき、「
補償(compensation)」、「ドラッカー(Drucker)」、「デミング(Deming)」などの語句を
装置に返すことができ、その語句に、普通なら有することのないはずの、将来の検索に対
する解としての重要性を与えることができる。さらに、普通ならその語句が辞書にはなか
ったはずのときに、その語句を辞書に追加することができる。
【００３３】
　一般には、一例を挙げると、辞書21、23は、テキスト入力の曖昧性除去を支援する3つ
の情報を含むことができる。第1に、辞書21、23は、ワードまたは他のオブジェクト自体
を含むことができる。第2に、辞書21、23は、タイプまたは選択される各ワードまたはオ
ブジェクトの確率を含むことができる。以下でより詳細に説明するように、こうした確率
を、使用するアプリケーションに依存する確率の組に分解することもできる。第3に、辞
書21、23は、各ワードの他のワードとの一致確率または相互一致(co-concurrence)確率を
含むことができる。例えば、「パラダイム(paradigm)」に関するエントリは、「シフト(s
hit)」または「変化(change)」という語との高い相互一致を示すことがある。このように
して、「パラダイム」という語が装置に入力されると、「シフト」および「変化」という
語を、追跡ワードに関する可能性の高い候補のリストの上部に昇格させることができる。
【００３４】
　それぞれの情報を他と独立に変更することができる。例えば、ユーザがワードを非常に
頻繁にタイプする場合、そのワードの確率(全体での確率であっても、特定のアプリケー
ションに関する確率であっても)を増加させることができる。同様に、相互一致確率のみ
を更新することもできる。したがって、特定のワードの入力とは無関係に確率を更新する
ことができる。
【００３５】
　さらに、ワードがタイプされると、そのワードに関連する確率のすべてを更新および修
正することができる。それは、ある人がワードを使用するとき、近い将来にすぐ再びその
ワードを使用する可能性が高いからである。例えば、レストランを検索する人は、その人
が良いレストランを見つけるまで、特定の検索セッション中に「日本食(Japanse)」とい
うワードを何度も入力することがある(「日本食」と「寿司(sushi)」というワード間の共
通の相互一致のために、「日本食」というワードの使用により、その人が「寿司」を入力
する可能性が高くなる)。
【００３６】
　別々のアプリケーションについて一意的に一致データを格納することができる。例えば
、1つのアプリケーションはEメールでよい。ワードがタイプされているとき、システムは
、特定のアプリケーションに関してタイプされているそのワードの確率に従って、ソリュ
ーションセット中の項目を調べることができる。アプリケーションがEメールである場合
、「ハロー(hello)」の確率が非常に高いことがあり、アプリケーションがゲームである
場合、「左(left)」および「右(right)」の確率が非常に高いことがある。これは、アプ
リケーション特有の出現確率である。次いでシステムは、ソリューションセット内の各項
目に関連する最も一般的なワードを識別し、その情報および以前に入力されたワードに基
づいて確率を調節する。システムはまた、各エントリに関連する2番目に最も一般的なワ
ードを識別し、以前のワードが入力されたとして確率を調節する。一致データについての
この調節は、何のアプリケーションが現在動作中であるかに関わりなく着手することがで
きる。次いで、プロセスは、残りの関連するエントリを通じて同様の方式で続行する。
【００３７】
　辞書21、23の例示的編成は、ワード、句読点、実施すべき機能などのいくつかのオブジ
ェクトを含む対応するオブジェクトリスト22、24を含む。任意の適切な方式でオブジェク
トをソートすることができる。第2辞書フィールドは、対応する識別リスト26、28を含み
、識別リスト26、28は、例えば、それぞれの特定のオブジェクトに対応するキーパッドス
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トロークを含むことができる。各キーストロークが要求に追加されるときにシステムはリ
ストに追従することができるので、それぞれの識別に従ってオブジェクトをソートして、
システム10がより効率的に任意の所与のキーストローク組合せに対する適切なマッチを識
別するのを支援することができる。図8を参照しながら、辞書を編成するための例示的な
ツリーベースの構造をより詳細に与える。
【００３８】
　再び図1を参照すると、各辞書エントリは、ユーザがいくつかの曖昧なキーストローク
を入力したときに特定のオブジェクトが所期のオブジェクトとなる可能性を表すデータを
含むことのできる1つまたは複数の出現フィールドまたは一致フィールド30、32、34、36
を備えることができる。例えば、出現値は、語句の、他の語句と比較した相対的人気を表
すことができる。この相対的人気は、例えば1群の関連する文書をスキャンし、ワードご
との文書のパーセント構成を求めることによって求めることができる。一致値のうちの1
つまたは複数は、語句を、しばしば第1の語句と共に使用され、または第1の語句の近くで
使用される他の語句と相関付ける相互一致データを含むことができる。
【００３９】
　例えば、ある人が「で会いましょう(I'll see you at)」とタイプし、電話キーパッド
に4663とタイプしたとき、入力された数字は恐らく、GONEまたはHONEではなくHOMEを表す
。システム10は、HOMEという語句が「at」、「in」、「around」、「near」、「reach」
などの語句の近くにしばしば見られることを示すように相互一致データを格納することが
できる。対応する相互一致語句が入力され、そのような文脈へのアクセスなしではHOMEが
最上位の選択肢ではなかった可能性がある場合に、その相互一致データは、HOMEを好まし
い解として他の可能な解の上に昇格させることができる。システム10は、相互一致データ
を使用する際に、順方向および逆方向のどちらにも調べることができる。例えば、システ
ムは、特定の語句を選択し、次いで、ユーザが次の語句をタイプ入力した後にその選択を
再訪し、次いで、恐らくは、選択したワードを更新することができる。要約すれば、シス
テムは、双方向相互一致チェックを実現することができる。
【００４０】
　各エントリに対して1つまたは複数のフラグフィールド38、40を設けることもでき、そ
れを使用して、例えば特定のエントリが一時的エントリであることを示すことができる。
例えば、補足辞書は、現在人気のある検索語句である語句についての情報などの、時間に
敏感な情報を受け取ることができる。この情報は、Google Zeitgeistの一部として提供さ
れるものと同様でよい。その場合、フラグは、情報が失効するように設定されたイベント
を表すことができる。時間に敏感な情報の別の例には、時刻に基づくエントリが含まれる
。例えば、ユーザが空腹になる可能性が高い時間に、レストランに関する検索語句を強調
することができる。フラグは、食事の時間が過ぎた後は情報が失効したことを示すことが
できる。特定の語句が成人向け語句であることを示すためにフラグを使用することもでき
、その結果、その語句は、ユーザが成人向けクエリフィルインを有することを選択した場
合にのみ示されることになる。さらに、フラグは、語句が特定のアプリケーションに特有
のものであることを示すことができる。他の適切なフラグを設けて使用することもできる
。
【００４１】
　システム10でのユーザ特有のデータ入力情報の使用に関連して、追加の機能も利用可能
である。例えば、補足辞書23に関連する情報を、所定の時間枠の実行、システム10を実装
する装置のリセットなどの特定のイベントの出現時に置換、削除、またはリセットするこ
とができる。一例として、現在の検索語句についての最新の情報をシステム10に提供する
ことができるが、ダウンロードした検索情報が恐らくは安定しており、システム10にとっ
て助けにならないときはシステムが元の状態に戻るように、1日または複数日後に失効す
るように設定することができる。さらに、装置がオフにされ、またはリセットされたとき
などセッションが終了するとき、特定の検索セッション中に辞書を更新する情報をリセッ
トすることができる。
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【００４２】
　時刻または人の位置に基づいてデータを変更することもできる。例えば、ユーザが空腹
になる可能性が高い時間に、レストランに関する検索語句を強調することができる。さら
に、ユーザのデータ入力がユーザの位置を標的とするように、グローバルポジショニング
システムを利用することができる。一例として、システムは、ユーザが自宅から離れて、
したがって移動しているときを認識することができ、したがって、レストラン情報や航空
便情報などの旅行者により関連する情報で辞書を更新することができる。さらに、システ
ムは、近接する街、街路、アトラクション、および建物の名前などの、ユーザに近接する
位置についての情報をユーザの標準辞書に追加することができる。例えば、ユーザがバー
ジニア州アレクサンドリアに位置している場合、システムは、アーリントン、ワシントン
、連邦議会議事堂(Capitol)、レーガンナショナル(Reagan-National)、ダレス(Dulles)な
どの用語に関する辞書データを装置に提供することができる。
【００４３】
　図2は、位置データを送信し、データ入力辞書23に関する位置に関連する情報を返すの
に使用されるシステム42の略図である。ワイヤレス通信装置62のユーザは、より広い地理
的エリア46の部分44内に位置することができる。例えば、部分44を、家屋、地域、都市、
セルラまたは他の送信塔サービスエリア、郵便番号、エリアコード、州、国、または大陸
と定義することができる。地理的エリア46は単に、部分44よりも物理的に広く、部分44を
包含するエリアでよい。
【００４４】
　ワイヤレス通信装置62をインターネット58などのネットワークに通信式に接続すること
ができ、それによってワイヤレス通信装置62は、システム50などの他の装置と通信する。
装置62は、インターネット58に直接的または間接的に接続することができる。例えば、装
置62は、携帯電話ネットワークに接続することができ、携帯電話ネットワークはインター
ネット58に接続され、装置62は、voice over IP(VoIP)などの技術を使用することもでき
る。任意の装置についての通信の流れは双方向でよく、それによってシステム50は、装置
からコマンドなどの情報を受信することができ、情報を装置に送信することもできる。
【００４５】
　ユーザのデータ入力がユーザの位置を標的とするように、装置62でグローバルポジショ
ニングシステム(GPS)機能を利用してシステム50に位置データを送信することができる。
例えば、装置62がGPS使用可能である携帯電話である場合、システム50は、携帯電話に照
会して携帯電話の現在位置を求めることができる。一実施形態では、システムのクエリを
、事前設定時間に行われるように自動的に生成することができる。他の実施形態では、ユ
ーザが部分44から別の位置に移動するときを監視する装置62上にインストールされたクラ
イアントソフトウェアによってクエリを促すことができ、またはユーザがクライアントソ
フトウェアで検索を要求する場合、ワイヤレス装置62によって求められる位置データを検
索語句と共に送ることができる。あるいは、位置データの送信をユーザが動作不能にする
ことができる。
【００４６】
　ユーザは、装置62を使用して位置データを入力することもできる。例えば、ユーザは、
ユーザの住居または仕事場に関する位置情報を入力することができる。例えば装置62の購
入時、またはモバイル装置用のGoogleクライアントなどのクライアントが装置上にインス
トールされるときに、データを入力することができる。さらに、ユーザが部分44の外部に
移動したときに、ユーザは、ユーザの現在位置、将来の位置、または目的地を反映するよ
うに位置情報を更新することができる。
【００４７】
　あるいは、位置データをユーザの検査要求から得ることもできる。例えば、ユーザが特
定の住所への方向を求める要求を送るとき、システム50は、クエリから住所を抽出し、そ
れを使用して位置データを得ることができる。ユーザが会社への方向を要求するが、住所
情報を提供しない場合、システム50は、イエローページデータベースなどの情報源を使用
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して、会社に関する住所情報を得ることができる。次いで、住所情報を使用して、会社へ
の方向を計算することができ、装置62内の辞書23を増強する際に使用される位置データを
提供することができる。あるいは、ユーザは、会社名ならびに郵便番号などの部分的住所
を入力することもできる。郵便番号を使用して位置データを得ることができる。会社住所
を求めることができる場合、位置データを、街路名などのより特定の情報で補足すること
ができる。
【００４８】
　システム50で受信される位置データを使用して、装置62上の辞書23をユーザの位置に関
連する情報で更新することができる。例えば、ユーザが装置62を使用してホテルについて
の検索要求を開始し、その人がカリフォルニア州パロアルトにいることを位置データが示
す場合、システム50は、地元のHoliday InnおよびRadissonに関する検索結果を返すこと
ができる。さらに、装置62上の辞書23を、そうしたホテル名で更新することができる。こ
うした語句が辞書23に事前ロードされると、地元のHoliday InnおよびRadissonに関する
レビューを読むなどの追加のクエリをユーザが実施したい場合、その人は、予測テキスト
入力の支援と共に語句をタイプし、プルダウンリストからその語句を選択することができ
る。ホテル名は、デフォルトではメイン辞書21にも補足辞書32にも存在しない可能性が高
い。したがって、語句を事前ロードしないと、ユーザは、トリプルタップなどのより低速
な方法で語句を入力しなければならなくなる。さらに、Googleクライアントがインストー
ルされる場合、辞書23の代わりに、または辞書23に加えて、事前ロードされた情報でGoog
leクライアントを増強することができる。
【００４９】
　別の実施形態では、システム50は、レッドウッドシティやアサートンなどのパロアルト
を取り囲む町の名前で辞書23を増強することもできる。ユーザがパロアルトのホテルを探
している場合、その人は隣接する町のホテルも探すことを決定することがある。辞書23に
周囲の町の名前および周囲の町のホテル名を事前ロードすることにより、ユーザは、予測
テキスト入力を利用することによってより高速に語句をタイプすることができ、またはユ
ーザに提示されるメニューから用語を選択することができる。地域、郵便番号、州、国な
どの任意の周囲のエリアを辞書に事前ロードすることもでき、辞書は都市または町に限定
されない。
【００５０】
　位置データに関する一般的なクエリを辞書に事前ロードすることもできる。例えば、ユ
ーザがパロアルトにいる場合、スタンフォードやElizabeth F. Gamble Gardensなどのパ
ロアルトの地理的位置付近に位置する場所についての一般的なクエリで使用される語句を
辞書23に事前ロードすることができる。さらに、パロアルトに位置する他のユーザによっ
て生成された一般的なクエリで使用される語句を事前ロードすることができる。例えば、
パロアルトのユーザが第2抵当貸主についての検索要求を頻繁にサブミットする場合、こ
のクエリからの語句とその結果を辞書23に事前ロードすることができる。位置関連語句を
、ユーザが関心のある可能性のある位置のリストを事前設定するのに使用することもでき
、ユーザが装置62にデータを入力中に、ワードのオートコンプリーションのために語句を
使用することができる。語句をテキスト入力プログラムで使用してスペルチェックを実施
することもできる。
【００５１】
特定の町などの特定の位置ではなく一般的位置に基づいて語句をロードすることができる
。例えば、位置は、「家(home)」または「旅行(traveling)」のような一般的なものでよ
い。ユーザが「家」であるとき、その標準辞書が使用される。ユーザが「旅行中」である
とき、旅行関連語句をロードし、かつ/または昇格させることができる。そのような語句
は、ホテルチェーンの名前およびレストランのタイプを含むことができる。そのような一
般的状況では、装置が自動位置感知機能を有さない場合、装置の位置を手動で最良に変更
することができる。
【００５２】



(13) JP 5827380 B2 2015.12.2

10

20

30

40

50

　位置関連の、事前ロードされた語句は、ユーザが部分44にいる間は予測テキスト入力ア
ルゴリズムでより高い優先順位を有することができる。ユーザが部分44を去るとき、この
以前の位置に関連する語句により低い優先順位を割り当てることができる。語句は、ユー
ザが部分44からどれだけ離れているかに基づいてレーティングを受けることができる。例
えば、ユーザがパロアルトからレッドウッドシティまで移動する場合、パロアルトに関連
する語句の優先順位を33パーセント減少させることができるが、ユーザが、パロアルトか
らはレッドウッドシティよりも遠いサンフランシスコまで移動する場合、語句の優先順位
を90パーセント減少させることができる。同時に、ユーザが向かう部分に関連する語句の
優先順位を上昇させることができる。例えば、ユーザがサンフランシスコに向けて移動す
るとき、この都市に関する語句の優先順位を、パロアルト関連の語句の優先順位が低下し
たとしても上昇させることができる。
【００５３】
　関連する語句に関する辞書23のスペースを節約するために、ユーザが部分44から一定の
距離だけ移動した後は語句を除去することもできる。このことは、ユーザが部分44を去る
とすぐに位置関連の語句を除去することを含むことができる。あるいは、部分44から移動
した距離に関連して優先順位が0に達するまで語句の優先順位を低下させることによって
位置関連の語句を除去することもでき、優先順位0は、語句を除去すべきであることを示
すことができる。他の実施形態では、語句の優先順位は、ドロップダウンリスト上のその
位置を示すことができ、高い優先順位は、語句をリストの上端付近に配置すべきことを指
示することができる。低い優先順位を有する語句は、リストの下端に近くなる。最長時間
未使用(LRU)アルゴリズムなどの、語句の使用頻度を考慮に入れるアルゴリズムによって
語句を除去することもできる。LRUアルゴリズムを使用すると、例えば、ユーザがパロア
ルトに関する検索を頻繁に入力するが、レッドウッドシティに関する検索は決して入力し
ない場合、レッドウッドシティがパロアルトに近い位置であったとしても、レッドウッド
シティに関する語句を辞書23から除去することができる。このアルゴリズムは、ユーザが
この位置から遠くに移動する場合であっても、この人がパロアルトに関する語句について
引き続き検索する場合、パロアルト関連の語句を保つこともできる。
【００５４】
　装置62は、ユーザのプリファレンスを格納することもでき、ユーザのプリファレンスは
、辞書23を更新するのに何の位置関連情報が使用されるかを決定することができる。装置
上にインストールされたクライアントによって、または他のソフトウェアまたはハードウ
ェア構成要素によってプリファレンスを格納することができる。プリファレンスは、ユー
ザが日本食を好むがタイ料理を好まないなど、その人の好き嫌いを含むことができる。ユ
ーザがパロアルトに位置し、レストランについての検索を入力した場合、装置62は、検索
と共にプリファレンス情報を送信することができる。次いでシステム50は、地元のタイ料
理レストランの名前ではなく、地元の日本食レストランの名前で辞書23を補足することが
できる。別の実施形態では、ユーザが日本食レストランについての検索を入力した場合、
ベトナム料理や中国料理のレストランなどの他の地元のアジア料理レストランの名前で辞
書23を補足することができるが、タイ料理レストランを除外する。
【００５５】
　ユーザのプリファレンスは、どの位置関連語句を辞書23に追加することができるかを決
定するのに使用される汎用プロファイルを含むことができる。プロファイルは、特定のグ
ループのメンバに通常は関連するプリファレンスを含むことができる。職業、収入水準、
および年齢を含む一定の属性を有する人々にグループを限定することができる。例えば、
ティーンエージャに関する汎用プロファイルは、その人がピザを好むが、高価なレストラ
ンを好まないことを示すことができる。ユーザがレストランを検索するとき、システム50
は、位置情報およびサブミットされた検索語句を使用して、コストで地元のレストランを
評価する情報源を参照することができる。地元のピザレストランの名前で辞書23を補足す
ることができるが、辞書23は、高価であると評価されるピザレストランを除外する。ある
実施形態では、ユーザのプリファレンスまたは属性をより正確に反映するように汎用プロ
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ファイルを補足または修正することができる。
【００５６】
　さらに、「減少レート」に従って情報を調節することができる。例えば、ワードが使用
されていない各時間枠と共に語句の確率を低下させることができる。減少は、時間または
位置ではなく、使用法に基づくことができ、すなわちワードが使用されるごとに他のすべ
てのワードの確率が減少する。次いで、ワードの確率がしきい値レベル未満に低下したと
きにワードが除去される。例えば、他のワードをタイプしたある期間の後、装置が「ラベ
ンダー(lavender)」というワードをあまり受信しないことが明らかとなり、そのワードを
辞書から除去することができる。
【００５７】
　辞書21および補足辞書23が何らかの特定の形式を取る必要はない。むしろ、辞書は、ど
んな形式であれ、データ入力を完了または補正し、適切なデータを選択するのに役に立つ
能力を提供するためのデータを格納する任意の適切な構造でよい。さらに、辞書を組み合
わせることができ、またはさらに分割することができ、様々なデータタイプおよび形式を
有することができ、単なるワード以外のオブジェクトを表すことができる。
【００５８】
　具体的には、辞書データの各項目は多くの形式を取ることができる。例えば、項目はワ
ードまたはフレーズでよい。項目は語根でもよく、その結果、システムは、より単純な構
成部品からワードを構築することができる。さらに、項目は数字、1つの句読点、または
他のシンボルでよい。項目はまた、イメージ、サウンド、または他のそのようなオブジェ
クトも含むことができる。さらに、項目は、事前定義され、特定のコードと関連付けられ
るのであれ、ユーザによるマクロとして定義されるのであれ、システムで実施すべき機能
を表すことができる。したがって、上記での「ワード」および「語句」という用語の使用
は例示的なものであり、いかなる形でも限定的なものではないものとする。
【００５９】
　編成的に、各語句についての「関連」語句の順序付けられたリストとして情報をコンピ
ュータ上に格納することができる。例えば、サーバは、同一の文書に頻繁に出現するワー
ド、同一のセッションで頻繁に出現するワード、または他のグループを格納することがで
きる。この順序付けられたリストを相互一致の確率(または相互一致の相対的確率)と共に
サーバによって装置に返すことができる。例えば、「ムスタング(mustang)」というワー
ドについて、「フォード(Ford)」は確率0.10を有することができ、「馬(horse)」は確率0
.15を有することができる。
【００６０】
　図3は、データ入力辞書に関する情報を識別、フォーマット、および配布するシステム5
0の略図である。システム50は、例えば、インターネット検索プロバイダの一般的システ
ムの一部として実装することができる。システム50は一般に、様々な情報源からの語句の
出現および一致についての情報を得て、そのような情報源でのワード使用の分析に基づい
て辞書情報を生成するように装備される。そのような情報源は、例えば、特定の組織の情
報のデータストア、個人についてのデータ(送信済みアイテムボックスに格納された発信
メッセージなど)、またはインターネット検索サービスのユーザが最近入力した検索語句
についてのデータを含むことができる。
【００６１】
　システム50は、様々な方式で通信を可能にするインターフェース52を備える。例えば、
システム50は、LAN、WAN、または他の適切な通信手段などを介して、システム50の外部の
データベース54と通信することができる。システム50はサーバ56とも通信することができ
、サーバ56は、システム50で必要とされる様々なアプリケーションへのアクセスを提供す
ることができる。さらに、システム50をインターネット58などのネットワークに通信式に
接続することができ、それによってシステム50は、サーバファーム60、ワイヤレス通信装
置62、パーソナルコンピュータ64などの様々な装置と通信する。任意の装置についての通
信の流れは双方向でよく、それによってシステム50は、装置からコマンドなどの情報を受
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信することができ、情報を装置に送信することもできる。
【００６２】
　装置から受信されたコマンド、位置データ、および要求を要求プロセッサ66に供給する
ことができ、要求プロセッサ66は、要求を解釈し、それを事前定義された許容できる要求
と関連付け、それをシステム50の別の構成要素にコマンドなどの形で渡し、特定の動作を
実施することができる。例えば、要求は検索要求を含み、要求プロセッサ66は、検索エン
ジン70に検索要求に対応する検索結果を生成させることができる。そのような検索エンジ
ン70は、Google PageRank(商標)システムで使用されるようなデータ取出しおよび検索技
法を使用することができる。次いで、検索エンジン70で生成された結果を、結果に対して
必要なフォーマット化を実施する応答フォーマッタ68を使用して元の要求側に戻すことが
できる。
【００６３】
　さらに、プロセッサ66で受信された要求は、検索要求と共にローカル検索エンジン71に
渡される位置データを含むことができる。ローカル検索エンジンは、検索技法を使用して
、ユーザの位置と関連付けられる結果をユーザに返すことができる。あるいは、エンジン
71で生成される結果が、検索結果として元の要求側に戻されないこともある。その代わり
に、ユーザは、その人の位置に必ずしも関連付けられるわけではない検索結果を受信する
ことができるが、位置関連の結果を使用して、検索側装置上の辞書を増強することができ
る。さらに、要求とは無関係のプロセッサ66で位置データを受信することができる。ロー
カル検索エンジン71で位置データを使用して、その位置に関して一般的な要求および周囲
の位置の名前を含む結果を生成することができる。次いで、こうした結果を使用して、ユ
ーザが装置62に入力することを望む可能性のある位置関連語句を辞書23に事前ロードする
ことができる。
【００６４】
　ローカル検索エンジン71は、検索エンジン70と協働することができ、または検索エンジ
ン70とは無関係に動作することができる。検索エンジン70は、ローカル検索エンジン71に
要求を送信することができ、エンジン71は、追加の処理のために結果をエンジン70に返す
ことができる。あるいは、ローカル検索エンジン71は、要求および位置データをプロセッ
サ66から直接受信し、応答フォーマッタ68を使用して結果を元の要求側に提供することも
できる。ある実施形態では、ローカル検索エンジン71を検索エンジン70内の機能として実
装することができる。
【００６５】
　検索エンジン70およびローカル検索エンジン71は、その適切な動作のためにいくつかの
他の構成要素に依拠することができる。例えば、検索エンジン70は、検索をより一層効率
的にするように、要求が行われるごとにウェブサイト自体を検索する代わりにウェブサイ
トの索引72を参照することができる。情報を変更するために潜在的情報源を継続的にスキ
ャンすることができるウェブクローラ76で収集およびフォーマットされた情報を使用して
、索引を設定することができる。索引72に加えて、ローカル検索エンジン71は、イエロー
ページデータベースなどの住所または位置情報を含むデータベースに依拠することができ
る。データベースは、記憶システム74、データベース54、サーバファーム60、または図示
していない他の場所で実装することができる。エンジン71は、データベース内の住所情報
を使用して、要求によって生成される可能な結果に関連する位置を求めることができる。
次いで、エンジン71は、ユーザに近い位置に関連する結果を返すことができる。
【００６６】
　検索結果に加えて、システム50は、辞書ジェネレータ78を用いて、ユーザ特有の情報を
含むことができる更新済み辞書情報をユーザに提供することができる。辞書ジェネレータ
78は一般に、アクセスされるデータストアから、関連する一致データまたは情報(ある語
句の出現、語句と他の語句の一致、および相互一致(n-gram)データを含む)を抽出し、情
報についての出現パラメータを生成し、個人通信装置のユーザなどのリモートユーザを含
むユーザが後で実装するために送信することのできる方式で情報を編成することによって
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動作する。
【００６７】
　辞書ジェネレータ78が操作する情報は、検索エンジン上で最近入力されたすべての検索
語句などの一般的なものでよく、または特定のグループのメンバによって入力された検索
語句などの特定のものでよい。システム50は、ユーザから識別情報を受け取ることができ
、ユーザに最も関連する辞書情報を与えるように、その情報を使用してユーザが属するグ
ループを決定する。例えば、エンジニア、歯科医、または弁護士は、自分自身が特定のグ
ループに該当するものとして自己識別することができ、次いで、そのグループに関連する
データを受け取ることができる。このようにして、辞書データは、グループのメンバに特
に関連するものでよい。システム50はまた、ユーザから位置データを受信することができ
、その情報を使用して、ユーザの現在位置に密接に関係するエントリを辞書に与えること
ができる。
【００６８】
　任意の適切な構成要素を使用して辞書ジェネレータ78を実装することができる。図示す
るように、辞書ジェネレータ78は、オブジェクトピッカ80、オブジェクトセレクタ、一致
レータ82、およびパッケージャ84を含む。オブジェクトピッカ80またはオブジェクトセレ
クタは、情報ストアでどのようにデータが使用され、または編成されるかを判定するよう
に、情報ストアを構文解析あるいは解析することのできるモジュールである。例えば、オ
ブジェクトピッカは、特定の文書または文書のグループ中のそれぞれの固有ワードを識別
することができる。オブジェクトピッカは、直接的に文書を検討することができ、あるい
はウェブクローラ76によって収集され、索引72に格納されたデータ、または検索エンジン
70またはローカル検索エンジン71によって生成された結果と協調して動作することができ
る。
【００６９】
　一致レータ82は、文書中の特定の語句または他のオブジェクトの出現の可能性の判定を
与える。例えば、一致レータ82は、語句の、他の語句と比べた使用量を確立する正規化数
(すなわち語句の正規化出現)を提供することができる。一致レータ82は、一致情報および
相互一致情報を提供するように、いくつかのワードまたはフレーズ間、またはワードの各
部分間のような使用情報も確立することができる。
【００７０】
　パッケージャ84は、容易にアクセスおよび使用することができる形式で辞書情報を配置
する。例えば、パッケージャ84は、情報を圧縮または暗号化することができ、個人通信装
置などの装置で読むことができる方式で情報を符号化することもできる。
【００７１】
　辞書ジェネレータ78構成要素を「階層化」構造(ISO/OSI構造と同様の方式)またはオブ
ジェクト指向構造として実装し、より高いモジュラリティを実現することもできる。例え
ば、様々なタイプの装置に対して送信可能辞書データを生成するように複数の異なるパッ
ケージャ84を実装することができ、その複数の異なるパッケージャ84はすべて、共通の方
式で一致レータ82と通信することができる。さらに、例えば様々なタイプまたはレベルの
一致データを提供するために、複数の一致レータを設けることができる。さらに、例えば
テキストファイル、サウンドファイル、または他の材料にアクセスするために、様々なオ
ブジェクトピッカを使用することができる。
【００７２】
　そのような階層化構造では、各構成要素が意識する必要があるのは、隣の隣接する構成
要素へのインターフェースだけであり、隣の構成要素の内部動作、または離れた層中の構
成要素の動作について意識する必要がない。そのような方式で、よりモジュラな方式で項
目を実装し、システムのコーディング効率を向上させ、誤りを最小限に抑えることができ
る。
【００７３】
　辞書ジェネレータ78は、必要に応じてシステムストレージ74にもアクセスすることがで
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きる。システムストレージ74は、アプリケーション、保守ルーチン、管理および報告ソフ
トウェアなどのシステムを操作するのに必要なファイルのための1つまたは複数の記憶位
置でよい。
【００７４】
　あるアプリケーションでは、特定のユーザに関連する情報を含む文書にアクセスするよ
うにシステム50をプログラムすることができる。インターネットサイトのページ、組織内
に保持される様々なデータストアなどの1つまたは複数のグループの情報を、1つまたは複
数のユニフォームリソースロケータ(URL)をシステム50に提供することなどによってスキ
ャンすることができる。システム50は、一定の語句の出現、一致、および相互一致を判定
することができ、その語句に一致パラメータを割り当てることができる。システム50はま
た、通常の語法での出現レートと比較して高い出現レートを有する特定の語句が組織にと
って特別なものであることを示すように、そのような語句を識別することもできる。その
ような語句は、例えば組織およびその支部の名前を含むことができ、組織で使用される特
定の頭字語も指すことができる。例えば、組織は、企業全体でEメールを「ワイヤ(wire)
」として郷愁を誘う参照を行っていることがあり、その結果、組織の内部通信は、通常の
語法で使用されるよりもずっと頻繁に「ワイヤ」という語句を使用する。組織の文書(例
えばEメールまたはその他の文書)のスキャンによってこの特殊な使用法が見つかり、「wi
re」という語句に高い出現レーティングが与えられる。
【００７５】
　この機能により、会社または会社の各部分などの組織が遠隔通信プロバイダなどのサー
ビスプロバイダと契約して、通信装置を会社の従業員に供給することができるサービスが
可能となる。遠隔通信プロバイダ、または検索会社などのそのエージェントは、会社の文
書をスキャンすることができ、それによって契約の下で配布される各通信装置上にロード
することのできる、組織に特有のカスタム辞書を生成することができる。装置はまた、ユ
ーザを組織のメンバとして識別する情報を中央システムに送ることもでき、それによって
、組織に関連する更新済み辞書情報をユーザの装置に渡すことができる。
【００７６】
　図4は、ユーザ特有のデータ入力辞書を受信および使用するシステム90の略図である。
システム90をパーソナルコミュニケータなどの装置、例えば携帯電話として実装すること
ができる。システム90は、送信機94を使用してワイヤレスに情報を受信および送信し、受
信した信号が信号プロセッサ96に渡され、信号プロセッサ96は、デジタル信号プロセッサ
(DSP)回路などを含むことができる。通常の音声通信はオーディオプロセッサ92を経由し
、オーディオプロセッサ92は、ユーザインターフェース108を介することを含めて、スピ
ーカ/マイクロフォン98と通信することができる。
【００７７】
　ユーザインターフェース108は、音声通信、視覚的通信、およびデータ入力通信を含む
、システム90のユーザとのすべての通信を処理する。情報の視覚的プレゼンテーションを
、ディスプレイ画面100を介して提供することができる。一般的なデータ入力は、入力さ
れた音声データを除いて、キーパッド102を介して行うことができる。キーパッド102は、
標準12キー電話キーパッドとして構成することができる。装置は、必要な制御機能を実施
するために適切な制御キー104も備えることができる。キーパッド102および制御キー104
は、接触プッシュボタン、ジョイスティック、タッチ検知パネルの各部分、または他の適
切な入力装置を含むことができる。図が見やすいように、通信が単一のユーザインターフ
ェース108を介して行われるように図示するが、複数のインターフェースを使用すること
ができ、必要に応じて他の構成要素と組み合わせることができる。
【００７８】
　システム90は、ゲーム、番号をダイヤルする際に支援するアプリケーション、ウェブブ
ラウジングの一部としてデータの入力を含む、ウェブブラウジングを可能にするアプリケ
ーションなどのいくつかのコンピュータアプリケーション114を備えることができる。ROM
、フラッシュメモリ、RAM、MRAM、あるいはその他にアプリケーションを適宜格納するこ
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とができ、必要に応じてシステム90でアクセスすることができる。ダイヤリングモジュー
ル112は、システムが、入力されたダイヤリング数字または音声ダイヤリング命令をイン
ターフェース108を介して受け取り、通信インターフェース120を使用して送信機94を介し
て適切なダイヤリング信号を提供するための標準ダイヤリング機能を提供することができ
る。
【００７９】
　データ入力モジュール110は、システム90に入力された検索データなどのダイヤリング
命令以外のデータを受信する。データ入力モジュールは、入力されたデータをアプリケー
ションに直接供給することができ、または曖昧性除去エンジン116を使用して入力された
データの変換を助けることができる。曖昧性除去エンジン116は、複数の可能な意味を持
つと妥当に解釈される、入力された情報を解析することができ、規則を情報に適用して、
ユーザが実際に何を入力することを意図したかを判定することができ、または判定を助け
ることができる。
【００８０】
　何を入力することが意図されたかを判定する際に、曖昧性除去エンジン116は、辞書118
に依拠することができ、辞書118は、ワードの可能性のある使用法または一般的な使用法
についての情報または他の形式のデータを生成することができ、またはリモートサイトか
ら送信機94を介してそのような情報の提供を受けることができる。
【００８１】
　パーソナルコミュニケータでの実装として示すが、システム90は、他の多くの形態を取
ることができる。例えば、ネットワーク化されていてもいなくても、かつネットワーク化
される場合は、ワイヤでネットワーク化されても、ワイヤレスでネットワーク化されても
、パーソナルコンピュータの一部としてシステム90を実装することができる。さらに、デ
ータ入力は、完全なキーボード、制限されたキーボード、または音声コマンドによる入力
を含む様々な方式で行うことができる。さらに、リモートサーバなど、1つまたは複数の
構成要素をシステム90からリモートに配置することができ、構成要素を組み合わせること
によって、または図示される構成要素以外の構成要素を使用することによってシステム90
の機能を提供することができる。
【００８２】
　図5は、データ入力辞書のための情報を準備する例示的ステップを示すフローチャート
である。一般には、このチャートは、システムが、例えばユーザについての情報、ユーザ
がメンバであるグループについての情報、またはユーザによる語句の可能性のある使用法
を反映する情報を含む、ユーザ特有の辞書または辞書の補足を準備する実装を示す。ステ
ップ120では、リポジトリリストが受信される。リポジトリリストは、解析すべき情報を
含むファイルまたは位置のリストを含むことができ、ユーザのEメールアカウントに対す
る方向、またはスキャンすべき文書を含む特定のデータストアに対する方向を含むことが
できる。例えば、リポジトリリストは、ユーザのEメールアカウントまたはアウトボック
スの位置、または組織に関してファイルが格納される位置を含むことができる。ステップ
122では、第1サイトが情報に関してスキャンされ、ステップ124で情報が構文解析される
。例えば、サイトのそれぞれの固有ワードを識別することができ、ワードの絶対出現数ま
たは相対出現数も追跡することができる。ステップ126では、サイトで識別された新しい
語句が辞書に追加される。
【００８３】
　ステップ128では、識別されたすべてのサイトがスキャンされたかどうかに関して判定
が行われる。スキャンされていない場合、ステップ130で、スキャンすべきサイトのリス
トを追跡するパラメータが増分され、次いでステップ122で、別のサイトがスキャンされ
る。すべてのサイトがスキャンされている場合、ステップ132で、様々な語句についての
出現および一致スコアまたはパラメータを生成することができる。
【００８４】
　比較的単純な例として、スキャンしたすべての文書中の合計ワード数を計算することが
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でき、識別されたそれぞれの固有ワードの出現回数を合計で割り、各ワードについての正
規化出現数を作成することができる。ワード間の相互一致(n-gram)スコアを生成すること
もできる。アプリケーション特有の一致データを生成することができるように、スキャン
した各文書のタイプを追跡することもできる。例えば、Eメール通信に関する一致データ
は、ワードプロセッシング文書などのより公式な文書、またはインスタントメッセージン
グなどのあまり公式ではない文書に関するものとは異なる可能性がある。スキャンしたア
プリケーションに従って一致データを分割することができ、次いで、ユーザが対応するア
プリケーションを使用しているときに、関連データにアクセスすることができる。
【００８５】
　システムは、ステップ134で追加のデータを辞書に組み込むことを可能にすることがで
きる。例えば、大規模な組織について辞書が確立されている場合、組織は、いくつかの語
句を辞書に含めるべきであることを指定することができ、普通なら文書解析が示すはずの
スコアよりも高いスコアを有するべき語句も指定することができる。システムは、ステッ
プ138で辞書を配布する前に検討が望まれる場合、そのような検討のために辞書も提示す
ることができる(136)。配布は、例えば特定の装置の配置時に行うことができ、または辞
書データを自動または手動ダウンロードのために利用可能にすることによって行うことが
できる。配布は、ハンドセット作成時、販売時点(ユーザがグループの一部であると自己
識別した後)に、さらには後日に電波を介して行うことができる。辞書更新は、任意の関
連する時間に行うこともできる。
【００８６】
　一実装では、スキャンすべきデータストアは、ユーザのEメールアウトボックスでよい
。アウトボックス内の文書は、ユーザが使用することを好むワードおよびフレーズを表す
可能性が高く、したがって、ユーザによる後のデータ入力に対する良好な予測子となる可
能性が高い。さらに、アウトボックスには一般に、一般的な名前、ユーザが一般にメッセ
ージを送信するEメールアドレス、一般に使用されるウェブサイトなどの通常は辞書にな
い情報が設定される。
【００８７】
　図6は、装置に入力された情報を曖昧性除去する例示的ステップを示すフローチャート
である。ステップ150では、キーストロークまたは他の曖昧なデータ入力が受領される。
ステップ152は、キーストロークがデータキー152を表すかどうかを判定する。キーストロ
ークがデータキー152を表さない場合、キーストロークは、実施すべき何らかの動作を表
し、したがって、動作が識別され(154)、システムは動作を実行する(156)。例えば、キー
ストロークは、入力されたデータのサブミットを表すことができ、または装置をオフする
要求を表すことができる。
【００８８】
　キーストロークが入力されたデータを表す場合、キーストロークが、キーストロークの
バッファリング済みシーケンスに追加される(158)。したがって、システムは、キースト
ロークのシーケンスを使用して、ユーザのキーストロークを入力する際の可能性の高い意
図を判定することができる。以下で図8に関してより完全に説明するように、具体的には
、システムは、キーストロークに対する可能なデータマッチをソリューションセットの形
で得ることができ(160)、ソリューションセットを、キーストロークに対する可能なマッ
チのリストとして表示することができる。システムは、一致データ(例えば出現データ、
一致データ、または相互一致データ)を使用することなどによってマッチ162を優先順位付
けることもできる。
【００８９】
　システムが曖昧さを自動的に解決するように設定される場合(164)、システムは、選択
を自動的に行うのに十分なデータを受信したかどうかを判定する。例えば、入力されたキ
ーストロークに対して存在する辞書中のマッチが1つだけである場合、システムで容易に
選択を行うことができる。さらに、2番目に良好なマッチに関するスコアが一定の値未満
であるとき、または最良のスコアと2番目に良好なスコアとの間の差が一定のしきい値を
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超えるときなど、何らかの曖昧さがあるときであってもマッチを作成する規則を確立する
ことができる。
【００９０】
　誤った選択の数の制御が可能となるように(すなわち、「厳密な」動作を指定すること
によって)、システムがマッチを自動的に選択する前にどれだけ「緩やか」または「厳密
に」反応するかを指定するようにユーザにオプションを与えることもできる。システムが
選択を行うための十分なデータを有する場合(166)、システムは、適切な入力を選択する(
168)。システムが十分なデータを有さない場合、システムは、次のキーストロークを待つ
。一例として、検索アプリケーションでは、「I'm Feeling Doubly Lucky」モードに関し
てシステムを確立することができる。そのようなモードでは、選択が正確であるという十
分に高い信頼度を選択規則が示すとき、システムは、自動的にワードまたはフレーズを選
択することができ、次いで、ワードまたはフレーズを検索要求として自動的にサブミット
することができ、第1マッチング検索結果の情報にユーザを向けることができる(これは従
来の「I'm Feeling Doubly Lucky」ステップである)。
【００９１】
　システムが曖昧さを自動的に解決するように設定されない場合、システムは、ユーザが
所望のマッチを選択する(172)ための可能なマッチをユーザに提示することができる(170)
。システム辞書に格納された一致情報に従って、または別の適切な方式でマッチをソート
することができる。ユーザが選択を行わない場合、システムは別のキーストロークを待つ
。ユーザは、電話キーパッド上の「1」を入力すること、制御キーを押下すること、また
はスペースバー(「#」)として指定されたキーを押下すること、または選択を強制するよ
うな様々な他の機構などによって入力終了指示を与えることもできる。
【００９２】
　システムは、ユーザが情報を入力しているモードを判定することもできる。具体的には
、携帯電話ユーザがキーストロークを入力するとき、ユーザは、曖昧性除去を必要とする
1タップデータ入力を使用して、または複数タップ入力を使用して(例えば、ユーザの辞書
にないであろうことをユーザが知っている適切な名前などの語句をユーザが入力している
場合)、番号をダイヤリングしている可能性がある。次いで、システムは、これらの可能
性のそれぞれについてのマッチを同時に識別および提示することができる。
【００９３】
　キー押下のシーケンスがどんな事前定義された語句とも合致しない場合(すなわち、こ
れは新しいワードである)、ワードを「オンザフライ」で追加することができる。そのよ
うな状況では、ワードが入力されたが可能なマッチが存在しないと装置が判定するとき、
装置は、画面を点滅させ、または特定のトーンを鳴らし、あるいは語句またはフレーズを
話すことなどによって合図を与えることができる。次いで、標準の低速のタイピング機構
(例えばトリプルタップ)を使用してワードを完成させる機会をユーザに与えることができ
る。ワードが代替入力方法で完成したとき、ワードを辞書に自動的に追加することができ
る。そのとき、ワードに確率を割り当てることもでき、その確率は一般には高い確率とな
る。ワードが使用されたばかりの場合、そのワードは再び使用される可能性が高いからで
ある。
【００９４】
　さらに、曖昧性除去システムを使用して所定のキーシーケンスを入力することを試みる
前に、この方式で語句を追加するためにその所定のキーシーケンスを入力することをユー
ザに許可することができる。例えば、ユーザが別の人の複雑な珍しい名前を入力すること
を意図する場合、ユーザは、トリプルタップ入力を直ちに開始するように適切な指示を与
えることができる。より基本的な方法で情報を入力する意図を示す他の方式をユーザに提
供することもできる。
【００９５】
　さらに、マッチが存在せず、または一致データが、マッチを行う語句にとって十分に悪
い場合、システムは、追加の情報を見つけ出すことができる。具体的には、装置は、リモ
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ートサーバに要求を行い、その適切な一致データとの可能なマッチを得ることができる。
受信された情報を使用して、装置の辞書を更新することもできる。リモート装置とメイン
システムとの間の接続が十分な速度を有する場合、リモートに格納された辞書情報を、キ
ーストロークごとを含めて、頻繁に転送することができる。
【００９６】
　図7は、リモート装置からの要求に応答してデータ入力辞書情報を提供する例示的ステ
ップのフローチャートである。フローチャートは、サーバによって実施されるステップと
クライアントによって実施されるステップとを示すように分割される。図示するように、
サーバは、ユーザから要求を受信して応答を与えるように確立される任意の機器またはシ
ステムでよく、一方クライアントは、任意の適切な装置、またはユーザによって操作され
る要素の集合でよい。言い換えれば、関係は、正式なクライアント-サーバ関係に限定さ
れない。
【００９７】
　ステップ180では、クライアントは、検索エンジンで検索するための語句などの検索エ
ントリをユーザから受信する。次いで、クライアントは、エントリを検索要求として送信
し(182)、サーバは要求を受信する(184)。サーバは、多くの周知の検索技法を含む任意の
適切な手段で検索結果または結果を生成することができる(186)。
【００９８】
　サーバは、検索要求および結果に対応するデータを含む一致データを生成することがで
きる(188)。一致データは、過去または最近に特定の検索語句を使用した他の検索者によ
って入力された他の語句を含むことができる。例えば、検索語句が「コミックス(comics)
」である場合、一致データは、「Dilbert」、「Blondie」、「Beavis」、「Bart」、「漫
画(cartoons)」、「アニメーション(animation)」などの語句を含むことができる。一致
データは、検索結果で識別される位置でデータに関係付けることもできる。例えば、検索
語句が「アブラハムリンカーン(Abraham Lincoln)」であり、検索結果のうちの1つがゲテ
ィスバーグの演説(Gettysburg Address)である場合、一致情報は、その文書からの「four
 score」というフレーズを含むことができる。このようにして、ユーザが検索結果を開き
、「four score」とは何を意味するのだろうと思うときにシステムの準備をすることがで
き、次いでユーザは、そのフレーズを後続の検索語句として入力することを開始する。次
いで、システムは、そのようなユーザ固有の情報を用いない場合よりも容易にユーザのテ
キスト入力を完成することができる。
【００９９】
　検索結果および一致データが集められるとき、サーバは、それらをクライアントに送信
することができる(190、192)。次いで、クライアントは、後続のキーストロークを受信し
たとき(194)に使用するように、一致データをその既存の辞書に統合することができる。
追加の情報を用いて、ユーザの入力したキーストロークに対する合致を補足ソリューショ
ンセットによって表すことができる(196)。補足ソリューションセットは、サーバからの
データによって補足される、押下されたキーストロークに対する可能な合致を表し、サー
バからの更新後一致データを含むこともできる。
【０１００】
　辞書が過度に大きくなるのを防止するために、要求された検索についての情報は、ユー
ザが新しい検索トピックに移動するとすぐに古くなる可能性があるので、システムは、時
間間隔の実行、または装置のリセットなどのイベントの出現時に辞書198をリセットする
ことができる。さらに、辞書が容量に達し、または容量に近づいた場合、現在の最低確率
語句などの語句を1つずつまたはグループとして除去することができる。
【０１０１】
　別の実施形態では、リモート装置は、ユーザがキーストロークを入力するときに、すな
わちクライアント装置とサーバとの間に高速接続が存在するときに、入力されたキースト
ロークについてのデータを常に送信していることがある。ユーザがタイプするとき、サー
バは、関連ワードを調べている可能性があり、サーバサイトの辞書を含む辞書に対して一
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定の更新を提供している可能性がある。更新後情報を求めてサーバにpingすることなどに
よって、ユーザによる検索の入力を除いて、情報を頻繁に要求することもできる。このよ
うにして、装置は、更新後辞書情報を周期的にダウンロードすることができる。
【０１０２】
　図8は、データ入力辞書の論理的なツリーベースの組織を示す略図である。ツリーの各
ノードは円によって表され、従来通りに印刷された電話キーパッド上の数字キーストロー
クの入力時に生じる状態を表す。「1」はその上に文字を有さず、句読点入力、特定のデ
ータ入力の終わりの表現(スペースバーまたは「エンタ」キーなど)などの目的で使用する
ことができる。各単一キーストロークは、ユーザに関する単一文字の入力を表すが、シス
テムに関する3つの可能な文字(「7」および「9」のキーについては4つの可能な文字)を曖
昧に表す。
【０１０３】
例えば、キーストローク225は、システムに対して、[AまたはBまたはC]および[AまたはB
またはC]および[JまたはKまたはL]を表す。このシーケンスは、Bill the Catで発音され
る「ACK」というワードを表すことができ、または、多くの中でもとりわけ、BALL、CALL
、ABJECT、またはACKNOWLEDGEなどの他の語句の最初を表すことができる。次いでユーザ
が「3」のキーを入力した場合、ソリューションセットのサイズが劇的に縮小し、その結
果、第4文字としてD、E、またはFを有するワードのみが適切な解となることができ、この
例では、ABJECTのみである。このようにして、それぞれの追加の文字の入力がツリーを「
剪定」し、正確となる妥当な推測で選択を行うことのできる十分小さいソリューションセ
ットにシステムを近づける。
【０１０４】
　対の形または他の適切な形でキーストロークを解釈することもできる。具体的には、従
来のマルチキー入力技法を使用して一定のデータの入力を可能にするように、キーストロ
ークの各対について特定の文字を識別することができる。この方式で識別された文字を組
み合わせて、システムに提示するための曖昧な組合せを生成することもできる。例えば、
電話ユーザが226393を押下した場合、ユーザは、マルチキー入力技法を使用して「BOY」
を入力しようと試みている可能性がある。その人は、単一キー技法を使用して、[Aまたは
BまたはC]および[AまたはBまたはC]および[MまたはNまたは0]および[DまたはEまたはF]お
よび[WまたはXまたはYまたはZ]および[DまたはEまたはF]を入力している可能性もある。
システムは、両者の曖昧さを解決することができ、さらなる解決またはコンプリーション
のために結果を一緒に提示することができる。
【０１０５】
　テキスト入力に関して今述べた機能は、音声認識、またはビデオ認識などの他の手段を
使用してデータを得るシステムに適用することもできる。音声などのフォーマットからの
入力の変換は、音声認識を他のデータ入力技術と共に組み込むのに使用されるいくつかの
周知の手段のいずれでも行うことができる。例えば、感知される音声コマンドをVoiceXML
や他の使用可能なフォーマットなどのフォーマットに変換することができる。さらに、シ
ステムは、様々な異なる言語で入力されたデータに対して動作することができる。
【０１０６】
　入力を与える他の方法も適宜使用することができる。例えば、装置は、入力を与えるこ
とのできる加速度計を備えることができる。例えば、ユーザは、装置を急に動かして、語
句を入力したことを示すことができる。さらに、ユーザは、装置を前方または後方に傾斜
させることによって、リストなどから項目を選択することができる。
【０１０７】
　本明細書では、「電子文書」および「文書」という用語は、ファイルに格納された電子
データとネットワークを介して受信される電子データの両方を含む、1組の電子データを
意味する。電子文書は、必ずしもファイルに対応しない。文書を、他の文書を保持するフ
ァイルの一部に格納することができ、当該の文書専用の単一ファイルに格納することがで
き、または1組の連係したファイルに格納することができる。
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【０１０８】
　ここで述べたシステムおよび技法の様々な実装を、デジタル電子回路、集積回路、特別
に設計されたASIC(特定用途向け集積回路)、コンピュータハードウェア、ファームウェア
、ソフトウェア、および/またはそれらの組合せとして実現することができる。上記の様
々な実装は、記憶システム、少なくとも1つの入力装置、および少なくとも1つの出力装置
からデータおよび命令を受け取り、それらへデータおよび命令を送るように結合された、
専用または汎用でよい少なくとも1つのプログラム可能プロセッサを含むプログラム可能
システム上で実行可能および/または解釈可能である1つまたは複数のコンピュータプログ
ラムでの実装を含むことができる。
【０１０９】
　こうしたコンピュータプログラム(プログラム、ソフトウェア、ソフトウェアアプリケ
ーション、またはコードとも呼ばれる)は、プログラム可能プロセッサに対する機械語命
令を含み、高レベル手続型および/またはオブジェクト指向プログラミング言語、および/
またはアセンブリ/機械語で実装することができる。本明細書では、「機械可読媒体」と
いう用語は、機械語命令を機械可読信号として受け取る機械可読媒体を含む、機械語命令
および/またはデータをプログラム可能プロセッサに提供するのに使用される任意のコン
ピュータプログラム製品、機器、および/または装置(例えば、磁気ディスク、光ディスク
、メモリ、プログラマブルロジックデバイス(PLD))を指す。「機械可読信号」という用語
は、プログラム可能プロセッサに機械語命令および/またはデータを提供するのに使用さ
れる任意の信号を指す。
【０１１０】
　ユーザとの対話を実現するために、ユーザに情報を表示するディスプレイ装置(CRT(陰
極線管)またはLCD(液晶ディスプレイ)モニタ)と、ユーザがコンピュータに入力を与える
ことのできるキーボードおよびポインティングデバイス(例えばマウスまたはトラックボ
ール)とを有するコンピュータ上に、ここで説明したシステムおよび技法を実装すること
ができる。ユーザとの対話を実現するのに他の種類の装置も使用することができる。例え
ば、ユーザに提供されるフィードバックは、任意の形態の知覚フィードバック(例えば視
覚フィードバック、聴覚フィードバック、または触覚フィードバック)でよく、音響入力
、音声入力、または触覚入力を含む任意の形態でユーザからの入力を受け取ることができ
る。
【０１１１】
　ここで説明したシステムおよび技法は、(例えばデータサーバとして)バックエンド構成
要素を含み、またはミドルウェア構成要素(例えばアプリケーションサーバ)を含み、また
はフロントエンド構成要素(例えば、ここで説明したシステムおよび技法の実装とユーザ
が対話することのできるグラフィカルユーザインターフェースまたはウェブブラウザを有
するクライアントコンピュータ)を含み、あるいはそのようなバックエンド、ミドルウェ
ア、またはフロントエンド構成要素の任意の組合せを含むコンピューティングシステムで
実装することができる。任意の形態または媒体のデジタルデータ通信(例えば通信ネット
ワーク)によってシステムの構成要素を相互接続することができる。通信ネットワークの
例は、ローカルエリアネットワーク(「LAN」)、広域ネットワーク(「WAN」)、およびイン
ターネットを含む。
【０１１２】
　コンピューティングシステムは、クライアントおよびサーバを含むことができる。クラ
イアントおよびサーバは一般に互いにリモートであり、通常は通信ネットワークを介して
対話する。クライアントとサーバの関係は、それぞれのコンピュータ上で動作し、互いに
クライアント-サーバ関係を有するコンピュータプログラムによって生じる。
【０１１３】
　いくつかの実施形態を上記で詳細に説明したが、他の修正形態も可能である。本開示の
各部分は、制限されたキーボードを有するポータブル装置を通じて動作を論じているが、
フルキーボードを備える完全に機能するコンピュータを含む、いくつかの装置のいずれも
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支援することができる。さらに、図に示される論理フローは、望ましい結果を達成するた
めに、図示される特定の順序またはシーケンシャルオーダを必要としない。さらに、他の
ステップを設けることができ、または記載のフローからステップをなくすことができ、他
の構成要素を記載のシステムに追加し、または記載のシステムから除去することができる
。他の実施形態は、添付の特許請求の範囲内にある。
【符号の説明】
【０１１４】
10 システム
12 ディスプレイ画面
12a 検索ボックス
12b 検索ボタン
12c 「I'm Feeling Lucky」ボタン
14 データ入力キー
15 制御ホイール
16 制御キー
21 メイン辞書
23 補足辞書
22、24 オブジェクトリスト
23 データ入力辞書
26、28 識別リスト
30、32、34、36 一致フィールド
38、40 フラグフィールド
42 システム
46 地理的エリア
44 地理的エリアの部分
50 システム
52 インターフェース
54 データベース
56 サーバ
58 インターネット
60 サーバファーム
62 ワイヤレス通信装置
64 パーソナルコンピュータ
66 要求プロセッサ
68 応答フォーマッタ
70 検索エンジン
71 ローカル検索エンジン
72 索引
74 記憶システム
76 ウェブクローラ
78 辞書ジェネレータ
80 オブジェクトピッカ
82 一致レータ
84 パッケージャ
90 システム
92 オーディオプロセッサ
94 送信機
96 信号プロセッサ
98 スピーカ/マイクロフォン
100 ディスプレイ画面
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102 キーパッド
104 制御キー
108 ユーザインターフェース
110 データ入力モジュール
112 ダイヤリングモジュール
114 コンピュータアプリケーション
116 曖昧性除去エンジン
118 辞書
198 辞書
225 キーストローク
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】



(33) JP 5827380 B2 2015.12.2

【図８】
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