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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】端末装置側で拡大表示や縮小表示を行わなくて
も、表示されるべきレイアウト及びサイズで画像データ
を画面に表示させる。
【解決手段】端末装置の画面の解像度を示す端末情報を
取得し、取得された端末情報が示す端末装置の画面の解
像度に合ったサイズで、且つ、取得された構造化データ
が規定する表示レイアウトで、端末装置の画面に複数の
表示要素データが表示されるよう当該構造化データが規
定する表示要素データの表示サイズを調整することによ
って表示規定データを生成し、画像データを表示規定デ
ータ生成手段によって調整された当該画像データの表示
サイズに相当する縦横の画素数の画像データとして所定
の画像変換装置によって拡大変換または縮小変換させる
ことによって、変換画像データを生成させ、表示規定デ
ータを受信した端末装置から当該表示規定データに含ま
れる指定情報を受信し、指定情報に対応する変換画像デ
ータを端末装置に送信する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画面に表示される表示情報を構成する複数の表示要素データを、当該複数の表示要素デ
ータの表示レイアウト及び表示サイズを規定し、且つ、当該複数の表示要素データに含ま
れる画像データを指定する指定情報を規定する表示規定データに基づいて画面に表示する
端末装置に、前記表示規定データと前記画像データとを送信する情報送信装置であって、
　前記端末装置の画面の解像度を少なくとも示す端末情報を取得する端末情報取得手段と
、
　前記複数の表示要素データの表示レイアウト及び表示サイズを構造的に規定し、且つ、
前記指定情報を含む構造化データを取得する構造化データ取得手段と、
　前記取得された端末情報が示す前記端末装置の画面の解像度に合ったサイズで、且つ、
前記取得された構造化データが規定する前記表示レイアウトで、前記端末装置の画面に前
記複数の表示要素データが表示されるよう、当該構造化データが規定する前記表示要素デ
ータの表示サイズを調整することによって、前記表示規定データを生成する表示規定デー
タ生成手段と、
　前記画像データを、前記表示規定データ生成手段によって調整された当該画像データの
前記表示サイズに相当する縦横の画素数の画像データとして所定の画像変換装置によって
拡大変換または縮小変換させることによって、変換画像データを生成させる画像変換制御
手段と、
　前記端末装置から前記表示規定データの要求を示す表示規定データ要求情報を受信する
表示規定データ要求受信手段と、
　前記受信された表示規定データ要求情報に対応する前記表示規定データを前記端末装置
に送信する表示規定データ送信手段と、
　前記表示規定データを受信した前記端末装置から、当該表示規定データに含まれる前記
指定情報を受信する指定情報受信手段と、
　前記受信された指定情報に対応する前記変換画像データを前記端末装置に送信する変換
画像データ送信手段と、
　を備えることを特徴とする情報送信装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報送信装置において、
　前記表示規定データ生成手段は、前記調整手段によって調整された前記画像データの前
記表示サイズと、当該画像データを識別するための画像データ識別情報と、を示す情報を
、当該画像データの前記指定情報中に設定して前記表示規定データを生成し、
　前記変換制御手段は、変換対象の前記画像データ及び変換後の縦横の画素数を、前記指
定情報受信手段によって受信された前記指定情報に基づいて認識することを特徴とする情
報送信装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の情報送信装置において、
　前記調整手段によって調整された前記画像データの表示サイズと、当該画像データの前
記画像データ識別情報と、を含む変換情報を生成する変換情報生成手段と、
　前記生成された変換情報を識別するための変換識別情報を生成する変換識別情報生成手
段と、
　前記生成された変換情報を前記生成された変換識別情報に対応付けて記憶手段に記憶さ
せる記憶制御手段と、
　を更に備え、
　前記表示規定データ生成手段は、前記生成された変換識別情報を、当該変換識別情報が
対応する前記画像データの前記指定情報中に設定して前記表示規定データを生成し、
　前記変換制御手段は、変換対象の前記画像データ及び変換後の縦横の画素数を、前記指
定情報受信手段によって受信された前記指定情報に含まれる前記変換識別情報に対応する
前記変換情報に基づいて認識することを特徴とする情報送信装置。
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【請求項４】
　請求項３に記載の情報送信装置において、
　前記変換識別情報生成手段は、前記生成された変換情報と同一内容の前記変換情報が前
記記憶手段に記憶されている場合には、記憶されている当該同一内容の前記変換情報に対
応する前記変換識別情報を取得し、
　前記表示規定データ生成手段は、前記取得された変換識別情報を前記指定情報中に設定
することを特徴とする情報送信装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の情報送信装置において、
　前記画像変換装置によって生成された前記変換画像データを識別するための変換画像デ
ータ識別情報を生成する画像データ識別情報生成手段と、
　前記生成された変換画像データ識別情報に対応付けて前記変換画像データを記憶手段に
記憶させる記憶制御手段と、
　を更に備え、
　前記表示規定データ生成手段は、前記生成された変換画像データ識別情報を、当該変換
画像データ識別情報が対応する前記変換画像データの生成元の前記画像データの前記指定
情報中に設定して前記表示規定データを生成し、
　前記変換画像データ送信手段は、前記受信された指定情報に含まれる前記変換画像デー
タ識別情報に対応する前記変換画像データを前記記憶手段から取得し前記端末装置に送信
することを特徴とする情報送信装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか１項に記載の情報送信装置において、
　前記画像データのデータサイズを取得するデータサイズ取得手段を更に備え、
　前記変換制御手段は、前記画像データの画素数をｎ１、当該画像データのデータサイズ
をｓ１、当該画像データに基づいて生成される前記変換画像データの画素数をｎ２、当該
変換画像データのデータサイズをｓ２とするとき、
　ｓ２≦ｓ１×（ｎ２／ｎ１）
　となるように、前記画像変換装置に前記変換画像データを生成させることを特徴とする
情報送信装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか１項に記載の情報送信装置において、
　前記端末情報は、前記端末装置の種類を示す情報及び当該端末装置の動作環境を示す情
報の少なくとも何れか一方を含み、
　前記画像変換制御手段は、前記端末情報に基づいて、前記端末装置が表示可能なデータ
フォーマットの前記変換画像データを前記画像変換手段に生成させることを特徴とする情
報送信装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れか１項に記載の情報送信装置において、
　前記表示規定データ生成手段は、前記取得された端末情報が示す画面の解像度に合わせ
て、前記取得された構造化データが規定する前記表示要素データの表示レイアウト及び表
示サイズを調整することを特徴とする情報送信装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れか１項に記載の情報送信装置において、
　前記表示規定データ生成手段は、前記表示サイズとして、前記複数の表示要素データの
うち前記画像データ以外の表示サイズを規定する前記表示規定データを生成することを特
徴とする情報送信装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９の何れか１項に記載の情報送信装置において、
　前記構造化データは、ＸＭＬ（Extensible Markup Language）文書を含み、
　前記表示規定データは、ＨＴＭＬ（HyperText Markup Language）文書またはＸＨＴＭ
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Ｌ（Extensible HyperText Markup Language）文書を含むものであり、
　前記指定情報は、ｉｍｇ要素のｓｒｃ属性に設定されるＵＲＩ（Uniform Resource Ide
ntifier）であることを特徴とする情報送信装置。
【請求項１１】
　画面に表示される表示情報を構成する複数の表示要素データを、当該複数の表示要素デ
ータの表示レイアウト及び表示サイズを規定し、且つ、当該複数の表示要素データに含ま
れる画像データを指定する指定情報を規定する表示規定データに基づいて画面に表示する
端末装置と、
　前記端末装置に前記表示規定データと前記画像データとを送信する情報送信装置と、
　を含む情報送信システムであって、
　前記情報送信装置は、
　前記端末装置の画面の解像度を少なくとも示す端末情報を取得する端末情報取得手段と
、
　前記複数の表示要素データの表示レイアウト及び表示サイズを構造的に規定し、且つ、
前記指定情報を含む構造化データを取得する構造化データ取得手段と、
　前記取得された構造化データが規定する前記表示レイアウトで前記端末装置の画面に前
記複数の表示要素データが表示されるよう、当該構造化データが規定する前記表示要素デ
ータの表示サイズを前記取得された端末情報に基づいて調整することによって、前記表示
規定データを生成する表示規定データ生成手段と、
　前記画像データを、前記表示規定データ生成手段によって調整された当該画像データの
前記表示サイズに相当する縦横の画素数の画像データとして所定の画像変換装置によって
拡大変換または縮小変換させることによって、変換画像データを生成させる画像変換制御
手段と、
　前記端末装置から前記表示規定データの要求を示す表示規定データ要求情報を受信する
表示規定データ要求受信手段と、
　前記受信された表示規定データ要求情報に対応する前記表示規定データを前記端末装置
に送信する表示規定データ送信手段と、
　前記表示規定データを受信した前記端末装置から、当該表示規定データに含まれる前記
指定情報を受信する指定情報受信手段と、
　前記受信された指定情報に対応する前記変換画像データを前記端末装置に送信する変換
画像データ送信手段と、
　を備え、
　前記端末装置は、
　前記表示規定データ要求情報を前記情報送信装置に送信する表示規定データ要求送信手
段と、
　前記情報送信装置から前記表示規定データを受信する表示規定データ受信手段と、
　前記受信された表示規定データに含まれる前記指定情報を前記情報送信装置に送信する
指定情報送信手段と、
　前記情報送信装置から前記変換画像データを受信する変換画像データ受信手段と、
　前記受信された表示規定データが規定する前記表示レイアウト及び表示サイズで、前記
受信された変換画像データを含む前記複数の表示要素データを画面に表示する表示手段と
、
　を備えることを特徴とする情報送信システム。
【請求項１２】
　画面に表示される表示情報を構成する複数の表示要素データを、当該複数の表示要素デ
ータの表示レイアウト及び表示サイズを規定し、且つ、当該複数の表示要素データに含ま
れる画像データを指定する指定情報を規定する表示規定データに基づいて画面に表示する
端末装置に、前記表示規定データと前記画像データとを送信する情報送信装置に含まれる
コンピュータを、
　前記端末装置の画面の解像度を少なくとも示す端末情報を取得する端末情報取得手段と
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、
　前記複数の表示要素データの表示レイアウト及び表示サイズを構造的に規定し、且つ、
前記指定情報を含む構造化データを取得する構造化データ取得手段、
　前記取得された構造化データが規定する前記表示レイアウトで前記端末装置の画面に前
記複数の表示要素データが表示されるよう、当該構造化データが規定する前記表示要素デ
ータの表示サイズを前記取得された端末情報に基づいて調整することによって、前記表示
規定データを生成する表示規定データ生成手段、
　前記画像データを、前記表示規定データ生成手段によって調整された当該画像データの
前記表示サイズに相当する縦横の画素数の画像データとして所定の画像変換装置によって
拡大変換または縮小変換させることによって、変換画像データを生成させる画像変換制御
手段、
　前記端末装置から前記表示規定データの要求を示す表示規定データ要求情報を受信する
表示規定データ要求受信手段、
　前記受信された表示規定データ要求情報に対応する前記表示規定データを前記端末装置
に送信する表示規定データ送信手段、
　前記表示規定データを受信した前記端末装置から、当該表示規定データに含まれる前記
指定情報を受信する指定情報受信手段、及び、
　前記受信された指定情報に対応する前記変換画像データを前記端末装置に送信する変換
画像データ送信手段、
　として機能させることを特徴とする情報提供処理プログラム。
【請求項１３】
　画面に表示される表示情報を構成する複数の表示要素データを、当該複数の表示要素デ
ータの表示レイアウト及び表示サイズを規定し、且つ、当該複数の表示要素データに含ま
れる画像データを指定する指定情報を規定する表示規定データに基づいて画面に表示する
端末装置に、前記表示規定データと前記画像データとを送信する情報送信装置における情
報提供方法であって、
　前記端末装置の画面の解像度を少なくとも示す端末情報を取得する端末情報取得工程と
、
　前記複数の表示要素データの表示レイアウト及び表示サイズを構造的に規定し、且つ、
前記指定情報を含む構造化データを取得する構造化データ取得工程と、
　前記取得された構造化データが規定する前記表示レイアウトで前記端末装置の画面に前
記複数の表示要素データが表示されるよう、当該構造化データが規定する前記表示要素デ
ータの表示サイズを前記取得された端末情報に基づいて調整することによって、前記表示
規定データを生成する表示規定データ生成工程と、
　前記画像データを、前記表示規定データ生成工程において調整された当該画像データの
前記表示サイズに相当する縦横の画素数の画像データとして所定の画像変換装置によって
拡大変換または縮小変換させることによって、変換画像データを生成させる画像変換制御
工程と、
　前記端末装置から前記表示規定データの要求を示す表示規定データ要求情報を受信する
表示規定データ要求受信工程と、
　前記受信された表示規定データ要求情報に対応する前記表示規定データを前記端末装置
に送信する表示規定データ送信工程と、
　前記表示規定データを受信した前記端末装置から、当該表示規定データに含まれる前記
指定情報を受信する指定情報受信工程と、
　前記受信された指定情報に対応する前記変換画像データを前記端末装置に送信する変換
画像データ送信工程と、
　を備えることを特徴とする情報提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、インターネット等のネットワークを介して接続された端末装置に対しコンテ
ンツデータを提示する情報送信装置、情報送信システム、情報提供処理プログラム及び情
報提供方法に関し、より詳細には、端末装置の表示画面の解像度に合ったコンテンツデー
タを提供する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、例えば、インターネット上のＷＥＢサーバ等のサーバ装置から、公衆回線及
びプロバイダを介して接続してきたＰＣ（Personal computer）等の端末装置に対し、映
像、画像、音声、及び文字データ等のコンテンツデータを提供（配信）するネットワーク
システムが広く知られている。端末装置側では、これにインストールされている例えばＷ
ＥＢブラウザを用いて、提供されたコンテンツデータ等の提示を行うようになっており、
これにより、ユーザは、ＰＣ上で所望のコンテンツを視聴することができる。
【０００３】
　近年では、ＰＣばかりでなく、携帯電話機及びＰＤＡ（Personal Digital Assistant）
等の移動体端末からも、インターネット上のサーバ装置に接続して、コンテンツデータの
提供を受けることが可能になっている。更に、最近では、双方向マルチメディア通信サー
ビス用の通信端末であるＳＴＢ（Set Top Box）が接続された、いわゆるインタラクティ
ブ・テレビ（この場合、当該ＳＴＢと当該テレビとを含めて端末装置というものとする）
においては、当該ＳＴＢからインターネット上のサーバ装置に接続して、コンテンツデー
タの提供を受け、それを当該テレビ上で提示可能になっている。
【０００４】
　ところで、上記端末装置は、その種類が異なれば画面解像度も異なる場合が多い、また
、同一の種類の端末装置であっても（例えば、ＰＣ等）、使用するディスプレイによって
画面解像度が異なる場合がある。こうしたことから、それぞれの端末装置の画面解像度に
応じた適切なコンテンツが画面に表示されることが望まれる。
【０００５】
　こうした観点から、例えば、特許文献１には、コンテンツを構成する素材データの表示
形式（表示サイズを含む）を規定する構造化データがデータベースに登録されており、端
末装置から取得した端末情報に基づいて、構造化データに規定された表示形式を端末装置
に合った表示形式に調整し、表示形式が調整された構造化データのフォーマットをＸＨＴ
ＭＬ（Extensible HyperText Markup Language）フォーマットのページデータに変換して
、端末装置に送信する技術が開示されている。また、特許文献１には、表示形式の調整の
際、端末情報に含まれる画像解像度に合わせて、画像データの表示エリアの大きさを調整
することが記載されている。
【０００６】
　その一方で、特許文献２には、画像変換サーバが、携帯電話から画像がリクエストされ
たときに、リクエストに含まれるUser Agentから携帯電話の機種を判別し、リクエストさ
れた画像ファイルを、画面表示することができる画像の大きさ（縦横の画素数）が機種毎
に設定された静止画用設定情報に基づいて変換する技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００７－１４９０５２号公報
【特許文献２】特開２００６－１７３９８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１には、ページデータ上での画像データの表示サイズを端末装
置の画面解像度に合った表示サイズに調整することは記載されているものの、画像データ
自体の変換については言及されてはいない。
【０００８】
　ページデータによって規定される画面上における画像データの表示サイズ、すなわち、
画像データが表示される領域の縦横の画素数は変更されたのに、画像データ自体の縦横の
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画素数が変更されていないと、画像データを受信した端末装置が、表示サイズに合わせて
画像を拡大または縮小して表示しなければならないが、その拡大・縮小に要する処理の分
、端末装置の処理負担が増加する。
【０００９】
　また、例えば、端末装置の処理能力や画像データの表示に要する時間の短縮等の観点か
ら、ページデータを表示する際に、画質を良くしたまま画像を拡大・縮小するようなアル
ゴリズムを端末装置側では採用しにくい場合が多いので、画像を拡大すると粗が目立った
り、縮小すると画像がつぶれるといった、画像の拡大・縮小に伴う画質の劣化が生じる。
【００１０】
　また、例えば、端末装置側で画像の縮小表示を行う場合を考えると、端末装置に送信さ
れてくる画像データのデータサイズは、縮小された画像の情報量に見合ったものよりも大
きなサイズとなるので、表示される画像の目に見える情報量の割には、通信効率が良くな
いという面もある。
【００１１】
　一方、特許文献２に記載の技術では、１つの機種の携帯電話に対しては、画像の大きさ
が１つしか設定されていないので、１つのページに複数の画像やその他の情報等が配置さ
れたコンテンツのように、画像毎に大きさが異なったり、同じ画像でも各ページのレイア
ウトによってその大きさが異なるようなケースには対応することができない。
【００１２】
　本発明は、以上の点に鑑みてなされたものであり、ＷＥＢページ等の表示情報を構成す
る複数の表示要素データの表示レイアウト及び表示サイズを規定するページデータ等の表
示規定データと、表示要素データの１つとしての画像データと、を、端末装置の種類や動
作環境等毎に予め別々に用意しなくても、様々な端末装置の画面解像度に合ったサイズで
且つ表示規定データが規定する表示レイアウトで、画像データを含む複数の表示要素デー
タを端末装置に表示させることを可能とし、尚且つ、端末装置側で拡大表示や縮小表示を
行わなくても、表示されるべきレイアウト及びサイズで画像データを画面に表示させるこ
とを可能とする情報送信装置、情報送信システム、情報提供処理プログラム及び情報提供
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、画面に表示される表示情報を構
成する複数の表示要素データを、当該複数の表示要素データの表示レイアウト及び表示サ
イズを規定し、且つ、当該複数の表示要素データに含まれる画像データを指定する指定情
報を規定する表示規定データに基づいて画面に表示する端末装置に、前記表示規定データ
と前記画像データとを送信する情報送信装置であって、前記端末装置の画面の解像度を少
なくとも示す端末情報を取得する端末情報取得手段と、前記複数の表示要素データの表示
レイアウト及び表示サイズを構造的に規定し、且つ、前記指定情報を含む構造化データを
取得する構造化データ取得手段と、前記取得された端末情報が示す前記端末装置の画面の
解像度に合ったサイズで、且つ、前記取得された構造化データが規定する前記表示レイア
ウトで、前記端末装置の画面に前記複数の表示要素データが表示されるよう、当該構造化
データが規定する前記表示要素データの表示サイズを調整することによって、前記表示規
定データを生成する表示規定データ生成手段と、前記画像データを、前記表示規定データ
生成手段によって調整された当該画像データの前記表示サイズに相当する縦横の画素数の
画像データとして所定の画像変換装置によって拡大変換または縮小変換させることによっ
て、変換画像データを生成させる画像変換制御手段と、前記端末装置から前記表示規定デ
ータの要求を示す表示規定データ要求情報を受信する表示規定データ要求受信手段と、前
記受信された表示規定データ要求情報に対応する前記表示規定データを前記端末装置に送
信する表示規定データ送信手段と、前記表示規定データを受信した前記端末装置から、当
該表示規定データに含まれる前記指定情報を受信する指定情報受信手段と、前記受信され
た指定情報に対応する前記変換画像データを前記端末装置に送信する変換画像データ送信
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手段と、を備えることを特徴とする。
【００１４】
　この発明によれば、情報送信装置は、取得した端末情報が示す端末装置の画面の解像度
に合ったサイズで、且つ、取得された構造化データが規定する表示レイアウトで、端末装
置の画面に前記複数の表示要素データが表示されるよう、構造化データが規定する表示要
素データの表示サイズを調整することによって、表示規定データを生成し、複数の表示要
素に含まれる画像データを、その調整された表示サイズに相当する縦横の画素数の画像デ
ータとして画像変換装置に拡大変換または縮小変換させることによって、変換画像データ
を生成させ、表示規定データを受信した端末装置から、当該表示規定データに含まれる指
定情報を受信すると、当該指定情報が示す画像データに対応して、生成した変換画像デー
タを端末装置に送信する。そして、端末装置は、表示規定データに基づいて、端末装置の
画面の解像度に合わせて調整された表示サイズで、変換画像データを含む複数の表示要素
データを画面に表示する。
【００１５】
　従って、表示内容が同じ表示規定データや画像データを予め端末装置の種類や動作環境
等毎に複数用意しなくても、様々な端末装置の画面の解像度に合った表示サイズで且つ表
示規定データが規定する表示レイアウトで複数の表示要素データを（画像データの場合は
、変換画像データとして）表示させることができる。また、表示規定データが規定する画
像データの表示サイズに相当する縦横の画素数と、変換画像データの縦横の画素数は一致
するので、端末装置は、画像の拡大や縮小を行はなくとも、規定された表示レイアウト及
び調整された表示サイズで画像データを表示することができる。
【００１６】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の情報送信装置において、前記表示規定デー
タ生成手段は、前記調整手段によって調整された前記画像データの前記表示サイズと、当
該画像データを識別するための画像データ識別情報と、を示す情報を、当該画像データの
前記指定情報中に設定して前記表示規定データを生成し、前記変換制御手段は、変換対象
の前記画像データ及び変換後の縦横の画素数を、前記指定情報受信手段によって受信され
た前記指定情報に基づいて認識することを特徴とする。
【００１７】
　この発明によれば、情報送信装置は、調整された画像データの表示サイズと、当該画像
データを識別するための画像データ識別情報と、を示す情報を指定情報中に設定すること
で表示規定データを生成し、当該表示規定データを端末装置に送信しておき、端末装置か
ら指定情報を受信したときに、当該指定情報に基づいて、送信すべき画像データの変換を
画像変換装置に行わせるので、表示規定データは送信したものの、何らかの原因で端末装
置から指定情報が送信されなかったときに、予め画像変換を行うことによる処理の無駄を
省くことができる。
【００１８】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の情報送信装置において、前記調整手段によ
って調整された前記画像データの表示サイズと、当該画像データの前記画像データ識別情
報と、を含む変換情報を生成する変換情報生成手段と、前記生成された変換情報を識別す
るための変換識別情報を生成する変換識別情報生成手段と、前記生成された変換情報を前
記生成された変換識別情報に対応付けて記憶手段に記憶させる記憶制御手段と、を更に備
え、前記表示規定データ生成手段は、前記生成された変換識別情報を、当該変換識別情報
が対応する前記画像データの前記指定情報中に設定して前記表示規定データを生成し、前
記変換制御手段は、変換対象の前記画像データ及び変換後の縦横の画素数を、前記指定情
報受信手段によって受信された前記指定情報に含まれる前記変換識別情報に対応する前記
変換情報に基づいて認識することを特徴とする。
【００１９】
　この発明によれば、情報送信装置は、調整された画像データの表示サイズと、当該画像
データの画像データ識別情報と、を含む変換情報を、当該変換情報を識別するための変換
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識別情報に対応付けて記憶手段に記憶させ、端末装置から指定情報を受信したときに、指
定情報に含まれる変換識別情報に対応する変換情報に基づいて、画像データの変換を画像
変換装置に行わせるので、変換識別情報のデータサイズを変換情報のデータサイズよりも
小さくすることで、表示規定データの送信に伴う通信量を削減させることができる。
【００２０】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の情報送信装置において、前記変換識別情報
生成手段は、前記生成された変換情報と同一内容の前記変換情報が前記記憶手段に記憶さ
れている場合には、記憶されている当該同一内容の前記変換情報に対応する前記変換識別
情報を取得し、前記表示規定データ生成手段は、前記取得された変換識別情報を前記指定
情報中に設定することを特徴とする。
【００２１】
　この発明によれば、情報送信装置は、表示内容が同じで且つ縦横の画素数が同じ変換情
報については、同一の内容の変換識別情報を指定情報中に設定するので、端末装置が、画
像データのキャッシュ機能を有する場合には、表示内容が同じで且つ縦横の画素数が同じ
画像データについては、情報送信装置に画像データの要求を行わなくても、表示規定デー
タで規定された表示サイズで画像データを表示することができるので、情報送信装置及び
画像変換装置の処理負担を軽減させることができる。
【００２２】
　請求項５に記載の発明は、請求項１に記載の情報送信装置において、前記画像変換装置
によって生成された前記変換画像データを識別するための変換画像データ識別情報を生成
する画像データ識別情報生成手段と、前記生成された変換画像データ識別情報に対応付け
て前記変換画像データを記憶手段に記憶させる記憶制御手段と、を更に備え、前記表示規
定データ生成手段は、前記生成された変換画像データ識別情報を、当該変換画像データ識
別情報が対応する前記変換画像データの生成元の前記画像データの前記指定情報中に設定
して前記表示規定データを生成し、前記変換画像データ送信手段は、前記受信された指定
情報に含まれる前記変換画像データ識別情報に対応する前記変換画像データを前記記憶手
段から取得し前記端末装置に送信することを特徴とする。
【００２３】
　この発明によれば、情報送信装置は、生成された変換画像データの識別情報を指定情報
中に設定して表示規定データを生成して端末装置に送信し、端末装置から指定情報を受信
したときに、当該指定情報に含まれる識別情報に対応する変換画像データを取得して端末
装置に送信する。
【００２４】
　請求項６に記載の発明は、請求項１乃至５の何れか１項に記載の情報送信装置において
、前記画像データのデータサイズを取得するデータサイズ取得手段を更に備え、前記変換
制御手段は、前記画像データの画素数をｎ１、当該画像データのデータサイズをｓ１、当
該画像データに基づいて生成される前記変換画像データの画素数をｎ２、当該変換画像デ
ータのデータサイズをｓ２とするとき、ｓ２≦ｓ１×（ｎ２／ｎ１）となるように、前記
画像変換装置に前記変換画像データを生成させることを特徴とする。
【００２５】
　この発明によれば、情報送信装置は、画像データのデータサイズが、その画素数に比例
したサイズ以下となるように画像変換装置に変換を行わせるので、例えば、画像データの
表示サイズは縮小したのに、その画像データの送信に要する通信量は、表示サイズの縮小
分ほど減少しないという事態を防止することができる。
【００２６】
　請求項７に記載の発明は、請求項１乃至６の何れか１項に記載の情報送信装置において
、前記端末情報は、前記端末装置の種類を示す情報及び当該端末装置の動作環境を示す情
報の少なくとも何れか一方を含み、前記画像変換制御手段は、前記端末情報に基づいて、
前記端末装置が表示可能なデータフォーマットの前記変換画像データを前記画像変換手段
に生成させることを特徴とする。
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【００２７】
　この発明によれば、端末装置が、予め複数のフォーマットの画像データを用意しなくと
も、受信した変換画像データを表示することができないという事態を回避することができ
る。
【００２８】
　請求項８に記載の発明は、請求項１乃至７の何れか１項に記載の情報送信装置において
、前記表示規定データ生成手段は、前記取得された端末情報が示す画面の解像度に合わせ
て、前記取得された構造化データが規定する前記表示要素データの表示レイアウト及び表
示サイズを調整することを特徴とする。
【００２９】
　この発明によれば、端末情報が示す画面の解像度に合わせて、表示要素データの表示レ
イアウトを調整しつつ、表示サイズを調整する。
【００３０】
　請求項９に記載の発明は、請求項１乃至８の何れか１項に記載の情報送信装置において
、前記表示規定データ生成手段は、前記表示サイズとして、前記複数の表示要素データの
うち前記画像データ以外の表示サイズを規定する前記表示規定データを生成することを特
徴とする。
【００３１】
　この発明によれば、情報送信装置は、画像データの表示サイズの規定を表示規定データ
中に含めないが、端末装置に送信する変換画像データの縦横の画素数は、調整した表示サ
イズに相当する画素数であるので、端末装置は、表示サイズに関する情報がなくても、画
面の解像度に合った表示サイズで画像データを表示することができる。
【００３２】
　請求項１０に記載の発明は、請求項１乃至９の何れか１項に記載の情報送信装置におい
て、前記構造化データは、ＸＭＬ（Extensible Markup Language）文書を含み、前記表示
規定データは、ＨＴＭＬ（HyperText Markup Language）文書またはＸＨＴＭＬ（Extensi
ble HyperText Markup Language）文書を含むものであり、前記指定情報は、ｉｍｇ要素
のｓｒｃ属性に設定されるＵＲＩ（Uniform Resource Identifier）であることを特徴と
する。
【００３３】
　請求項１１に記載の発明は、画面に表示される表示情報を構成する複数の表示要素デー
タを、当該複数の表示要素データの表示レイアウト及び表示サイズを規定し、且つ、当該
複数の表示要素データに含まれる画像データを指定する指定情報を規定する表示規定デー
タに基づいて画面に表示する端末装置と、前記端末装置に前記表示規定データと前記画像
データとを送信する情報送信装置と、を含む情報送信システムであって、前記情報送信装
置は、前記端末装置の画面の解像度を少なくとも示す端末情報を取得する端末情報取得手
段と、前記複数の表示要素データの表示レイアウト及び表示サイズを構造的に規定し、且
つ、前記指定情報を含む構造化データを取得する構造化データ取得手段と、前記取得され
た構造化データが規定する前記表示レイアウトで前記端末装置の画面に前記複数の表示要
素データが表示されるよう、当該構造化データが規定する前記表示要素データの表示サイ
ズを前記取得された端末情報に基づいて調整することによって、前記表示規定データを生
成する表示規定データ生成手段と、前記画像データを、前記表示規定データ生成手段によ
って調整された当該画像データの前記表示サイズに相当する縦横の画素数の画像データと
して所定の画像変換装置によって拡大変換または縮小変換させることによって、変換画像
データを生成させる画像変換制御手段と、前記端末装置から前記表示規定データの要求を
示す表示規定データ要求情報を受信する表示規定データ要求受信手段と、前記受信された
表示規定データ要求情報に対応する前記表示規定データを前記端末装置に送信する表示規
定データ送信手段と、前記表示規定データを受信した前記端末装置から、当該表示規定デ
ータに含まれる前記指定情報を受信する指定情報受信手段と、前記受信された指定情報に
対応する前記変換画像データを前記端末装置に送信する変換画像データ送信手段と、を備
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え、前記端末装置は、前記表示規定データ要求情報を前記情報送信装置に送信する表示規
定データ要求送信手段と、前記情報送信装置から前記表示規定データを受信する表示規定
データ受信手段と、前記受信された表示規定データに含まれる前記指定情報を前記情報送
信装置に送信する指定情報送信手段と、前記情報送信装置から前記変換画像データを受信
する変換画像データ受信手段と、前記受信された表示規定データが規定する前記表示レイ
アウト及び表示サイズで、前記受信された変換画像データを含む前記複数の表示要素デー
タを画面に表示する表示手段と、を備えることを特徴とする。
【００３４】
　請求項１２に記載の発明は、画面に表示される表示情報を構成する複数の表示要素デー
タを、当該複数の表示要素データの表示レイアウト及び表示サイズを規定し、且つ、当該
複数の表示要素データに含まれる画像データを指定する指定情報を規定する表示規定デー
タに基づいて画面に表示する端末装置に、前記表示規定データと前記画像データとを送信
する情報送信装置に含まれるコンピュータを、前記端末装置の画面の解像度を少なくとも
示す端末情報を取得する端末情報取得手段と、前記複数の表示要素データの表示レイアウ
ト及び表示サイズを構造的に規定し、且つ、前記指定情報を含む構造化データを取得する
構造化データ取得手段、前記取得された構造化データが規定する前記表示レイアウトで前
記端末装置の画面に前記複数の表示要素データが表示されるよう、当該構造化データが規
定する前記表示要素データの表示サイズを前記取得された端末情報に基づいて調整するこ
とによって、前記表示規定データを生成する表示規定データ生成手段、前記画像データを
、前記表示規定データ生成手段によって調整された当該画像データの前記表示サイズに相
当する縦横の画素数の画像データとして所定の画像変換装置によって拡大変換または縮小
変換させることによって、変換画像データを生成させる画像変換制御手段、前記端末装置
から前記表示規定データの要求を示す表示規定データ要求情報を受信する表示規定データ
要求受信手段、前記受信された表示規定データ要求情報に対応する前記表示規定データを
前記端末装置に送信する表示規定データ送信手段、前記表示規定データを受信した前記端
末装置から、当該表示規定データに含まれる前記指定情報を受信する指定情報受信手段、
及び前記受信された指定情報に対応する前記変換画像データを前記端末装置に送信する変
換画像データ送信手段、として機能させることを特徴とする。
【００３５】
　請求項１３に記載の発明は、画面に表示される表示情報を構成する複数の表示要素デー
タを、当該複数の表示要素データの表示レイアウト及び表示サイズを規定し、且つ、当該
複数の表示要素データに含まれる画像データを指定する指定情報を規定する表示規定デー
タに基づいて画面に表示する端末装置に、前記表示規定データと前記画像データとを送信
する情報送信装置における情報提供方法であって、前記端末装置の画面の解像度を少なく
とも示す端末情報を取得する端末情報取得工程と、前記複数の表示要素データの表示レイ
アウト及び表示サイズを構造的に規定し、且つ、前記指定情報を含む構造化データを取得
する構造化データ取得工程と、前記取得された構造化データが規定する前記表示レイアウ
トで前記端末装置の画面に前記複数の表示要素データが表示されるよう、当該構造化デー
タが規定する前記表示要素データの表示サイズを前記取得された端末情報に基づいて調整
することによって、前記表示規定データを生成する表示規定データ生成工程と、前記画像
データを、前記表示規定データ生成工程において調整された当該画像データの前記表示サ
イズに相当する縦横の画素数の画像データとして所定の画像変換装置によって拡大変換ま
たは縮小変換させることによって、変換画像データを生成させる画像変換制御工程と、前
記端末装置から前記表示規定データの要求を示す表示規定データ要求情報を受信する表示
規定データ要求受信工程と、前記受信された表示規定データ要求情報に対応する前記表示
規定データを前記端末装置に送信する表示規定データ送信工程と、前記表示規定データを
受信した前記端末装置から、当該表示規定データに含まれる前記指定情報を受信する指定
情報受信工程と、前記受信された指定情報に対応する前記変換画像データを前記端末装置
に送信する変換画像データ送信工程と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
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【００３６】
　本発明によれば、表示内容が同じ表示規定データや画像データを予め端末装置の種類や
動作環境等毎に複数用意しなくても、様々な端末装置の画面の解像度に合った表示サイズ
で且つ表示規定データが規定する表示レイアウトで複数の表示要素データを（画像データ
の場合は、変換画像データとして）表示させることができる。また、表示規定データが規
定する画像データの表示サイズに相当する縦横の画素数と、変換画像データの縦横の画素
数は一致するので、端末装置は、画像の拡大や縮小を行はなくとも、規定された表示レイ
アウト及び調整された表示サイズで画像データを表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下、本発明を実施するための最良の実施形態について、図面に基づいて説明する。な
お、以下に説明する実施形態は、情報送信システムの一例として、情報提示システムに対
して本発明を適用した場合の実施の形態である。
【００３８】
　［１．第１実施形態］
　［１．１　情報提示システムの構成及び概要機能］
　先ず、図１等を参照して、第１実施形態に係る情報提示システムＳの構成及び概要機能
について説明する。
【００３９】
　図１は、第１実施形態に係る情報提示システムＳの概要構成例を示す図である。
【００４０】
　図１に示すように、本実施形態に係る情報提示システムＳは、端末装置１と、情報送信
装置の一例としてのサーバ装置２と、画像変換装置の一例としての画像変換サーバ装置３
と、を含んで構成されている。
【００４１】
　そして、端末装置１とサーバ装置２とは、通信手段としてのネットワーク４を介して相
互にデータの送受信が可能（例えば、通信プロトコルにＴＣＰ／ＩＰ（Transmission Con
trol Protocol/Internet Protocol）を用いて、相互にデータの送受信が可能）になって
おり、サーバ装置２は、当該ネットワーク４を介して接続された端末装置１からの要求に
応じて表示情報の一例であるＷＥＢページを提供（送信）し、当該ＷＥＢページを端末装
置１を通じてユーザに対して提示（例えば、当該ＷＥＢページに含まれるテキストや画像
等の表示、及び音声の出力等）させるようになっている。なお、ネットワーク４は、例え
ば、インターネット、専用通信回線（例えば、ＣＡＴＶ（Community Antenna Television
）回線）、移動体通信網（無線基地局等を含む）、及びゲートウェイ等により構築される
。
【００４２】
　端末装置１としては、例えばＰＣ、ＰＤＡ、携帯電話機（或いは、ＰＨＳ(Personal Ha
ndyphone System)）、ＳＴＢが接続されたテレビ受像機等の電子機器（電子デバイス）が
該当し、本実施形態において、ユーザは、利用場所や利用状況に応じてこれらの種類の異
なる電子機器を端末装置１として任意に選択することになる。
【００４３】
　ここで、本実施形態におけるＷＥＢページの概要について説明する。
【００４４】
　このＷＥＢページは、複数の表示要素データの一例としての複数の素材データから構成
されるようになっており、更に、複数のＷＥＢページによって（複数のＷＥＢページが集
まって）１のコンテンツ（例えば、小説、教育用テキスト、商品カタログ、書籍等）が構
成されるようになっている。また、各素材データは、ユーザに対して提示されるべき文字
、画像、動画等のデータ等からなる。
【００４５】
　また、コンテンツの構造等は、ＸＭＬ（eXtensible Markup Language）によって記述さ
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れた構造化データ（中間フォーマットデータ（基データ））により規定（定義）されるよ
うになっている。
【００４６】
　図２は、あるコンテンツの構造化データの一例を示す概念図である。
【００４７】
　図２に示す構造化データの例では、大別して、状態保持層５１とレイアウト層５２とか
ら構成されている。
【００４８】
　状態保持層５１は、コンテンツ全体の構造を規定しており、例えば書籍でいえば目次に
相当し、この例では、章（chapter）、節（section）、ページ（page）によりコンテンツ
の階層構造が規定されている。つまり、コンテンツにおける１つの章は複数の節からなり
、１つの節は複数のページから構成されており、最下位層における各ページは、上述した
ＷＥＢページからなっている。また、状態保持層５１における章、節、及びページの各要
素には、固有の識別情報である状態保持ＩＤ（id）が付加されている。この状態保持ＩＤ
が記憶されることで、ユーザが当該コンテンツをどこまで利用したかの状態が保持される
ことになる。
【００４９】
　レイアウト層５２は、上述した各素材データの内容（例えば、ページ内に配置される文
字、画像、映像等の内容であって、コンテンツを構成する意味上のかたまり）、及びその
提示形式（言い換えれば、スタイル：例えば、当該素材データの表示形式（例えば、表示
サイズ（表示エリアの大きさ）、表示位置等のレイアウト、文字のフォントサイズ及び色
等のプロパティ））等を規定している。また、レイアウト層５２には、上記素材データの
提示形式を端末装置１（つまり、端末装置１の動作環境、或いは、端末装置１の種類）に
合った提示形式に調整するに当たっての制約条件（言い換えれば、調整限界）が規定され
ている。また、各素材データのうちユーザに対して提示される各素材データには、ユーザ
に対する提示の優先度を示す優先度情報（priority）が付加されるが、かかる優先度情報
も、レイアウト層５２に規定されている。
【００５０】
　［１．１－１．端末装置の構成及び概要機能］
　次に、端末装置１の構成及び概要機能について説明する。
【００５１】
　端末装置１は、上述したＰＣ、ＰＤＡ、携帯電話機、ＳＴＢが接続されたテレビ受像機
等の全ての電子機器に共通の基本的な構成要素として、演算機能を有するＣＰＵ（Centra
l Processing Unit），作業用ＲＡＭ（Random-Access Memory），ＲＯＭ（Read-Only Mem
ory）等から構成された情報処理部（コンピュータ）と、各種プログラム及び各種データ
等を記憶する記憶部（例えば、ＨＤＤ（Hard Disc Drive），又はＥＥＰＲＯＭ（Electri
cally Erasable Programmable Read Only Memory）等）と、ユーザからの操作指示を入力
する操作部（例えば、キーボード，マウス，又は操作パネル（又はリモートコントローラ
）等）と、画像や文字等の情報を表示する表示部（例えば、ＣＲＴ（Cathode-Ray Tube）
，又は液晶ディスプレイ等）と、音声を出力するスピーカと、サーバ装置２の通信部と協
働しサーバ装置２との間の通信状態を制御する通信部と、を備えている。
【００５２】
　また、全ての電子機器に共通にＲＯＭ又は記憶部に記憶される各種プログラムとして、
ＯＳ（オペレーティングシステム）、及びアプリケーションソフト（ブラウザソフト（プ
ログラム）、端末情報収集エージェントソフト（プログラム）等）がある。
【００５３】
　端末装置１のＣＰＵによりブラウザ（例えば、ＷＥＢブラウザ）ソフトが実行されるこ
とによって、端末装置１は、サーバ装置２に接続して、上記コンテンツを構成するＷＥＢ
ページを要求し、これに対しサーバ装置２から提供されたＷＥＢページをユーザに対して
提示することになる。



(14) JP 2010-97291 A 2010.4.30

10

20

30

40

50

【００５４】
　また、端末装置１のＣＰＵにより端末情報収集エージェントソフト（以下、「プローブ
」という）が実行されることによって、端末装置１は、当該端末装置１の動作環境を示す
情報及び当該端末装置１の種類（例えば、ＰＣ、ＰＤＡ、携帯電話機、ＳＴＢが接続され
たテレビ受像機等の電子機器の種類）を示す情報の少なくとも何れか一方を含む端末情報
を収集、取得し、サーバ装置２に提供（送信）することになる。また、プローブは、例え
ばサーバ装置２から端末装置１にダウンロードされるようにしてもよいし、例えば、ＣＤ
－ＲＯＭ、メモリカード等の記録媒体に記録されて端末装置１に読み込まれるようにして
もよい。
【００５５】
　ここで、当該端末装置１が、１０フィートＵＩ（User Interface）（機器の操作を１０
フィート（約３ｍ）程度離れてリモコンで行うことを想定したユーザ・インターフェイス
）端末である場合、当該１０フィートＵＩ端末であることを示す情報が、上記端末情報中
に含まれることになる。
【００５６】
　また、当該端末装置１の動作環境を示す情報には、例えば、ＣＰＵの種類、ＣＰＵの動
作周波数（ＣＰＵの速度）、メモリ種類、メモリ容量、メモリスロット数、ＬＡＮボード
の転送速度（ｂｐｓ）、グラフィックコントローラの情報、ビデオカードの情報、ディス
プレイの画面解像度（表示画面サイズ）、ディスプレイの表現能力（文字数、色数等）、
ネットワーク４における回線スピード（ｂｐｓ）、回線接続形態（ダイヤルアップ、ＡＤ
ＳＬ、光ケーブル等）、インストールされるソフトウェアの種類（例えば、ＯＳの種類、
アプリケーションソフトの種類、ブラウザソフトの種類、プラグインソフト（ブラウザソ
フトの機能を追加、拡張するソフトであって、例えば、マルチメディア情報を閲覧するた
めのShockwaveやFlash Player（登録商標）、或いは、デジタル文書を閲覧するためのAcr
obat Reader（登録商標）等がある）の種類）、当該ソフトウェアのバージョン等の情報
が含まれる（もちろん、上記情報の一部であってもよいし、他の情報が含まれてもよい）
。
【００５７】
　このような端末装置１の動作環境を示す情報は、電子機器の種類によって異なる（もち
ろん、同じ種類の電気機器であっても異なる場合もある）。例えば、ＰＣと携帯電話機で
は、周知の通り、ＣＰＵの動作周波数、メモリ容量、ディスプレイの有効画面サイズ、デ
ィスプレイの表現能力、ＯＳの種類、及びブラウザソフトの種類が異なるし、ＰＣのブラ
ウザソフトにはプラグインソフトを組み込めるが、携帯電話機のブラウザソフトにはプラ
グインソフトを組み込めない等の点で異なっている。
【００５８】
　［１．１－２．サーバ装置の構成及び概要機能］
　次に、サーバ装置２の構成及び概要機能について説明する。
【００５９】
　サーバ装置２は、図１に示すように、演算機能を有するＣＰＵ，作業用ＲＡＭ，ＲＯＭ
等から構成された情報処理部（コンピュータ）２１と、各種プログラム及び各種データ等
を記憶するＨＤＤ等から構成された記憶部２２と、端末装置１の通信部と協働し端末装置
１との間の通信状態を制御する通信部２３と、を備えており、情報処理部２１は、例えば
記憶部２２に記憶された、本発明の情報提供処理プログラム等を実行することにより、セ
ッション管理部２１ａ及び端末情報取得手段としての端末情報取得部２１ｂ、構造化デー
タ取得手段、表示規定データ要求受信手段及び表示規定データ生成手段としてのコンテン
ツ構成部２１ｃ、表示規定データ送信手段としてのコンテンツ提示部２１ｄ及び画像変換
制御手段、指定情報受信手段、変換画像データ送信手段、変換情報生成手段、変換識別情
報生成手段、記憶制御手段及びデータサイズ取得手段としての画像制御部２１ｅとして機
能するようになっている。
【００６０】
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　なお、情報提示処理プログラムは、例えばインターネット上の所定のサーバからサーバ
装置２にダウンロードされるようにしてもよいし、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に
記録されて当該記録媒体のドライブを介してサーバ装置２に読み込まれるようにしてもよ
い。
【００６１】
　また、上記記憶部２２には、上述したユーザ情報をユーザ毎に区別して記憶（登録）す
るユーザデータベース（ＤＢ）２２ａ、及び各コンテンツの構造化データ及び当該構造化
データ内で指定される実体データ（例えば、画像データ、映像データ、音声データ等）等
を記憶するコンテンツデータベース（ＤＢ）２２ｂ、端末装置１に提供する画像データの
変換規則等を規定する変換パラメータを記憶する画像変換パラメータデータベース（ＤＢ
）２２ｃ等が構築されている。
【００６２】
　セッション管理部２１ａは、ユーザデータベース２２ａを用いたログイン処理（認証処
理）、及びログイン後の当該通信セッションの管理を行うようになっている。また、セッ
ション管理部２１ａは、ログインしたユーザのユーザ情報をユーザデータベース２２ａか
ら取得、保持するとともに、ユーザに対して提示された入力オブジェクトにユーザが入力
したユーザ情報を、当該入力オブジェクトに付加されたデータＩＤと対応付けてユーザ毎
に記憶するようになっている。
【００６３】
　端末情報取得部２１ｂは、接続された端末装置１の端末情報を取得するようになってい
る。例えば、端末情報取得部２１ｂは、端末装置１がネットワーク４を介して接続してき
た際に、プローブを当該端末装置１に配信し、これにより取得された端末情報を端末装置
１から取得する。
【００６４】
　コンテンツ構成部２１ｃは、あるページに対応する構造化データをコンテンツデータベ
ース２２ｂから取得（抽出）し、端末情報取得部２１ｂにより取得された端末情報に基づ
いて、構造化データの記述形式を、端末装置１に合った記述形式に変換するようになって
いる。
【００６５】
　また、コンテンツ構成部２１ｃは、端末情報に基づいて、取得した構造化データに規定
された素材データの提示形式を、当該端末装置１に合った提示形式に調整するようになっ
ている。
【００６６】
　そして、コンテンツ構成部２１ｃは、提示形式が調整された構造化データをフォーマッ
ト変換して端末装置１に提供する表示規定データの一例としてのページデータを生成する
ようになっている。例えば、ＸＭＬで記述されたＸＭＬ文書からなる構造化データ（調整
後）が、ＸＨＴＭＬ（eXtensible HyperText Markup Language）で記述されたＸＨＴＭＬ
文書とＣＳＳ（Cascading Style Sheets）からなるページデータに変換される。周知の通
り、ページデータには、ＷＥＢページの表示内容（如何なる素材データが表示されるか）
が規定されるとともに、複数の素材データの表示レイアウト及び表示サイズが規定される
。ここで、表示内容は、ＸＨＴＭＬ文書に規定され、表示レイアウト及び表示サイズは、
主としてＣＳＳに規定される。
【００６７】
　画像制御部２１ｅは、提示形式が調整された構造化データに基づいて、変換パラメータ
を画像変換パラメータＤＢ２２ｃに登録するようになっている。コンテンツ構成部２１ｃ
によって提示形式が調整されることによって、構造化データの規定上における画像データ
の表示サイズ（より具体的には、横のピクセル数（幅）と縦のピクセル数（高さ））が変
更（調整）される。この構造化データから変換されたページデータに基づいて端末装置１
がＷＥＢページを画面に表示すると、画像データは、前記調整後の表示サイズで表示され
る。画像制御部２１ｅは、この調整後の表示サイズに合った画像データ端末装置１に送信
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すべく、コンテンツＤＢ２２ｂに登録されているオリジナルの画像データを画像変換サー
バ装置３に変換させるのである。そして、この変換に用いられる情報が変換パラメータで
ある。
【００６８】
　図３は、変換パラメータに設定される情報の一例を示す図である。なお、以降の説明に
おいては、コンテンツＤＢ２２ｂに登録されている画像データを、「元画像データ」、変
換された画像データ（画像変換サーバ装置３により生成された画像データ）を、「変換画
像データ」と称する場合がある。
【００６９】
　図３に示すように、変換パラメータには、キー、セッションＩＤ、変換対象画像名（画
像識別情報の一例）、ファイル形式、幅、高さ、ファイルサイズ上限、登録日時が設定さ
れる。
【００７０】
　キーは、変換パラメータを識別するための識別情報であり、当該キーとして、例えば、
7桁の数値が設定される。
【００７１】
　セッションＩＤは、ユーザがログインしてからログアウトするまでの、当該ユーザが利
用する端末装置１とサーバ装置２との間の通信に対して付与されるＩＤである。
【００７２】
　変換対象画像名は、端末装置１が要求したＷＥＢページを構成する元画像データのファ
イル名である。
【００７３】
　ファイル形式は、変換後の画像データ（画像変換によって生成されべき変換画像データ
）のファイル形式（例えば、ＪＥＰＧ（Joint Photographic Experts Group）形式、ＧＩ
Ｆ（Graphics Interchange Format）形式、ＰＮＧ（Portable Network Graphics）形式等
）を示す情報である。元画像データは、通常ＪＰＥＧ形式でコンテンツＤＢ２２ｂに登録
されているが、端末装置１の動作環境や種類によっては、端末装置１がＪＰＥＧ形式の画
面表示に対応していない場合がある。その場合には、画像変換サーバ装置３が、画像デー
タのファイル形式を、端末装置１が対応している表示可能な形式に変換する。
【００７４】
　幅及び高さは、変換後の画像データの横のピクセル数及び縦のピクセル数である。この
縦横のピクセル数は、コンテンツ構成部２１ｃによる調整後の画像データの表示サイズに
一致する。なお、幅及び高さとしては、変換後の画像データの縦横のピクセル数を特定す
ることができる情報（例えば、表示サイズの縮小率（または拡大率）等）であっても良い
。
【００７５】
　ファイルサイズ上限は、変換後の画像データのファイルサイズの上限値である。画像デ
ータの表示サイズが縮小すると、一般的に単位面積あたりにおける模様の複雑度や色数が
増すので、単純に画像データの縮小変換を行うと、変換後の画像データのファイルサイズ
は表示サイズの縮小率ほど小さくはならない場合がある。場合によっては、変換前のファ
イルサイズより変換後のファイルサイズの方が大きくなることさえある。そうすると、画
像データの表示サイズは小さくなっているのに、画像データを送受信するための通信量は
余り減らないか、かえって大きくなるという事態が生じる。そこで、画像データのファイ
ルサイズは、画像の表示面積（幅×高さ）に比例すべきという考え方から、変換前の画像
データの表示サイズと変換後の画像データの表示サイズに基づいて、ファイルサイズの上
限値が設定される。
【００７６】
　登録日時は、変換パラメータが画像変換パラメータＤＢ２２ｃに登録された登録日であ
る。変換パラメータは、登録された時点から一定の期間（例えば、１日等）が経過すると
、画像制御部２１ｅによって削除される。
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【００７７】
　画像制御部２１ｅは、ページデータを受信した端末装置１から画像データ要求を受信す
ると、対応する変換パラメータに基づいて、画像変換サーバ装置３に画像データの変換を
行わせる。そして、画像制御部２１ｅは、変換された画像データを、要求した端末装置１
に送信する。
【００７８】
　図４（Ａ）～（Ｅ）は、コンテンツ構成部２１ｃにおける処理の流れの一例を示す概念
図である。図４（Ａ）に示すように、“page1”の構造化データに規定された素材データ
６１～６５には、夫々、優先度を示す情報である“priority”が、例えば、０～２の何れ
かの値で付加されている（本実施形態においては、０が最も優先度が高く、値が大きくな
るにつれて優先度が低くなる）。なお、優先度を示す情報である“priority”は、０～２
に限定されるものはなく、例えば、０～１０等にもっと細かく規定しても良い。
【００７９】
　そして、図４（Ｂ）に示すように、“page1”の構造化データが取得され、端末情報に
基づいて、構造化データの記述形式やスクリプト等が端末装置１に対応した形式やスクリ
プト等に変換される。
【００８０】
　次いで、図４（Ｃ）に示すように、構造化データに規定された素材データ６１～６５の
提示形式が端末情報に基づき調整されている。この例における調整では、取得された端末
情報に含まれる表示画面サイズに合わせて、素材データ６１（テキスト）が表示されるべ
き表示画面上におけるエリアが「１０２４（幅（width）（横方向））×７４３（高さ（h
eight）（縦方向））ピクセル」から「６００（幅（width））×４００（高さ（height）
）ピクセル（px）」に変更（縮小）されると共に、素材データ６３（画像）が表示される
べき表示画面上におけるエリアが「４００（幅（width））×２００（高さ（height）ピ
クセル）」から「３００（幅（width））×１５０（高さ（height））ピクセル（px）」
に変更（縮小）されるように提示形式が調整されている。更に、優先度が低い（ここでは
、priority＝２）素材データ６２及び６４は削除されるように提示形式が調整されている
。これは、端末装置の表示画面サイズが小さいことに起因して、表示サイズを小さくしつ
つ全ての素材データを表示させると、素材データが小さすぎてユーザが素材データの内容
を識別することが難しくなる。そこで、優先度が低い素材データを削除することにより、
比較的優先度が高い素材データの表示サイズが小さくなりすぎることを防止する。
【００８１】
　画像データの表示サイズが調整されたので、変換パラメータの登録はこのときに行われ
る。
【００８２】
　そして、図４（Ｄ）及び（Ｅ）に示すように、ＸＭＬで記述された構造化データに規定
された素材データの内容に相当する部分がＸＨＴＭＬで記述され、素材データの提示形式
に相当する部分がＣＳＳで記述されるように変換がなされている。
【００８３】
　図５は、実際にＸＭＬで記述された構造化データの一例を示す図である。図６は、図５
における提示形式制約記述部５２ａの記述例を、図７は、図５における提示内容記述部５
２ｂの記述例を、夫々示す図である。
【００８４】
　図５に示すように、状態保持層５１では、タグ（＜＞）内に、章（chapter）、節（sec
tion）、ページ（page）の夫々の状態保持ＩＤが記述されている（例えば、“page1”の
状態保持ＩＤは、“001001001001”である）。
【００８５】
　また、図５に示すように、レイアウト層５２（この例では、“page1”に対応）には、
提示形式制約記述部５２ａ、及び提示内容記述部５２ｂが設けられている。提示形式制約
記述部５２ａ、及び提示内容記述部５２ｂは、各素材データを、<div>により分割して階
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層構造化しており、互いに同じ木構造を有している。また、各素材データには、夫々固有
の識別名(id=の後のコンマ″″内に相当する部分)が付与されている。このように意味上
のかたまりである素材データを<div>により分割して管理することで、コンテンツ制作者
がコンテンツを定義しやすく、且つ、サーバ装置２による提示形式の調整も効率良く行う
ことができる。
【００８６】
　提示形式制約記述部５２ａには、各素材データの提示形式と、上記提示形式に調整する
に当たっての各素材データの制約条件、各素材データの優先度情報、及び注釈等と、が規
定されている。例えば、図６に示す符号８１部では、表示画面上における当該ページ全体
（wrapper）の高さ（height）の初期値（default:743px）、縮小可能な高さの最小値(min
imum:300px)、拡大可能な高さの最大値(maximum:960px)、及び１０フィートＵＩ端末の場
合の高さの最小値(minimum_10feetUI:450px)、並びに幅（width）の初期値（default:102
4px）、縮小可能な幅の最小値（minimum:400px）、拡大可能な幅の最大値(maximum:1280p
x)、及び１０フィートＵＩ端末の場合の幅の最小値(minimum_10feetUI:600px)等が規定さ
れており、更に、優先度情報（priority=”0”）が規定されている。また、符号８２部で
は、当該ページ中に配置されるコンテンツヘッダ（content header）部分のエリアの高さ
（height）の初期値（default:40px）、縮小可能な高さの最小値(minimum:20px)、拡大可
能な高さの最大値(maximum:60px)、及び１０フィートＵＩ端末の場合の高さの最小値(min
imum_10feetUI:30px)、並びに幅（width）の初期値（default:1024px）、縮小可能な幅の
最小値（minimum:400px）、拡大可能な幅の最大値(maximum:1280px)、及び１０フィート
ＵＩ端末の場合の幅の最小値(minimum_10feetUI:600px)等が規定されており、更に、優先
度情報（priority=”0”）が規定されている。また、符号８３部では、当該コンテンツヘ
ッダ（content header）部分のエリアに表示される文字（p）のフォントサイズ（font-si
ze）の初期値（default:30pt）、縮小可能なフォントサイズの最小値(minimum:21pt)、拡
大可能なフォントサイズの最大値(maximum:40pt)、及び１０フィートＵＩ端末の場合のフ
ォントサイズの最小値(minimum_10feetUI:25pt)等が規定されており、優先度情報（prior
ity=”0”）が規定されている。
【００８７】
　また、図６には示されてはいないが、提示形式制約記述部５２ａには、各素材データの
表示レイアウト（ＷＥＢページ上における表示位置）が規定されている。
【００８８】
　このような提示形式制約記述部５２ａに記述された内容がコンテンツ構成部２１ｃによ
り解釈され、ＷＥＢページを要求してきた端末装置１に合った（適した）提示形式に調整
された上で、最終的にＣＳＳに記述されることになる。
【００８９】
　図８は、端末情報及び提示形式制約記述部５２ａに記述された内容に基づき生成された
ＣＳＳの記述例を示す図である。
【００９０】
　なお、上記最小値(minimum)は、上記提示形式の調整において表示エリアの縮小、或い
はフォントサイズの縮小が行われる場合に参照され、これ以下にならないように処理され
る。
【００９１】
　また、上記最大値(maximum)は、上記提示形式の調整において表示エリアの拡大、或い
はフォントサイズの拡大が行われる場合に参照され、これ以上にならないように処理され
る。
【００９２】
　また、上記最小値(minimum_10feetUI)は、端末装置１が１０フィートＵＩ端末である場
合の上記提示形式の調整において表示エリアの拡大、或いはフォントサイズの拡大が行わ
れる場合に参照され、これ以上になるように（つまり、１０フィート離れて見る場合に最
低限必要な表示エリアの大きさ）処理される。
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【００９３】
　提示内容記述部５２ｂは、各素材データの内容が規定されている。例えば、図７に示す
符号９１部では、コンテンツヘッダ（content header）部分のエリアに実際に表示される
文字（p）の内容（English Study Service）が規定されており、この内容は、最終的にＸ
ＨＴＭＬに記述されることになる。
【００９４】
　また、提示内容記述部５２ｂは、各素材データの表示レイアウトが規定されている。具
体的には、提示内容記述部５２ｂにおける各素材データの内容の記述順で、ＷＥＢページ
上における各素材データの位置関係が規定される。
【００９５】
　構造化データをＸＭＬにて記述し、提示形式及びその制約条件等を上記のように提示形
式制約記述部５２ａに、提示内容を提示内容記述部５２ｂに分離して夫々規定することで
、より提示形式の調整（アダプテーション）を行いやすくすることができる。しかも、提
示形式制約記述部５２ａに示すように、提示形式を規定するスタイルシートをＸＭＬで再
定義することで、より効率良く調整（アダプテーション）を行うことができる。
【００９６】
　なお、図６乃至図８では示してはいないが、画像データについても、提示形式制約記述
部５２ａにその提示形式の初期値等が規定され、提示内容記述部５２ｂにその提示内容が
規定される。そして、画像データの最終的な表示サイズ（表示領域の大きさ）を含む提示
形式は、ＣＳＳに記述される。
【００９７】
　コンテンツ提示部２１ｄは、以上のように生成されたページデータ（ＸＨＴＭＬとＣＳ
Ｓとから構成されるデータ）等を、ページデータを要求してきた端末装置１に対してネッ
トワーク４を介して送信することにより、上記調整された提示形式でＷＥＢページをユー
ザに対して提示させることになる。
【００９８】
　［１．１－３．画像変換サーバ装置の構成及び概要機能］
　次に、画像変換サーバ装置３の構成及び概要機能について説明する。
【００９９】
　画像変換サーバ装置３は、演算機能を有するＣＰＵ，作業用ＲＡＭ，ＲＯＭ等から構成
された情報処理部（コンピュータ）と、各種プログラム及び各種データ等を記憶する記憶
部（例えば、ＨＤＤ、ＥＥＰＲＯＭ等）と、ユーザからの操作指示を入力する操作部（例
えば、操作パネル等）と、サーバ装置２の通信部と協働しサーバ装置２との間の通信状態
を制御する通信部と、を備えている。
【０１００】
　画像変換サーバ装置３の記憶部に記憶されるプログラムとして、所定のＯＳ、画像変換
プログラム等がある。画像変換サーバ装置３のＣＰＵは、画像変換プログラムを読み出し
実行することにより、画像制御部２１ｅからのパラメータに応じて画像データを変換する
ようになっている。具体的に、画像変換サーバ装置３のＣＰＵは、パラメータとして変換
後の画像データの縦横のピクセル数（幅及び高さ）が指定された場合には、このピクセル
数となるよう、元画像データの縮小変換または拡大変換を行い、変換画像データを生成す
る。また、画像変換サーバ装置３のＣＰＵは、パラメータとしてファイル形式が指定され
た場合には、指定されたファイル形式で変換画像データを生成する。また、画像変換サー
バ装置３のＣＰＵは、パラメータとしてファイルサイズ上限が指定された場合には、生成
する変換画像データのファイルサイズが、指定されたファイルサイズ上限以下となるよう
、必要に応じて画像圧縮率を調整したり、色数を減らしたりする。そして、画像変換サー
バ装置３のＣＰＵは、複数のパラメータが指定された場合には、各パラメータの値に従っ
て、画像データの変換を行う。
【０１０１】
　画像変換サーバ装置３の画像変換による変換画像データの画質は、一般的な端末装置１
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における画像の縮小・拡大表示による画質よりも劣化が少なく、また、画像変換の処理速
度も速くなっている。
【０１０２】
　［１．２　情報提示システムの動作］
　次に、図９乃至１５を参照して、本実施形態に係る情報提示システムＳの動作例につい
て説明する。
【０１０３】
　図９は、第１実施形態に係る情報提示システムＳの処理の流れの一例を示すシーケンス
図である。
【０１０４】
　先ず、ユーザが、例えばＰＤＡを端末装置１として選択し、かかる端末装置１の操作部
を操作してブラウザソフトを実行（起動）させサーバ装置２のサイトのＵＲＬ（Uniform 
Resource Locator）を指定すると、当該端末装置１がネットワーク４を介してサーバ装置
２に接続し（通信セッションを確立）ソースを要求する（ステップＳ１）。これに応じ、
サーバ装置２は、ユーザＩＤ入力画面データ（例えば、ページデータ）等を取得して（ス
テップＳ２）ネットワーク４を介して端末装置１に送信する（ステップＳ３）。
【０１０５】
　こうして、端末装置１の表示部には、図示しないユーザＩＤ入力画面が表示されること
になり、かかる画面上には、ユーザＩＤ及びパスワードの入力欄が設けられている。この
ような表示状態において、ユーザが操作部を操作して当該入力欄に自己のユーザＩＤ及び
パスワードを入力し実行ボタンを指定（押下）すると、入力されたユーザＩＤ及びパスワ
ードがネットワーク４を介してサーバ装置２に送信される（ステップＳ４）。
【０１０６】
　サーバ装置２は、端末装置１から送信されたユーザＩＤ及びパスワードを受信し、ユー
ザ認証を実行、例えば、ユーザデータベース２２ａに当該ユーザＩＤ及びパスワードが登
録されているか否かを判別し（ステップＳ５）、登録されている場合には、サーバ装置２
は、新たなセッションＩＤを発行するとともに、ネットワーク４を介して端末装置１に対
し、端末情報を要求する（ステップＳ６）。かかる要求に対し、端末装置１は、プローブ
を起動（実行）し、当該端末装置１の端末情報を収集し（ステップＳ７）、ネットワーク
４を介してサーバ装置２に送信する（ステップＳ８）。
【０１０７】
　こうして、サーバ装置２（端末情報取得部２１ｂ）は、端末装置１から送信された端末
情報を受信、取得する。続いて、サーバ装置２（セッション管理部２１ａ）は、当該ユー
ザＩＤが示すユーザのユーザ情報をユーザデータベース２２ａから取得する（ステップＳ
９）。
【０１０８】
　こうして、取得された端末情報及びユーザ情報は、ＲＡＭ等に一旦記憶されることにな
る。
【０１０９】
　次に、サーバ装置２（コンテンツ構成部２１ｃ）は、コンテンツの所定ページに対応す
る構造化データ（例えば、１章１節１ページ目の構造化データ）を、コンテンツデータベ
ース２２ｂからＤＯＭ（Document Object Model）ツリーとして取得する（ステップＳ１
０）。
【０１１０】
　次に、サーバ装置２（コンテンツ構成部２１ｃ）は、端末情報取得部２１ｂにより取得
された端末情報に基づいて、構造化データの記述形式を、当該端末装置１に合った記述形
式に変換する（ステップＳ１１）。
【０１１１】
　次に、サーバ装置２（コンテンツ構成部２１ｃ）は、端末情報取得部２１ｂにより取得
された端末情報に基づいて、記述形式が変換された構造化データに規定された素材データ
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の提示形式を、当該端末装置１に合った提示形式に調整する（ステップＳ１２）。具体的
に、サーバ装置２は、構造化データが規定する素材データの表示レイアウトを維持しつつ
、同じく構造化データが規定する素材データの表示サイズを、端末装置１の画面解像度に
合った表示サイズに調整する。このとき、サーバ装置２は、表示サイズに調整によって、
素材データの表示サイズが、その最小値(minimum)を下回らないように、優先度の低い素
材データの表示を削除する。このように、サーバ装置２は、必要に応じて、素材データの
表示レイアウトも調整する。
【０１１２】
　次に、サーバ装置２（画像制御部２１ｅ）は、提示形式が調整された構造化データに基
づいて変換パラメータを画像変換パラメータＤＢ２２ｃに登録する画像変換パラメータ付
与処理を実行する（ステップＳ１３）。なお、かかる画像変換パラメータ付与処理の詳細
は後述する。
【０１１３】
　次に、サーバ装置２（コンテンツ構成部２１ｃ）は、提示形式が調整された構造化デー
タをフォーマット変換し、端末装置１に送信すべきページデータを構成する（ステップＳ
１４）。
【０１１４】
　そして、サーバ装置２（コンテンツ提示部２１ｄ）は、構成したページデータをネット
ワーク４を介して端末装置１に送信する（ステップＳ１５）。
【０１１５】
　端末装置１（ブラウザ）は、受信したページデータに基づき、画像データを除くＷＥＢ
ページを画面に表示するとともに、ページデータのＸＨＴＭＬ文書に記述されたｉｍｇ要
素のｓｒｃ属性に設定されているＵＲＬをリクエストＵＲＬとする画像データ要求をサー
バ装置２に送信する（ステップＳ１６）。なお、詳細は後述するが、このｉｍｇ要素のｓ
ｒｃ属性に設定されているＵＲＬには、表示すべき画像データに対応する変換パラメータ
のキーが設定されている。
【０１１６】
　サーバ装置２（画像制御部２１ｅ）は、端末装置１から送信された画像データ要求に対
応して、画像変換サーバ装置３に画像データの変換を行わせ、これによって生成された変
換画像データを端末装置１に送信する、画像変換配信処理を実行する（ステップＳ１７）
。この画像変換配信処理によって、サーバ装置２は、要求された画像データから変換され
た画像データを端末装置１に送信する（ステップＳ１８）。なお、かかる画像変換配信処
理の詳細は後述する。
【０１１７】
　端末装置１（ブラウザ）は、受信した画像データを、画面に表示されたＷＥＢページ上
の対応する表示エリアに表示する。このとき、画像データの幅及び高さと表示エリアの幅
及び高さは一致するので、端末装置１は、画像データの表示に際して、拡大表示も縮小表
示も行わない。
【０１１８】
　そして、ユーザが、端末装置１の操作部を操作することにより別のページのＵＲＬを指
定すると、端末装置１は、当該ＵＲＬをリクエストＵＲＬに設定した新たなページデータ
の要求をサーバ装置２に送信する（ステップＳ１９）。サーバ装置２は、ページデータの
要求を受信すると、ステップＳ１０～Ｓ１８と同様の処理を行うことにより、要求された
ページデータ及び画像データを端末装置１に送信する。
【０１１９】
　次に、サーバ装置２の画像変換パラメータ付与処理（ステップＳ１３）の動作例につい
て説明する。
【０１２０】
　図１０及び図１１は、第１実施形態に係るサーバ装置２の画像変換パラメータ付与処理
の流れの一例を示すフローチャートである。また、図１２は、提示形式が調整されたある
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構造化データの提示形式制約記述部の一例を示す図である。また、図１３は、提示形式が
調整されたある構造化データの提示内容記述部の一例を示す図である。また、図１４は、
図１３における提示内容記述部の一部の記述内容が書き換わった後の提示内容記述部の一
例を示す図である。
【０１２１】
　図１２に示すように、提示形式が調整されたある構造化データの提示形式制約記述部に
は、符号１０１及び１０２に示されるように、画像データの提示形式が２通り規定されて
いる。
【０１２２】
　符号１０１部では、div要素のid属性として"img"が設定されていることで、画像データ
の提示形式等が規定されていることを示している。そして、当該div要素のname属性には"
#footer.box img"が設定されている。ここで、"#"の後の"footer"は、符号１０１部で規
定された提示形式が適用されるdiv要素のid属性値を示し、また、"."の後の"box"は、div
要素のclass属性を示している。なお、"#"は、id属性を示す符号であり、"."は、class属
性を示す符号である。また、最後の"img"は、符号１０１部で規定された提示形式が適用
される要素としてimg要素が指定されていることを示している。このname属性の値によっ
て、id属性が"footer"であるdiv要素と、class属性が"box"であるdiv要素と、に囲まれた
id要素（フッターのボックス表示部分の画像データ）に対して、符号１０１部で規定され
た提示形式が適用されることとなる。そして、符号１０１部では、画像データの高さの初
期値、高さの最小値、幅の初期及び幅の最小値として、20px、6px、800px及び240pxが規
定されている。
【０１２３】
　符号１０２部では、div要素のid属性として"mokuji"が設定されていることで、ページ
の目次部分の提示形式等が規定されていることを示している。そして、当該div要素のnam
e属性には".mokuji"が設定されている。これはつまり、class属性が"mokuji"であるdiv要
素に囲まれた要素に対して、符号１０２部で規定された提示形式が適用されることとなる
。そして、符号１０２部では、画像データの高さの初期値、高さの最小値、幅の初期及び
幅の最小値として、40px、16px、250px及び100pxが規定されている。
【０１２４】
　一方、図１３に示すように、前記ある構造化データの提示内容記述部には、ページのタ
イトル部分（id属性が"title-area"であるdiv要素で囲まれた部分）の提示内容を規定す
る符号１１０部と、ページのフッターのボックス表示部分（id属性が"footer"であるdiv
要素と、class属性が"box"であるdiv要素で囲まれた部分）の提示内容を規定する符号１
２０部と、が記述されている。
【０１２５】
　符号１１０部には、img要素１１１とimg要素１１２とが記述されている。img要素１１
１には、class属性及びsrc属性が記述されている。このimg要素１１１のclass属性は"mok
uji"となっている。また、img要素１１２には、id属性及びsrc属性が記述されている。こ
のimg要素１１２のid属性は"link_howto"となっている。一方、符号１２０部には、img要
素１２１が記述されている。img要素１２１には、src属性は記述されているが、id属性及
びclass属性の何れも記述されてはない。なお、各img要素のsrc属性には、それぞれ表示
すべき画像データのＵＲＬ（指定情報の一例）が記述されている。
【０１２６】
　図１０に示すように、画像変換パラメータ付与処理が開始されると、画像制御部２１ｅ
は、提示形式が調整された提示形式制約記述部から、id属性が"img"であるdiv要素を全て
取得する（ステップＳ１０１）。かかるdiv用を取得するための問い合わせ文をＸＰａｔ
ｈ（XML Path Language）で記述すると、
　/page/page_div/page_header/page_stylecontrol//div[@id='img']
　となる。例えば、図１２に示す提示形式制約記述部からは、符号１０１部が取得される
。画像制御部２１ｅは、div要素を取得すると、取得したdiv要素のうち最初のdiv要素を
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選択する。
【０１２７】
　次いで、画像制御部２１ｅは、選択しているdiv要素のname属性、heightプロパティ（n
ame属性が"height"であるproperty要素）の値（高さの初期値）及びwidthプロパティ（na
me属性が"width"であるproperty要素）の値（幅の初期値）を取得する（ステップＳ１０
２）。例えば、符号１０１部の例では、name属性、heightプロパティ及びwidthプロパテ
ィとして、"#footer.box img"、20px及び800pxが取得される。
【０１２８】
　次いで、画像制御部２１ｅは、提示内容記述部から、ステップＳ１０２で取得されたna
me属性に対応するimg要素を全て取得する（ステップＳ１０３）。例えば、name属性が"#f
ooter.box img"である場合に、img要素を取得するための問い合わせ文を記述すると、
　/page/page_div/page_body/*[@id=‘footer’]//*[@class=‘box’]//img
　となる。この例では、図１３に示す提示内容記述部からは、img要素１２１が取得され
る。画像制御部２１ｅは、img要素を取得すると、取得したimg要素のうち最初のimg要素
を選択する。
【０１２９】
　次いで、画像制御部２１ｅは、選択しているimg要素がid属性またはclass属性を有する
か否かを判定する（ステップＳ１０４）。このとき、画像制御部２１ｅは、img要素がid
属性またはclass属性を有する場合には（ステップＳ１０４：ＹＥＳ）、当該img要素につ
いては、図１１で示すステップＳ１５１～Ｓ１６２で処理するので、ステップＳ１１１に
移行する。
【０１３０】
　一方、画像制御部２１ｅは、img要素がid属性及びclass属性の何れも有さない場合には
（ステップＳ１０４：ＮＯ）、img要素のsrc属性に基づいて、変換対象となる画像データ
の画像名、幅、高さ、ファイルサイズ及びファイル形式を取得する（ステップＳ１０５）
。具体的に、画像制御部２１ｅは、src属性に設定されているＵＲＬの画像データのファ
イル名の部分から画像名を取得する。また、画像制御部２１ｅは、取得した画像名でコン
テンツＤＢ２２ｂにアクセスし、変換対象の画像データのメタ情報やファイル管理情報等
から当該画像データのファイル形式、幅、高さ及びファイルサイズを取得する。
【０１３１】
　次いで、画像制御部２１ｅは、変換パラメータを生成する（ステップＳ１０６）。具体
的に、画像制御部２１ｅは、図９に示すステップＳ５で取得されたセッションＩＤを、変
換パラメータのセッションＩＤとして設定する。また、画像制御部２１ｅは、ステップＳ
１０５で取得された画像名を変換パラメータの変換対象画像名として設定する。また、画
像制御部２１ｅは、端末情報に基づいて、端末装置１に合ったファイル形式を、変換パラ
メータのファイル形式として設定する。また、画像制御部２１ｅは、ステップＳ１０２で
取得されたwidthプロパティ及びheightプロパティの値を、変換パラメータの幅及び高さ
として設定する。
【０１３２】
　また、画像制御部２１ｅは、ステップＳ１０５で取得したファイルサイズ（変換前の画
像データのファイルサイズ）をｓ１とし、ステップＳ１０５で取得した幅及び高さ（変換
前の画像データの幅及び高さ）をｗ１及びｈ１とし、ステップＳ１０２で取得したwidth
プロパティ値及びheightプロパティ値（変換後の画像データの幅及び高さ）をｗ２及びｈ
２とした場合において、ファイルサイズ上限Ｓ２を以下の式で求める。
【０１３３】
　Ｓ２＝Ｓ１×（（ｗ２×ｈ２）／（ｗ１×ｈ１））
　画像制御部２１ｅは、求めたＳ２を、変換パラメータのファイルサイズ上限として設定
する。また、画像制御部２１ｅは、現在日時を、変換パラメータの登録日時として設定す
る。
【０１３４】
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　画像制御部２１ｅは、このようにして変換パラメータを生成すると、この変換パラメー
タの内容と同一内容（キー及び登録日時を除く）の変換パラメータが既に画像変換パラメ
ータＤＢ２２ｃに登録されているか否かを判定する（ステップＳ１０７）。このとき、画
像制御部２１ｅは、同一内容の変換パラメータが登録されていない場合には（ステップＳ
１０７：ＮＯ）、新たなキーを発行し、当該キーを、生成した変換パラメータに対応付け
て画像変換パラメータＤＢ２２ｃに登録する（ステップＳ１０８）。
【０１３５】
　一方、画像制御部２１ｅは、同一内容の変換パラメータが登録されている場合には（ス
テップＳ１０７：ＹＥＳ）、既に登録されている同一内容の変換パラメータから、設定さ
れているキーを取得する（ステップＳ１０９）。
【０１３６】
　画像制御部２１ｅは、ステップＳ１０８またはＳ１０９の処理を終えると、選択してい
るimg要素のsrc属性の値を、ステップＳ１０８で発行したキーまたはステップＳ１０９で
取得したキーの値で書き換える（ステップＳ１１０）。例えば、img要素１２１の場合に
は、図１４に示すように、src属性が、例えば、“GetImage?key=1234567”に書き換えら
れる。ここで、"GetImage"は、画像変換サーバ装置３のドメイン名であり、"1234567”は
、キーの値である。
【０１３７】
　画像制御部２１ｅは、選択しているimg要素がid属性またはclass属性を有する場合（ス
テップＳ１０４：ＹＥＳ）、または、ステップＳ１１０の処理を終えると、現在選択して
いるimg要素が、ステップＳ１０３で取得した全てのimg要素の最後のimg要素であるか否
かを判定する（ステップＳ１１１）。このとき、画像制御部２１ｅは、現在選択している
img要素が最後のimg要素ではない場合には（ステップＳ１１１：ＮＯ）、取得したimg要
素の中から次のimg要素を選択して（ステップＳ１１２）、ステップＳ１０４に移行する
。
【０１３８】
　一方、画像制御部２１ｅは、現在選択しているimg要素が最後のimg要素である場合には
（ステップＳ１１１：ＹＥＳ）、現在選択しているdiv要素が、ステップＳ１０１で取得
した全てのdiv要素の最後のdiv要素であるか否かを判定する（ステップＳ１１３）。この
とき、画像制御部２１ｅは、現在選択しているdiv要素が最後のdiv要素ではない場合には
（ステップＳ１１３：ＮＯ）、取得したdiv要素の中から次のdiv要素を選択して（ステッ
プＳ１１４）、ステップＳ１０２に移行する。
【０１３９】
　一方、画像制御部２１ｅは、現在選択しているdiv要素が最後のdiv要素である場合には
（ステップＳ１１３：ＹＥＳ）、図１１に示すように、提示内容記述部から、id属性また
はclass属性を有するimg要素を全て取得する（ステップＳ１５１）。かかるdiv用を取得
するための問い合わせ文を記述すると、
　/page/page_div/page_body//img[@class or @id]
　となる。例えば、図１３に示す提示内容記述部からは、img要素１１１及びimg要素１１
２が取得される。画像制御部２１ｅは、img要素を取得すると、取得したimg要素のうち最
初のimg要素を選択する。
【０１４０】
　次いで、画像制御部２１ｅは、id属性値またはclass属性値のうち、選択しているimg要
素が有する属性値を取得する（ステップＳ１５２）。例えば、img要素１１１からは、cla
ss属性値として"mokuji"が取得され、img要素１１２からは、id属性値として"link_howto
"が取得される。
【０１４１】
　次いで、画像制御部２１ｅは、提示形式制約記述部から、取得したid属性値またはclas
s属性値に対応するdiv要素を取得する（ステップＳ１５３）。例えば、class属性として"
mokuji"が取得された場合に、div要素を取得するための問い合わせ文を記述すると、
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　/page/page_div/page_header/page_stylecontrol//div[@id='" + mokuji +"']
 となる。この例では、図１２に示す提示形式制約記述部からは、符号１０２部が取得さ
れる。画像制御部２１ｅは、div要素を取得すると、取得したdiv要素のうち最初のdiv要
素を選択する。
【０１４２】
　次いで、画像制御部２１ｅは、選択しているdiv要素のheightプロパティ値及びwidthプ
ロパティ値を取得する（ステップＳ１５４）。
【０１４３】
　次いで、画像制御部２１ｅは、ステップＳ１０５～Ｓ１１０と同様にして、src属性に
基づく各種情報の取得、変換パラメータの生成、キーの発行と変換パラメータの登録また
はキーの取得、src属性値の書き換えを実行する（ステップＳ１５５～Ｓ１６０）。この
結果、例えば、img要素１１１の場合には、図１４に示すように、src属性が、例えば、“
GetImage?key=2345678”に書き換えられる。また、img要素１１２の場合には、src属性が
、例えば、“GetImage?key=3456789”に書き換えられる。
【０１４４】
　次いで、画像制御部２１ｅは、現在選択しているimg要素が、ステップＳ１５１で取得
した全てのimg要素の最後のimg要素であるか否かを判定する（ステップＳ１６１）。この
とき、画像制御部２１ｅは、現在選択しているimg要素が最後のimg要素ではない場合には
（ステップＳ１６１：ＮＯ）、取得したimg要素の中から次のimg要素を選択して（ステッ
プＳ１６２）、ステップＳ１５２に移行する。
【０１４５】
　一方、画像制御部２１ｅは、現在選択しているimg要素が最後のimg要素である場合には
（ステップＳ１６１：ＹＥＳ）、画像変換パラメータ付与処理を終了させる。
【０１４６】
　次に、サーバ装置２の画像変換配信処理（ステップＳ１７）の動作例について説明する
。
【０１４７】
　図１５は、第１実施形態に係るサーバ装置２の画像変換配信処理の流れの一例を示すフ
ローチャートである。
【０１４８】
　サーバ装置２が画像データ要求を受信すると、画像制御部２１ｅは、画像変換サーバ装
置３のリバースプロキシとして機能し、画像変換配信処理を開始させる。
【０１４９】
　先ず、画像制御部２１ｅは、画像データ要求に設定されているリクエストＵＲＬからキ
ー値を取得する（ステップＳ２０１）。
【０１５０】
　次いで、画像制御部２１ｅは、画像変換パラメータＤＢ２２ｃから、取得したキー値に
対応する変換パラメータを取得する（ステップＳ２０２）。
【０１５１】
　次いで、画像制御部２１ｅは、取得した変換パラメータに基づいて、画像変換サーバ装
置３に対して画像データの変換を要求する（ステップＳ２０３）。具体的に、画像制御部
２１ｅは、変換パラメータに設定されている変換対象画像名で特定される元画像データを
コンテンツＤＢ２２ｂから取得し、当該元画像データを画像変換サーバ装置３に入力する
とともに、変換パラメータに設定されているファイル形式、幅、高さ及びファイルサイズ
上限をパラメータとして画像変換サーバ装置３に入力する。画像変換サーバ装置３は、入
力されたパラメータに従って元画像データを変換し、変換画像データを生成する。
【０１５２】
　画像制御部２１ｅは、変換画像データが生成されると、当該変換画像データを画像変換
サーバ装置３から取得する（ステップＳ２０４）。そして、画像制御部２１ｅは、取得し
た変換画像データを端末装置１に送信して（ステップＳ２０５）、画像変換配信処理を終
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了させる。
【０１５３】
　以上説明したように、本実施形態によれば、サーバ装置２の情報処理部２１は、取得し
た端末情報が示す端末装置１の画面解像度に合ったサイズで、且つ、取得された構造化デ
ータが規定する表示レイアウトで、端末装置１の画面に複数の素材データが表示されるよ
う、構造化データが規定する素材データの表示サイズを調整することによって、ページデ
ータを生成し、複数の表示要素に含まれる画像データを、その調整された表示サイズ（高
さ及び幅）に相当する縦横の画素数の画像データとして画像変換サーバ装置３に拡大変換
または縮小変換させることによって、変換画像データを生成させ、ページデータを受信し
た端末装置１から、当該ページデータに含まれるimg要素のsrc属性に設定されたＵＲＬを
含む画像データ要求を受信すると、当該画像データ要求に含まれるＵＲＬに対応する変換
画像データを端末装置に送信する。そして、端末装置１は、ページデータに基づいて、端
末装置１の画面の解像度に合わせて調整された表示サイズで、変換画像データを含む複数
の素材データを画面に表示する。
【０１５４】
　従って、表示内容が同じページデータや画像データを予め端末装置１の種類や動作環境
等毎に複数用意しなくても、様々な端末装置１の画面の解像度に合った表示サイズで且つ
ページデータが規定する表示レイアウトで、複数の素材データを表示させることができる
。また、ページデータが規定する画像データの表示サイズに相当する縦横の画素数と、変
換画像データの縦横の画素数は一致するので、端末装置１は、画像の拡大や縮小を行わな
くとも、規定された表示レイアウト及び調整された表示サイズで画像データを表示するこ
とができる。
【０１５５】
　また、情報処理部２１は、調整した画像データの表示サイズと、当該画像データを識別
するための画像データ識別情報と、を示す情報を指定情報中に設定することでページデー
タを生成し、当該ページデータを端末装置１に送信しておき、端末装置１から画像データ
要求を受信したときに、当該画像データ要求に含まれるＵＲＬに基づいて、送信すべき画
像データの変換を画像変換サーバ装置３に行わせるので、ページデータは送信したものの
、何らかの原因で端末装置１から画像データ要求が送信されなかったときに、予め画像変
換を行うことによる処理の無駄を省くことができる。
【０１５６】
　また、情報処理部２１は、調整した画像データの表示サイズと、当該画像データの画像
データ識別情報と、を含む変換パラメータを、当該変換パラメータを識別するためのキー
に対応付けて記憶部２２に記憶させ、端末装置１から画像データ要求を受信したときに、
画像データ要求に含まれるＵＲＬに設定されているキーに対応する変換パラメータに基づ
いて、画像データの変換を画像変換サーバ装置３に行わせるので、キーのデータサイズを
変換パラメータのデータサイズよりも小さくすることで、変換パラメータの内容を直接im
g属性のsrc属性のＵＲＬ中に設定する場合と比較して、ページデータの送信に伴う通信量
を少なくすることができる。
【０１５７】
　また、情報処理部２１は、内容（画像名、ファイル形式、幅、高さ及びファイル上限）
が同じ変換パラメータについては、同一のキーをimg要素のsrc属性のＵＲＬに設定するの
で、端末装置１側で使用するブラウザソフトが、画像データ等のキャッシュ機能を有する
場合には、表示内容が同じで且つ縦横の画素数が同じ画像データについては、サーバ装置
２に画像データの要求を行わなくても、ページデータで規定された表示サイズで画像デー
タを表示することができるので、情報処理部２１及び画像変換サーバ３の処理負担を軽減
させることができる。
【０１５８】
　また、情報処理部２１は、画像データのデータサイズが、その画素数に比例したサイズ
以下となるように画像変換サーバ３に変換を行わせるので、例えば、画像データの表示サ
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イズは縮小したのに、その画像データの送信に要する通信量は、表示サイズの縮小分ほど
減少しないという事態を防止することができる。
【０１５９】
　また、予め複数のファイル形式の画像データを用意しなくとも、端末装置１が対応可能
なファイル形式の画像データに変換されるので、端末装置１が、受信した変換画像データ
を表示することができないという事態を回避することができる。
【０１６０】
　なお、本実施形態においては、変換パラメータをキーに対応付けて画像変換パラメータ
ＤＢ２２ｃに登録し、当該キーをimg要素のsrc属性のＵＲＬに設定するようにしていたが
、例えば、画像変換パラメータＤＢ２２ｃへの登録を行わずに、変換パラメータの内容（
画像名、ファイル形式、幅、高さ、ファイルサイズ上限）をimg要素のsrc属性のＵＲＬに
設定し、端末装置１から受信した画用データ要求に含まれているリクエストＵＲＬ中の各
パラメータに基づいて、画像変換サーバ３に変換を行わせてもよい。ただし、この場合は
、キーを用いるよりもＵＲＬのデータサイズが大きくなるので、その分ページデータの通
信量は増加する。
【０１６１】
　［２．第２実施形態］
　次に、第２実施形態について説明する。
【０１６２】
　上記説明した第１実施形態において、サーバ装置２は、ページデータを送信後、端末装
置１から画像データ要求を受信したときに、送信すべき画像データの変換を行っていたが
、以下に説明する第２実施形態においては、端末装置１からページデータの要求を受信し
、構造化データの提示形式の調整を行ったときに、画像データの変換を行うようになって
いる。
【０１６３】
　［２．１　サーバ装置の構成及び概要機能］
　先ず、図１６を参照して、第２実施形態に係るサーバ装置２ａの構成及び概要機能につ
いて説明する。
【０１６４】
　図１６は、第２実施形態に係る情報提示システムＳＳの概要構成例を示す図である。
【０１６５】
　図１６に示すように、本実施形態に係る情報提示システムＳＳは、第１実施形態に係る
情報提示システムＳと同様に、端末装置１と、サーバ装置２と、画像変換サーバ装置３と
、を含んで構成されており、端末装置１とサーバ装置２とは、ネットワーク４を介して相
互にデータの送受信が可能となっている。また、端末装置１の構成及び機能と、画像変換
サーバ装置３の構成及び機能とは、第１実施形態の場合と同様である。
【０１６６】
　本実施形態に係るサーバ装置２ａの構成は、記憶部２２に画像変換パラメータＤＢ２２
ｃが構築されていない点において、第１実施形態に係るサーバ装置２の構成と異なってお
り、その他の点においてはサーバ装置２の構成と同様である。
【０１６７】
　このような構成のサーバ装置２ａにおいて、情報処理部２１の画像制御部２１ｅは、提
示形式が調整された構造化データに基づいて、画像データの変換を画像変換サーバ３に行
わせ、変換された画像データ（変換画像データ）を記憶部２２に記憶するようになってい
る。
【０１６８】
　また、画像制御部２１ｅは、ページデータを受信した端末装置１から画像データ要求を
受信すると、対応する変換画像データを記憶部２２から取得し、当該変換画像データを端
末装置１に送信するようになっている。
【０１６９】
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　なお、記憶部２２に記憶された変換画像データは、記憶された時点から一定の期間（例
えば、１日等）が経過すると、画像制御部２１ｅによって削除される。
【０１７０】
　［２．２　情報提示システムの動作］
　次に、図１７乃至１９を参照して、本実施形態に係る情報提示システムＳＳの動作例に
ついて説明する。
【０１７１】
　図１７は、第２実施形態に係る情報提示システムＳＳの処理の流れの一例を示すシーケ
ンス図であり、同図において、図９と同様の要素については同様の符号を付してある。
【０１７２】
　図１７に示すように、ステップＳ１～Ｓ１２の動作については、第１実施形態の場合と
同様である。ステップＳ１２において構造化データの提示形式の調整が行われた後、サー
バ装置２ａ（画像制御部２１ｅ）は、提示形式が調整された構造化データに基づいて、画
像データの変換を画像変換サーバ装置３に行わせる画像変換制御処理を実行し、構造化デ
ータの提示内容記述部に記述されているimg要素のsrc要素に設定されているＵＲＬを、変
換後の画像データ（変換画像データ）を指定するように書き換える（ステップＳ２１）。
なお、画像変換制御処理の詳細は後述する。
【０１７３】
　その後、ステップＳ１４～Ｓ１６の動作については、第１実施形態の場合と同様である
。ステップＳ１６において、画像データ要求が端末装置１からサーバ装置２ａに送信され
ると、サーバ装置２ａ（画像制御部２１ｅ）は、画像データ要求に設定されているリクエ
ストＵＲＬが示す変換画像データを、記憶部２２から取得し（ステップＳ２２）、当該変
換画像データを端末装置１に送信する（ステップＳ１８）。その後の動作は、第１実施形
態の場合と同様である。
【０１７４】
　次に、サーバ装置２ａの画像変換制御処理（ステップＳ２１）の動作例について説明す
る。
【０１７５】
　図１８及び図１９は、第２実施形態に係るサーバ装置２の画像変換制御処理の流れの一
例を示すフローチャートであり、同図において、図１０または図１１と同様の要素につい
ては同様の符号を付してある。図１８及び図１９に示すように、画像変換制御処理は、第
１実施形態に係る画像変換パラメータ付与処理と、処理内容が一部共通している。
【０１７６】
　図１８に示すように、ステップＳ１０１～Ｓ１０５の処理は、第１実施形態に係る画像
変換パラメータ付与処理と同様である。画像制御部２１ｅは、ステップＳ１０５において
、変換対象となる画像データの画像名、幅、高さ、ファイルサイズ及びファイル形式を取
得すると、ステップＳ１０２及びＳ１０５において取得した情報に基づいて、画像変換サ
ーバ装置３に対して画像データの変換を要求する（ステップＳ１２１）。具体的に、画像
制御部２１ｅは、端末情報に基づいて、端末装置１に合ったファイル形式を画像変換サー
バ装置３に入力するファイル形式として特定する。また、画像制御部２１ｅは、図１０に
示すステップＳ１０６と同様に、ファイルサイズ上限値を求める。そして、画像制御部２
１ｅは、Ｓ１０５において取得した画像名で特定される元画像データをコンテンツＤＢ２
２ｂから取得し、当該元画像データを画像変換サーバ装置３に入力するとともに、特定し
たファイル形式、ステップＳ１０２において取得したwidthプロパティ及びheightプロパ
ティ、求めたファイルサイズ上限値をパラメータとして画像変換サーバ装置３に入力する
。画像変換サーバ装置３は、入力されたパラメータに従って元画像データを変換し、変換
画像データを生成する。
【０１７７】
　画像制御部２１ｅは、変換画像データが生成されると、当該変換画像データを画像変換
サーバ装置３から取得する（ステップＳ１２２）。
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【０１７８】
　次いで、画像制御部２１ｅは、取得した変換画像データを、元画像データの画像名とは
異なる画像名（変換画像データ識別情報の一例）で記憶部２２に記憶させる（ステップＳ
１２３）。このときの画像名は、既に記憶されている変換画像データの画像名とは重なら
ないように決定される。
【０１７９】
　次いで、画像制御部２１ｅは、選択しているimg要素のsrc属性の値のファイル名の部分
を、変換画像データの画像名に書き換える（ステップＳ１２４）。
【０１８０】
　その後、ステップＳ１１１～Ｓ１１４及び図１９に示すステップＳ１５１～Ｓ１５５の
処理は、第１実施形態に係る画像変換パラメータ付与処理と同様である。
【０１８１】
　画像制御部２１ｅは、ステップＳ１５５において、変換対象となる画像データの画像名
、幅、高さ、ファイルサイズ及びファイル形式を取得すると、ステップＳ１２１～Ｓ１２
４と同様にして、画像データの変換の要求、変換画像データの取得及び記憶、並びにsrc
属性値の書き換えを実行する（ステップＳ１７１～Ｓ１７４）。その後、ステップＳ１６
１及びＳ１６２の処理は、第１実施形態に係る画像変換パラメータ付与処理と同様である
。
【０１８２】
　以上説明したように、本実施形態によれば、情報処理部２１は、構造化データの提示形
式を調整したときに、画像データの変換を画像変換サーバ装置３に行わせ、提示内容記述
部のimg要素のsrc属性のＵＲＬの画像データの画像名の部分を、生成された変換画像デー
タの画像名に書き換えてページデータを生成して端末装置１に送信し、端末装置１から画
像データ要求を受信したときに、当該画像データ要求報に含まれるリクエストＵＲＬに対
応する変換画像データを取得して端末装置１に送信する。
【０１８３】
　従って、表示内容が同じページデータや画像データを予め端末装置１の種類や動作環境
等毎に複数用意しなくても、様々な端末装置１の画面の解像度に合った表示サイズで且つ
ページデータが規定する表示レイアウトで、複数の素材データを表示させることができる
。また、ページデータが規定する画像データの表示サイズに相当する縦横の画素数と、変
換画像データの縦横の画素数は一致するので、端末装置１は、規定された表示サイズで画
像データを表示するために画像の拡大や縮小を行う必要がない。
【０１８４】
　なお、上記説明した各実施形態においては、ページデータの記述言語として、ＸＨＴＭ
Ｌが用いていたが、例えば、ＨＴＭＬを用いても良い。また、複数の素材データの表示レ
イアウト及び表示サイズは、例えば、ＨＴＭＬ文書中に直接規定しても良い。
【０１８５】
　また、上記各実施形態においては、画像データの表示サイズをページデータ（ＣＳＳ）
で規定するようにしていたが、サーバ装置２から送信される画像データの表示サイズは、
調整された表示サイズと一致することから、端末装置１は、画像の拡大縮小を行うことな
く表示しても問題はないので、画像データの表示サイズをページデータで規定しなくても
良い。
【０１８６】
　また、上記各実施形態においては、指示情報としてＵＲＬを適用していたが、例えば、
ＵＲＮ（Uniform Resource Name）を適用しても良い。
【０１８７】
　また、上記各実施形態においては、画像変換サーバ装置３をサーバ装置２の外部に設け
ていたが、画像変換サーバ装置３をサーバ装置２に内蔵させても良い。また、画像変換サ
ーバ装置３を設ける代わりに、当該画像変換サーバ装置３の画像変換機能を実現するため
のプログラムを記憶部２２に記憶させ、サーバ装置２の情報処理部２１が、当該プログラ
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ムを読み出し実行することにより、画像変換を行うようにして良い。
【０１８８】
　また、端末情報を取得する方法は、上述したプローブによるものではなく、例えば、端
末装置１からの要求に含まれるUser Agentから取得するようにしても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１８９】
【図１】第１実施形態に係る情報提示システムの概要構成例を示す図である。
【図２】あるコンテンツの構造化データの一例を示す概念図である。
【図３】変換パラメータに設定される情報の一例を示す図である。
【図４】（Ａ）～（Ｅ）は、コンテンツ構成部２１ｃにおける処理の流れの一例を示す概
念図である。
【図５】実際にＸＭＬで記述された構造化データの一例を示す図である。図６は、図５に
おける提示形式制約記述部５２ａの記述例を示す図である。
【図６】図５における提示形式制約記述部５２ａの記述例を示す図である。
【図７】図５における提示内容記述部５２ｂの記述例を示す図である。
【図８】端末情報及び提示形式制約記述部５２ａに記述された内容に基づき生成されたＣ
ＳＳの記述例を示す図である。
【図９】第１実施形態に係る情報提示システムＳの処理の流れの一例を示すシーケンス図
である。
【図１０】第１実施形態に係るサーバ装置２の画像変換パラメータ付与処理の流れの一例
を示すフローチャートである。
【図１１】第１実施形態に係るサーバ装置２の画像変換パラメータ付与処理の流れの一例
を示すフローチャートである。
【図１２】提示形式が調整されたある構造化データの提示形式制約記述部の一例を示す図
である。
【図１３】提示形式が調整されたある構造化データの提示内容記述部の一例を示す図であ
る。
【図１４】図１３における提示内容記述部の一部の記述内容が書き換わった後の提示内容
記述部の一例を示す図である。
【図１５】第１実施形態に係るサーバ装置２の画像変換配信処理の流れの一例を示すフロ
ーチャートである。
【図１６】第２実施形態に係る情報提示システムＳＳの概要構成例を示す図である。
【図１７】第２実施形態に係る情報提示システムＳＳの処理の流れの一例を示すシーケン
ス図である。
【図１８】第２実施形態に係るサーバ装置２の画像変換制御処理の流れの一例を示すフロ
ーチャートである。
【図１９】第２実施形態に係るサーバ装置２の画像変換制御処理の流れの一例を示すフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
【０１９０】
　１　端末装置
　２、２ａ　サーバ装置
　２１　情報処理部
　２１ａ　セッション管理部
　２１ｂ　端末情報取得部
　２１ｃ　コンテンツ構成部
　２１ｄ　コンテンツ提示部
　２１ｅ　画像制御部
　２２　記憶部
　２２ａ　ユーザデータベース
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　２２ｂ　コンテンツデータベース
　２２ｃ　画像変換パラメータデータベース
　２３　通信部
　３　画像変換サーバ装置
　４　ネットワーク
　Ｓ、ＳＳ　情報処理システム

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】



(37) JP 2010-97291 A 2010.4.30

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 5E501 AA04  AB03  AB14  AC22  AC23  AC25  AC34  BA03  BA12  CA02 
　　　　 　　        DA14  FA44  FB04  FB45 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

