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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　選択装置と閲覧履歴管理装置とコメント付加装置とを備えた注目情報付加部と、ハイラ
イト部分決定装置と閲覧画面ハイライト表示装置と注目情報付加者抽出装置とを備えた注
目情報利用部、およびウェブブラウザ，ユーザインタフェース，注目情報送受信装置とを
備えたクライアント装置による情報表示装置であって、
　前記選択装置は、ウェブブラウザ上の文書の一部または全部を選択する手段、を備え、
　コメント付加装置は、入力されたコメントを前記選択部分に対して付加する手段、を備
え、
　前記閲覧履歴管理装置は、前記選択部分に基づいて、閲覧画面中で選択されたテキスト
情報，前記閲覧画面に対応する参照子，テキスト選択時の前記文書のサムネール情報，選
択部分のテキスト情報の前記文書中における位置情報，当該閲覧画面を閲覧した総時間，
コメント付加装置によって付加されたコメント及びタグ，注目情報付加者属性を含む注目
情報を保存する手段、を備え、
　前記注目情報送受信装置は、
　ネットワークを介して前記注目情報と注目情報付加者識別子を注目情報蓄積サーバに送
信する手段と、
　前記注目情報蓄積サーバに前記閲覧画面に対する注目情報を問合せ、その注目情報が存
在すれば、該注目情報蓄積サーバから注目情報を受信する手段と、を備え、
　前記ウェブブラウザは、注目情報を有する閲覧画面を表示する手段、を備え、
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　前記ハイライト部分決定装置が、注目情報として選択されたテキスト部分を囲むように
タグ、および当該注目情報の注目情報付加者識別子を当該文書に埋め込むことで中間ファ
イルを生成し、該中間ファイルの中の前記埋め込んだタグに囲まれたテキスト部分の強調
表示方法を前記埋め込まれた注目情報付加者識別子に応じて決定する手段、を備え、
　前記閲覧画面ハイライト表示装置は、
　前記ハイライト部分決定装置によって決定された強調表示を行う部分とその強調表示方
法に従って、ウェブブラウザの閲覧画面に強調表示し重畳表示する手段と、
　注目情報付加氏名並びに注目情報を含む注目情報付加者一覧を表示させるためのマーク
を閲覧中文書の強調表示部分の近傍に重畳しウェブブラウザにユーザインタフェースを用
いて表示する手段と、を備え、
　前記注目情報付加者抽出装置は、前記マークが選択されると、該マークの近傍の強調表
示部分に付与された注目情報に対応した注目情報付加者名の一覧を表示し、一覧表示にお
ける注目情報付加者名が選択された後に、その選択された注目情報付加者名に対応する注
目情報付加履歴を表示する手段、を備える、
　ことを特徴とする情報表示装置。
【請求項２】
　選択装置と閲覧履歴管理装置とコメント付加装置とを備えた注目情報付加部と、ハイラ
イト部分決定装置と閲覧画面ハイライト表示装置と注目情報付加者抽出装置とを備えた注
目情報利用部、およびウェブブラウザ，ユーザインタフェース，注目情報送受信装置とを
備えたクライアント装置による情報表示方法であって、
　前記選択装置が、ウェブブラウザ上の文書の一部または全部を選択するステップと、
　コメント付加装置が、入力されたコメントを前記選択部分に対して付加するステップと
、
　前記閲覧履歴管理装置が、前記選択部分に基づいて、閲覧画面中で選択されたテキスト
情報，前記閲覧画面に対応する参照子，テキスト選択時の前記文書のサムネール情報，選
択部分のテキスト情報の前記文書中における位置情報，当該閲覧画面を閲覧した総時間，
コメント付加装置によって付加されたコメント及びタグ，注目情報付加者属性を含む注目
情報を保存するステップと、
　前記注目情報送受信装置が、
　ネットワークを介して前記注目情報と注目情報付加者識別子を注目情報蓄積サーバに送
信するステップと、
　前記注目情報蓄積サーバに前記閲覧画面に対する注目情報を問合せ、その注目情報が存
在すれば、該注目情報蓄積サーバから注目情報を受信するステップと、
　前記ウェブブラウザが、注目情報を有する閲覧画面を表示するステップと、
　前記ハイライト部分決定装置が、注目情報として選択されたテキスト部分を囲むように
タグ、および当該注目情報の注目情報付加者識別子を当該文書に埋め込むことで中間ファ
イルを生成し、該中間ファイルの中の前記埋め込んだタグに囲まれたテキスト部分の強調
表示方法を前記埋め込まれた注目情報付加者識別子に応じて決定するステップと、
　前記閲覧画面ハイライト表示装置が、
　前記ハイライト部分決定装置によって決定された強調表示を行う部分とその強調表示方
法に従って、ウェブブラウザの閲覧画面に強調表示し重畳表示するステップと、
　注目情報付加氏名並びに注目情報を含む注目情報付加者一覧を表示させるためのマーク
を閲覧中文書の強調表示部分の近傍に重畳しウェブブラウザにユーザインタフェースを用
いて表示するステップと、
　前記注目情報付加者抽出装置が、前記マークが選択されると、該マークの近傍の強調表
示部分に付与された注目情報に対応した注目情報付加者名の一覧を表示し、一覧表示にお
ける注目情報付加者名が選択された後に、その選択された注目情報付加者名に対応する注
目情報付加履歴を表示するステップと、を有することを特徴とする情報表示方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の情報表示方法を、コンピュータで実行可能なコンピュータプログラム
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として記述したことを特徴とする情報表示プログラム。
【請求項４】
　請求項２に記載の情報表示方法を、コンピュータで実行可能なプログラムに記述し、そ
のプログラムを記録したことを特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワーク上の情報を閲覧するための情報表示技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットの普及によって、個人が閲覧できるウェブページの数は膨大になってき
ている。インターネット利用者の多くは、検索エンジンなどのツールを用いて有用な情報
を取得している。その検索し取得したウェブページの再利用に備え、そのウェブページの
閲覧履歴を管理する方式が知られている。例えば、ウェブページの閲覧履歴を再利用する
ツールとしては、ブックマーク機能が挙げられる。
【０００３】
　また、閲覧履歴に対して利用者に個人嗜好情報を付加させ、その付加情報を利用して利
用者が要求する閲覧履歴を抽出し、利用者に提示する方式が知られている（例えば、非特
許文献１参照）。
【０００４】
　自己の経験に関する曖昧な情報に対して、その曖昧性の解消を目的として再探索行動が
行われることがある。利用者のインターネットにおける探索行動（あるいは、検索行動）
においても、一度経験した作業を再度探索し活用することは有効なものである。例えば、
ウェブページに対して効率的に注目情報を付加し有効利用することよって経験した情報の
再利用を容易にする注目情報付加・利用方式が知られている（例えば、非特許文献２参照
）。
【非特許文献１】大浦啓一郎，日高哲雄，森田哲之，加藤泰久，奥雅博、「ＮａＭｉＳＥ
Ｎ：ウェブ閲覧履歴への個人嗜好情報付加・抽出ツールの開発」，電子情報通信学会，２
００５，電子情報通信学会技術研究報告，ＯＩＳ２００５－１４，Ｖｏｌ．１０５，Ｎｏ
．２００，ｐｐ．１１－１６。
【非特許文献２】大浦啓一郎，森田哲之，倉恒子，日高哲雄，田中明通，加藤泰久、「注
目情報付加・利用方式”ＮａＭｉＳＥＮ”の評価」，電子情報通信学会，２００５，電子
情報通信学会技術研究報告，ＯＩＳ２００５－８５，Ｖｏｌ．１０５，Ｎｏ．５２９，ｐ
ｐ．３５－４０。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の注目情報付加・利用方式では、他の閲覧者の閲覧中文書に対する注目箇所を共有
して確認できないため、多角的な視点を持つことができない。即ち、その閲覧者個人の視
点のみでインターネットにおける様々な判断（例えば、購入物品の決定）を行わなければ
ならず、結果として不利益な行動をとってしまうことがある。
【０００６】
　本発明は、前記課題に基づいてなされたものであって、閲覧中文書に対して、他閲覧者
の注目箇所を共有して重畳表示させることによって、当該文書に対して多角的な視点を取
り入れながらの文書閲覧を支援し、さらに、閲覧中文書に対して、他閲覧者の注目箇所を
共有して重畳表示させることによって、当該文書の閲覧を効率化する情報表示装置，情報
表示方法，その方法を実装したプログラム及びそのプログラムを記録した媒体を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明は、前記課題の解決を図るために、請求項１記載の発明は、選択装置と閲覧履歴
管理装置とコメント付加装置とを備えた注目情報付加部と、ハイライト部分決定装置と閲
覧画面ハイライト表示装置と注目情報付加者抽出装置とを備えた注目情報利用部、および
ウェブブラウザ，ユーザインタフェース，注目情報送受信装置とを備えたクライアント装
置による情報表示装置であって、前記選択装置は、ウェブブラウザ上の文書の一部または
全部を選択する手段、を備え、コメント付加装置は、入力されたコメントを前記選択部分
に対して付加する手段、を備え、前記閲覧履歴管理装置は、前記選択部分に基づいて、閲
覧画面中で選択されたテキスト情報，前記閲覧画面に対応する参照子，テキスト選択時の
前記文書のサムネール情報，選択部分のテキスト情報の前記文書中における位置情報，当
該閲覧画面を閲覧した総時間，コメント付加装置によって付加されたコメント及びタグ，
注目情報付加者属性を含む注目情報を保存する手段、を備え、前記注目情報送受信装置は
、ネットワークを介して前記注目情報と注目情報付加者識別子を注目情報蓄積サーバに送
信する手段と、前記注目情報蓄積サーバに前記閲覧画面に対する注目情報を問合せ、その
注目情報が存在すれば、該注目情報蓄積サーバから注目情報を受信する手段と、を備え、
前記ウェブブラウザは、注目情報を有する閲覧画面を表示する手段、を備え、前記ハイラ
イト部分決定装置が、注目情報として選択されたテキスト部分を囲むようにタグ、および
当該注目情報の注目情報付加者識別子を当該文書に埋め込むことで中間ファイルを生成し
、該中間ファイルの中の前記埋め込んだタグに囲まれたテキスト部分の強調表示方法を前
記埋め込まれた注目情報付加者識別子に応じて決定する手段、を備え、前記閲覧画面ハイ
ライト表示装置は、前記ハイライト部分決定装置によって決定された強調表示を行う部分
とその強調表示方法に従って、ウェブブラウザの閲覧画面に強調表示し重畳表示する手段
と、注目情報付加氏名並びに注目情報を含む注目情報付加者一覧を表示させるためのマー
クを閲覧中文書の強調表示部分の近傍に重畳しウェブブラウザにユーザインタフェースを
用いて表示する手段と、を備え、前記注目情報付加者抽出装置は、前記マークが選択され
ると、該マークの近傍の強調表示部分に付与された注目情報に対応した注目情報付加者名
の一覧を表示し、一覧表示における注目情報付加者名が選択された後に、その選択された
注目情報付加者名に対応する注目情報付加履歴を表示する手段、を備える、ことを特徴と
する。
【０００９】
　請求項２記載の発明は、選択装置と閲覧履歴管理装置とコメント付加装置とを備えた注
目情報付加部と、ハイライト部分決定装置と閲覧画面ハイライト表示装置と注目情報付加
者抽出装置とを備えた注目情報利用部、およびウェブブラウザ，ユーザインタフェース，
注目情報送受信装置とを備えたクライアント装置による情報表示方法であって、前記選択
装置が、ウェブブラウザ上の文書の一部または全部を選択するステップと、コメント付加
装置が、入力されたコメントを前記選択部分に対して付加するステップと、前記閲覧履歴
管理装置が、前記選択部分に基づいて、閲覧画面中で選択されたテキスト情報，前記閲覧
画面に対応する参照子，テキスト選択時の前記文書のサムネール情報，選択部分のテキス
ト情報の前記文書中における位置情報，当該閲覧画面を閲覧した総時間，コメント付加装
置によって付加されたコメント及びタグ，注目情報付加者属性を含む注目情報を保存する
ステップと、前記注目情報送受信装置が、ネットワークを介して前記注目情報と注目情報
付加者識別子を注目情報蓄積サーバに送信するステップと、前記注目情報蓄積サーバに前
記閲覧画面に対する注目情報を問合せ、その注目情報が存在すれば、該注目情報蓄積サー
バから注目情報を受信するステップと、前記ウェブブラウザが、注目情報を有する閲覧画
面を表示するステップと、前記ハイライト部分決定装置が、注目情報として選択されたテ
キスト部分を囲むようにタグ、および当該注目情報の注目情報付加者識別子を当該文書に
埋め込むことで中間ファイルを生成し、該中間ファイルの中の前記埋め込んだタグに囲ま
れたテキスト部分の強調表示方法を前記埋め込まれた注目情報付加者識別子に応じて決定
するステップと、前記閲覧画面ハイライト表示装置が、前記ハイライト部分決定装置によ
って決定された強調表示を行う部分とその強調表示方法に従って、ウェブブラウザの閲覧
画面に強調表示し重畳表示するステップと、注目情報付加氏名並びに注目情報を含む注目
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情報付加者一覧を表示させるためのマークを閲覧中文書の強調表示部分の近傍に重畳しウ
ェブブラウザにユーザインタフェースを用いて表示するステップと、前記注目情報付加者
抽出装置が、前記マークが選択されると、該マークの近傍の強調表示部分に付与された注
目情報に対応した注目情報付加者名の一覧を表示し、一覧表示における注目情報付加者名
が選択された後に、その選択された注目情報付加者名に対応する注目情報付加履歴を表示
するステップと、を有することを特徴とする。
【００１１】
　請求項３記載の発明は、情報表示プログラムであって、請求項２に記載の情報表示方法
を、コンピュータで実行可能なコンピュータプログラムとして記述したことを特徴とする
。
【００１２】
　請求項４記載の発明は、記録媒体であって、請求項２に記載の情報表示方法を、コンピ
ュータで実行可能なプログラムに記述し、そのプログラムを記録したことを特徴とする
【００１３】
　前記請求項１，２記載の発明によれば、閲覧画面ハイライト表示が注目情報（または、
注目情報付加者属性に関する注目情報）を強調表示できる。注目情報付加者抽出装置が注
目情報付加者一覧表示リンクを表示できる。
【００１５】
　前記請求項３の発明によれば、請求項２に記載の情報表示方法をコンピュータプログラ
ムとして取得できる。
【００１６】
　前記請求項４の発明によれば、請求項２に記載の情報表示方法を実装したコンピュータ
プログラムを媒体として取り扱うことができる。
【発明の効果】
【００１７】
　以上示したように請求項１，２の発明によれば、閲覧画面ハイライト表示装置の強調表
示によって、閲覧画面中に他の利用者の重要だと思った部分を発見することが容易となり
、当該閲覧画面中における新たな知識や考え方の発見を促進できる。また、注目情報付加
者抽出装置が抽出した結果を注目情報付加者一覧表示リンクで表示させることによって、
注目情報利用者が、コメントやタグ等を表示させることにより注目情報付加者の注目した
部分の文章等の感想等を容易に知ることが可能となる。また、その注目情報を付加した注
目情報付加者（または、注目情報付加者属性に基づいた注目情報付加者）の文書閲覧傾向
を知ることもでき、注目情報利用者の知識獲得の効率化に寄与できる。
【００１９】
　請求項３の発明によれば、情報表示方法を実装したコンピュータプログラムに基づくサ
ービスを提供できる。
【００２０】
　請求項４の発明によれば、情報表示方法を実装したコンピュータプログラムを配布でき
る。
【００２１】
　これらを以って情報コミュニケーション技術分野に貢献できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本実施形態を図面等に基づいて詳細に説明する。
【００２３】
　本実施形態における情報表示装置の装置構成を図１に基づいて説明する。
【００２４】
　情報表示装置は、クライアント装置１とサーバ装置２で構成され、クライアント装置１
とサーバ装置２は、ネットワーク１００で接続されている。
【００２５】
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　クライアント装置１は、注目情報付加部１１，注目情報利用部１２，ウェブブラウザ１
０１，ユーザインタフェース２０７，注目情報送受信装置２０１を備える。なお、クライ
アント装置１は、例えば、パーソナルコンピュータであっても良い。
【００２６】
　注目情報付加部１１は、選択装置１０２，閲覧履歴管理装置１０３，コメント付加装置
２０２から構成される。
【００２７】
　注目情報利用部１２は、ハイライト部分決定装置２０４，閲覧画面ハイライト表示装置
２０５，注目情報付加者抽出装置２０６から構成される。
【００２８】
　サーバ装置２は、注目情報蓄積サーバ２０３を備える。例えば、注目情報を蓄積させる
ためのハードディスク装置を含むデータベースを含んでいても良い。
【００２９】
　各々の装置について以下に説明する。
【００３０】
　ウェブブラウザ１０１は、ネットワークに存在する文書（例えば、構造化文書ファイル
の一つであるＨＴＭＬ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）文書フ
ァイル）を読み込み、図２に示すような閲覧画面Ｗを表示するとともに、注目情報付加時
におけるテキスト選択インタフェースＵＩ３やコメントを付加する操作を実施するインタ
フェースＵＩ４を備える。
【００３１】
　閲覧履歴管理装置１０３は、閲覧に関する注目情報を保存し一元管理を行う。
【００３２】
　注目情報送受信装置２０１は、閲覧履歴管理装置１０３によって管理されている注目情
報を送信し、ウェブブラウザ１０１に表示されている閲覧画面上の注目情報を取得（受信
）する。
【００３３】
　選択装置１０２は、閲覧画面中のテキスト情報を選択する選択装置（例えば、マウス装
置，視点追跡装置など）である。
【００３４】
　コメント付加装置２０２は、コメントを入力する手段を有し、注目情報に対してコメン
ト（例えば、数字や文字列データ）やタグを付加する。
【００３５】
　注目情報蓄積サーバ２０３は、注目情報を蓄積する。注目情報蓄積サーバ２０３は、例
えば、データベースを含んでも良い。
【００３６】
　ハイライト部分決定装置２０４は、注目情報蓄積サーバ２０３に蓄積された注目情報に
基づいて、テキスト選択を実施した人数（即ち、文書に対する注目情報付加者数），テキ
スト選択を実施した利用者属性（注目情報付加者属性）などによってテキスト選択情報の
強調表示部分や強調表示方法（例えば、その部分の色の濃淡，色彩，字体など）を決定す
る。
【００３７】
　閲覧画面ハイライト表示装置２０５は、ハイライト部分決定装置２０４によって決定さ
れたテキスト選択情報の強調表示部分やコメント付加装置２０２によって付加したコメン
トなどをウェブブラウザ１０１上の閲覧画面とともに重畳表示させる。なお、ハイライト
表示は、強調表示と同じ意味として扱う。
【００３８】
　また、閲覧画面ハイライト表示装置２０５によって重畳された注目情報は、ユーザイン
タフェース２０７を介した注目情報利用者の操作によって、非表示にしたり再度表示させ
たりすることが可能であり、ウェブページに文書のみを表示することも可能である。また
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、要求に応じて注目情報付加者一覧をユーザインタフェース２０７を介して表示させるこ
ともできる。
【００３９】
　注目情報付加者抽出装置２０６は、閲覧画面ハイライト表示装置２０５によって強調表
示された部分について、注目情報付加を実施した注目情報付加者名，注目情報付加者属性
などを抽出する。
【００４０】
　ユーザインタフェース２０７は、上記装置群に対して、注目情報付加者及び注目情報利
用者が指示したり、結果を表示し利用者に提示する。例えば、ユーザインタフェース２０
７は、メインフォームに加えて、図３に示すような注目情報利用者への注目情報存在通知
インタフェースＵＩ１，注目情報付加者への注目情報付加完了通知インタフェースＵＩ２
などを提供しユーザに通知する。
【００４１】
　なお、前記注目情報とは、例えば、閲覧画面中で選択されたテキスト情報，閲覧画面に
対応する参照子（例えば、インターネット上のドキュメントを参照するＵＲＬ（Ｕｎｉｆ
ｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）），テキスト選択時の閲覧画面の画像情報
，選択されたテキスト情報の閲覧画面中における位置情報，閲覧画面を閲覧した時間など
を含む情報である。
【００４２】
　また、要求に応じて注目情報付加者一覧を表示させることもできる。
【００４３】
　注目情報利用者への注目情報存在通知インタフェースＵＩ１（以下、インタフェースＵ
Ｉ１と略す）に関して説明する。
【００４４】
　インタフェースＵＩ１は、閲覧画面に注目情報が存在する場合、例えば、フラッシュア
クションでユーザに通知する。
【００４５】
　インタフェースＵＩ１は、指定した属性（例えば、「会社員」）のみを、強調表示させ
るための選択インタフェースを備える。
【００４６】
　インタフェースＵＩ１は、注目情報の表示もしくは非表示の選択インタフェースを備え
る。
【００４７】
　注目情報付加者への注目情報付加完了通知インタフェースＵＩ２（以下、インタフェー
スＵＩ２と略す）に関して説明する。
【００４８】
　インタフェースＵＩ２は、注目情報が付加された場合、一覧表示部ＵＩ２ａが表示する
一覧に追加される。
【００４９】
　図４に示す閲覧画面ハイライト表示に関する動作例について説明する。なお、図４の符
号αは、選択装置やコメント付加装置により複数の注目情報付加者がテキスト選択情報，
タグ，コメント情報等を付加する操作の様子や表示画面である。図４中の符号βは、注目
情報が付加された後に、付加情報利用者が閲覧画面ハイライト表示装置により各情報が重
畳された閲覧画面をウェブブラウザにより表示させている操作や表示画面である。以下の
説明で図１中の符号と同じものの説明は省略する。
【００５０】
　閲覧画面ハイライト表示に関する動作は、注目情報付加に関する動作と注目情報利用に
関する動作から構成される。
【００５１】
　注目情報付加部１１に関する動作を以下に説明する。
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【００５２】
　まず、クライアント装置１Ａを操作する注目情報付加者Ｕ１が、閲覧画面を閲覧中に重
要だと思ったウェブブラウザ１０１上の文書の一部または全部を選択装置１０２によって
選択し、注目情報の一部と見做す。
【００５３】
　次に、その選択部分に対して必要に応じてコメント付加装置２０２によってコメント（
即ち、注目情報の一部）を付加する。
【００５４】
　次に、その選択部分に基づいて、閲覧履歴管理装置１０３が、閲覧画面中で選択された
テキスト情報，前記閲覧画面に対応する参照子（例えば、ＵＲＬ），テキスト選択時の前
記文書のサムネール情報，選択されたテキスト情報の前記文書中における位置情報，当該
閲覧画面（前記文書）を閲覧した総時間，コメント付加装置２０２によって付加されたコ
メントやタグなどを注目情報として保存する。例えば、クライアント装置に備えられた記
憶部（例えば、メモリ）に前記注目情報を保存する。なお、注目情報を保存したことを図
３中のユーザインタフェースＵＩ２によって、注目情報付加者に通知しても良い。
【００５５】
　次に、注目情報送受信装置２０１が、ネットワーク１００を介して前記注目情報と注目
情報付加者識別子を注目情報蓄積サーバ２０３に送信する。
【００５６】
　そして、注目情報蓄積サーバ２０３は、注目情報付加者を識別するための注目情報付加
者識別子と注目情報を蓄積する。
【００５７】
　注目情報利用部１２に関する動作を以下に説明する。
【００５８】
　まず、注目情報利用者Ｕ４は、クライアント装置１Ｄを操作して、ウェブブラウザ１０
１を起動し、ウェブブラウザ１０１の画面を注目情報が存在する閲覧画面Ｗ１に遷移させ
る。
【００５９】
　次に、注目情報送受信装置２０１は、注目情報蓄積サーバ２０３に当該閲覧画面Ｗ１に
対する注目情報を問合せ、その注目情報が存在すれば、注目情報蓄積サーバ２０３から注
目情報を受信する。
【００６０】
　次に、ハイライト部分決定装置２０４は、当該文書と注目情報蓄積サーバ２０３から得
られた注目情報を含む情報（例えば、文書中の文書量，注目情報付加者に関する注目情報
付加者属性（例えば、会社員，主婦など），注目情報利用者に関する注目情報利用者属性
（例えば、会社員，主婦など），抽出要求，文書に対する注目情報付加者数も含む情報）
に関する条件に従って強調表示部分と強調表示方法を決定する。即ち、閲覧画面Ｗ１に重
畳表示される強調表示やコメントなどの表示は、ハイライト部分決定装置２０４によって
、その強調表示部分などが調整される。例えば、図４のように、注目情報付加者の数が特
定の数より多い情報に対してはより強調度の高いハイライト表示する方法を採用する。な
お、注目情報付加者属性及び注目情報利用者属性は、例えば、同じ値範囲を採用しても良
い。注目情報付加者属性及び注目情報利用者属性は、例えば、複数の属性値を持っていて
も良い。
【００６１】
　ここで、その決定方式の具体例に関して図５及び図６に基づいて説明する。
【００６２】
　図５は、前記強調表示などを行う部分を決定するための基礎データ作成手順を示す図で
ある。
【００６３】
　図５では、まず、注目情報ＤＨが注目情報蓄積サーバ２０３に格納されているものとす
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る。なお、注目情報蓄積サーバ２０３は、閲覧履歴管理装置１０３から閲覧履歴を取得す
るものとする。注目情報ＤＨには、選択されたテキスト位置を同定するために、選択文字
列とその文字列の文書中における先頭からマッチを行った際のマッチ回数（即ち、注目情
報中のテキスト情報の文書中における位置情報）が保存されている。
【００６４】
　次に、ハイライト部分決定装置２０４は、注目情報蓄積サーバ２０３から注目情報ＤＨ
を取得し、さらに、構造化文書Ｆ１を取得し、その注目情報ＤＨに基づいて構造化文書Ｆ
１に特定のタグと共に、仮注目情報付加者数ｎｍ１及び注目情報付加者識別子Ｃｉｄを埋
め込んで中間ファイルＦ２を生成する。
【００６５】
　例えば、図５中の中間ファイルＦ２では、注目情報付加者識別子Ｃｉｄに「ｕｓｒ＿ａ
」を有する注目情報付加者が「ＡＢＣ」，「ＤＥＦＧＨ」を注目情報と見做した場合、そ
の注目情報を囲むように開始タグｔｂ１１，終了タグｔｅ１１を埋め込む。また、注目情
報付加者識別子Ｃｉｄに「ｕｓｒ＿ｂ」を有する注目情報付加者が「ＤＥＦＧＨ」，「Ｉ
ＪＫＬ」を注目情報と見做した場合、その注目情報を囲むように開始タグｔｂ１２，終了
タグｔｅ１２を埋め込む。「ＤＥＦＧＨ」は重なった注目情報であるため、開始タグｔｂ
１２，終了タグｔｅ１２中の仮注目情報付加者数ｎｍ１には、「２」を設定する。
【００６６】
　そして、ハイライト部分決定装置２０４は、前記中間ファイルＦ２に中に埋め込まれた
タグに基づいて分解し、注目情報付加者数及び注目情報付加者識別子に応じた解釈を行っ
てタグを埋め込み直し、出力ファイルＦ３を生成する。
【００６７】
　例えば、図５中の中間ファイルＦ３では、注目情報付加者識別子Ｃｉｄに「ｕｓｒ＿ａ
」を有する注目情報付加者が、単独で注目情報と見做した「ＡＢＣ」には、開始タグｔｂ
２１，終了タグｔｅ２１を埋め込む。さらに、注目情報付加者数ｎｍ２は「１」を設定す
る。
【００６８】
　注目情報付加者識別子Ｃｉｄに「ｕｓｒ＿ａ」を有する注目情報付加者と「ｕｓｒ＿ｂ
」を有する注目情報付加者が、注目情報と見做した「ＤＥＦＧＨ」には、開始タグｔｂ２
２，終了タグｔｅ２２を埋め込む。さらに、注目情報付加者数ｎｍ２は「２」を設定する
。
【００６９】
　注目情報付加者識別子Ｃｉｄに「ｕｓｒ＿ｂ」を有する注目情報付加者が、単独で注目
情報と見做した「ＩＪＫＬ」には、開始タグｔｂ２３，終了タグｔｅ２３を埋め込む。さ
らに、注目情報付加者数ｎｍ２は「１」を設定する。
【００７０】
　図６は、注目情報付加者の数を注目情報利用者の指示もしくは初期設定などを条件に指
定し表示させる手順を示す図である。
【００７１】
　例えば、注目情報付加者数が２名以上の部分をハイライト表示する場合（ハイライト表
示条件ｃｆ１）では、出力ファイルＦ３中の開始タグｔｂ２２，終了タグｔｅ２２に囲ま
れる「ＤＥＦＧＨ」が該当するため、ウェブブラウザ表示例Ｖ１のようにハイライト表示
する。
【００７２】
　また、「ｕｓｒ＿ａ」を有する注目情報付加者に関する注目情報をハイライト表示する
場合（ハイライト表示条件ｃｆ２）では、出力ファイルＦ３中の開始タグｔｂ２１，終了
タグｔｅ２１で囲まれる「ＡＢＣ」、開始タグｔｂ２２，終了タグｔｅ２２で囲まれる「
ＤＥＦＧＨ」が該当するため、ウェブブラウザ表示例Ｖ２のようにハイライト表示する。
【００７３】
　なお、ハイライト表示（強調表示）は段階的に強調表示文字数などを設定することによ
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って、濃淡や強調表示色の種類を決定することもできる。
【００７４】
　以上が、強調表示などを行う部分を決定する方式の具体例である。
【００７５】
　次に、閲覧画面ハイライト表示装置２０５は、前記ハイライト部分決定装置２０４によ
って決定された強調表示を行う部分とその強調表示方法に従って、強調表示やコメントな
どを閲覧画面Ｗ１に重畳表示しウェブブラウザ１０１に表示する。
【００７６】
　次に、前記強調表示された部分が選択された後、閲覧画面ハイライト表示装置２０５は
、注目情報付加者一覧を表示させるためのリンク（即ち、注目情報付加者一覧表示リンク
）などを閲覧中文書に重畳しウェブブラウザ１０１上に表示させる。
【００７７】
　なお、注目情報付加者一覧（例えば、図７中の注目情報付加者一覧Ｔ）は、注目情報付
加氏名（注目情報を付加した者の氏名），注目情報（例えば、タグＤ２，コメントＤ３，
日時Ｄ４）を含み、ユーザインタフェース２０７を用いて表示される。
【００７８】
　そして、前記注目情報付加者一覧表示リンクに対して注目情報利用者名Ｄ１の選択（例
えば、強調表示部分の近傍に存在するリンクなどを選択装置でクリックする）などが行わ
れると、注目情報付加者抽出装置２０６は、強調表示されている部分の注目情報付加者（
即ち、選択された注目情報付加者）を抽出し、その抽出結果に基づいて、その強調表示部
分の近傍に存在するリンクの位置周辺に、選択された注目情報付加者名Ｄ１に対応する注
目情報付加履歴（例えば、選択した注目情報の前後５個の注目情報など）などを表示する
。
【００７９】
　以上のように、上記図４の例によれば、注目情報利用者は、他の利用者（注目情報付加
者）の注目箇所を閲覧中の文書と合わせて閲覧画面を構成し、閲覧できる。
【００８０】
　図８に示す注目情報中の注目情報付加者属性と注目情報利用部に予め記憶された注目情
報付加者属性に関する条件に応じた閲覧画面ハイライト表示に関する動作例について説明
する。なお、以下の説明で図４中の符号と同じものの説明は省略する。
【００８１】
　図８に示す例における情報表示装置の装置構成は図１とほぼ同じであるため、図１との
違いについて説明する。なお、以下の説明で、図１中の符号と同じものの説明は省略する
。
【００８２】
　図８に示す例において、注目情報付加部１１の閲覧履歴管理装置１０３は、上記実施形
態における注目情報における注目情報付加者属性を設定する処理を行う。なお、注目情報
付加部１１は、注目情報付加者属性を取得する（例えば、注目情報付加部１１の記憶部に
予め記憶された注目情報付加者属性を取得する）手段や注目情報付加者属性を入力する手
段（例えば、キーボード装置など）を備えていてもよい。
【００８３】
　注目情報利用部１２のハイライト部分決定装置２０４は、前記注目情報中の注目情報付
加者属性と注目情報利用部に予め記憶された注目情報付加者属性に関する条件に応じて、
強調表示させる。なお、注目情報利用部１２は、注目情報付加者属性に関する条件を入力
する手段（例えば、図３中のユーザインタフェースＵＩ１のような入力手段）を備えてい
ても良い。
【００８４】
　注目情報付加部１１に関する動作を以下に説明する。
【００８５】
　まず、クライアント装置１Ｅを操作する注目情報付加者Ｕ５が、閲覧画面を閲覧中に重
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要だと思ったウェブブラウザ１０１上の文書の一部または全部を選択装置１０２によって
選択し、注目情報の一部と見做す。
【００８６】
　次に、その選択部分に対して必要に応じてコメント付加装置２０２によってコメント（
即ち、注目情報の一部）を付加する。
【００８７】
　次に、その選択部分に基づいて、閲覧履歴管理装置１０３が、閲覧画面中で選択された
テキスト情報，前記閲覧画面に対応する参照子（例えば、ＵＲＬ），テキスト選択時の前
記文書のサムネール情報，選択されたテキスト情報の前記文書中における位置情報，当該
閲覧画面（前記文書）を閲覧した総時間，注目情報付加者Ｕ５の注目情報付加者属性，コ
メント付加装置２０２によって付加されたコメントやタグなどを注目情報として保存する
。
【００８８】
　次に、注目情報送受信装置２０１が、ネットワーク１００を介して注目情報を注目情報
蓄積サーバ２０３に送信する。
【００８９】
　そして、注目情報蓄積サーバ２０３は、注目情報付加者を識別するための注目情報付加
者識別子と注目情報を蓄積する。
【００９０】
　次に、注目情報利用部１２に関する動作を説明する。
【００９１】
　まず、注目情報利用者Ｕ４は、クライアント装置１Ｄを操作して、ウェブブラウザ１０
１を起動し、ウェブブラウザ１０１の画面を注目情報が存在する閲覧画面Ｗ２に遷移させ
る。
【００９２】
　次に、注目情報送受信装置２０１は、注目情報蓄積サーバ２０３に当該閲覧画面Ｗ２に
対する注目情報を問合せ、その注目情報が存在すれば、注目情報蓄積サーバ２０３から注
目情報を受信する。
【００９３】
　ハイライト部分決定装置２０４は、当該文書と注目情報蓄積サーバ２０３から得られた
注目情報を含む情報（例えば、文書中の文書量，注目情報付加者属性，注目情報利用者属
性，抽出要求，文書に対する注目情報付加者数も含む情報）に関する条件に従って強調表
示部分と強調表示方法を決定する。例えば、図８のように注目情報利用者Ｕ４の要求に基
づき、注目情報利用部１２のハイライト部分決定装置２０４が、注目情報蓄積サーバ２０
３に格納された注目情報付加者属性（例えば、会社員）と注目情報利用部１２や注目情報
蓄積サーバ２０３に予め記憶された注目情報付加者属性に関する条件に応じて強調表示す
る部分を再抽出する。そして、注目情報付加者属性と予め記憶された注目情報付加者属性
に関する条件が、例えば、前記注目情報中の注目情報付加者属性と注目情報利用者属性が
一致することであった場合（即ち、注目情報付加者Ｕ５と注目情報利用者Ｕ４が同業者で
あった場合）の注目情報に関する強調表示を、他の強調表示と異なる強調表示（例えば、
図８中の符号ＡＴのように強調表示）に決定する。
【００９４】
　次に、閲覧画面ハイライト表示装置２０５は、前記ハイライト部分決定装置２０４によ
って決定された強調表示を行う部分とその強調表示方法に従って、強調表示やコメントな
どを閲覧画面Ｗ２に重畳表示しウェブブラウザ１０１に表示する。
【００９５】
　次に、前記強調表示された部分が選択された後、閲覧画面ハイライト表示装置２０５は
、注目情報付加者一覧を表示させるためのリンク（即ち、注目情報付加者一覧表示リンク
）などを閲覧中文書に重畳しウェブブラウザ１０１上に表示させる。
【００９６】
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　そして、前記注目情報付加者一覧表示リンクに対して注目情報利用者名Ｄ１の選択（例
えば、強調表示部分の近傍に存在するリンクなどを選択装置でクリックする）などが行わ
れると、注目情報付加者抽出装置２０６は、強調表示されている部分の注目情報付加者（
即ち、選択された注目情報付加者）を抽出し、その抽出結果に基づいて、その強調表示部
分の近傍に存在するリンクの位置周辺に、選択された注目情報付加者名Ｄ１に対応する注
目情報付加履歴（例えば、選択した注目情報の前後５個の注目情報など）などを表示する
。
【００９７】
　上記図８の例によれば、注目情報利用者は、注目情報付加者属性に応じた文書閲覧がで
きる。
【００９８】
　なお、上記実施形態における情報表示装置、その情報表示装置における各手段の一部も
しくは全部の機能をコンピュータのプログラムで構成し、そのプログラムをコンピュータ
を用いて実行して本発明を実現することができること、上記実施形態における情報表示装
置に関する処理の手順をコンピュータのプログラムで構成し、そのプログラムをコンピュ
ータに実行させることができることは言うまでもなく、コンピュータでその機能を実現す
るためのプログラムを、そのコンピュータが読み取り可能な記録媒体、例えばＦＤ（Ｆｌ
ｏｐｐｙ（登録商標）　Ｄｉｓｋ）や、ＭＯ（Ｍａｇｎｅｔｏ－Ｏｐｔｉｃａｌ　ｄｉｓ
ｋ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、メモリカード、ＣＤ（Ｃｏｍｐａ
ｃｔ　Ｄｉｓｋ）、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）、リムー
バブルディスクなどに記録して、保存したり、配布したりすることが可能である。また、
上記のプログラムをインターネットや電子メールなど、ネットワークを通して提供するこ
とも可能である。
【００９９】
　さらに、上記実施形態における情報表示装置に関する方法を記述したコンピュータプロ
グラムを、その情報表示装置に関する方法に必要とされる入出力データを格納したメモリ
や外部記憶装置等にアクセスするように実装してもよい。
【０１００】
　以上のように、上記実施形態では、注目情報利用者は他人の注目箇所を文書に重ね合わ
せて閲覧できるため、その文書の重要部分や他人が閲覧した興味部分を重畳して閲覧でき
、情報探索の効率性を高めることができる。
【０１０１】
　また、注目情報付加者は自分で文書を作成することなく、簡単な操作で自分の興味や嗜
好などの情報をインターネットなどに公開できる。
【０１０２】
　さらに、強調表示部分の近くで選択などの操作を実施し利用者一覧の表示画面を表示さ
せることにより、注目情報利用者の興味や嗜好に近い利用者一覧の表示画面を直感的に抽
出させることができる。
【０１０３】
　より具体的には、ソーシャルブックマーク等に代表される、興味や嗜好が類似している
コミュニティ形成に寄与できる。
【０１０４】
　文書上の細部における嗜好が類似するあるいは異なるなどといった抽出ができるため、
多角的な情報探索や情報交換を効率的に行うことができる。
【０１０５】
　その結果、ネットワークを用いた情報交換が活発化し、これら方式によりサイトを運営
している事業者の集客率の向上が期待できる。
【０１０６】
　以上、本発明において、記載された具体例に対してのみ詳細に説明したが、本発明の技
術思想の範囲で多彩な変形および修正が可能であることは、当業者にとって明白なことで
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あり、このような変形および修正が特許請求の範囲に属することは当然のことである。
【０１０７】
　例えば、上記実施形態の変形として、前記ユーザインタフェースをフォームとして実装
するのではなく、ウェブブラウザのプラグインとして実装することも考えられる。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】本実施形態における情報表示装置の装置構成図。
【図２】本実施形態における情報表示装置の閲覧画面を示す図。
【図３】本実施形態における情報表示装置のユーザインタフェースを示す図。
【図４】本実施形態における閲覧画面ハイライト表示に関する動作例を示す図。
【図５】本実施形態における強調表示などを行う部分を決定するための基礎データ作成手
順を示す図。
【図６】本実施形態における注目情報付加者の数を注目情報利用者の指示もしくは初期設
定などを条件に指定し表示させる手順を示す図。
【図７】本実施形態における注目情報付加者一覧を示す図。
【図８】本実施形態における注目情報付加者属性と注目情報付加者属性に関する条件に応
じた閲覧画面ハイライト表示に関する動作例を示す図。
【符号の説明】
【０１０９】
　１，１Ａ～１Ｅ…クライアント装置
　２…サーバ装置
　１１…注目情報付加部
　１２…注目情報利用部
　１００…ネットワーク
　１０１…ウェブブラウザ
　１０２…選択装置
　１０３…閲覧履歴管理装置
　２０１…注目情報送受信装置
　２０２…コメント付加装置
　２０３…注目情報蓄積サーバ
　２０４…ハイライト部分決定装置
　２０５…閲覧画面ハイライト表示装置
　２０６…注目情報付加者抽出装置
　２０７…ユーザインタフェース
　Ｔ…注目情報付加者一覧
　Ｄ１…注目情報付加者名
　Ｄ２…タグ
　Ｄ３…コメント
　Ｄ４…日時
　ＤＨ…注目情報
　Ｆ１…ＨＴＭＬファイル
　Ｆ２…中間ファイル
　Ｆ３…出力ファイル
　ｔｂ１１，ｔｂ１２，ｔｂ２１，ｔｂ２２，ｔｂ２３…開始タグ
　ｔｅ１１，ｔｅ１２，ｔｅ２１，ｔｅ２２，ｔｅ２３…終了タグ
　ｎｍ１…仮注目情報付加者数
　ｎｍ２…注目情報付加者数
　Ｕ１～Ｕ３，Ｕ５…注目情報付加者
　Ｕ４…注目情報利用者
　Ｃｉｄ…注目情報付加者識別子
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　ｃｆ１，ｃｆ２…ハイライト表示条件
　Ｖ１，Ｖ２…ウェブブラウザ表示例
　ＵＩ１，ＵＩ２，ＵＩ２ａ，ＵＩ３，ＵＩ４…ユーザインタフェース
　ＡＴ…強調表示部分
　Ｗ，Ｗ１，Ｗ２…ウェブブラウザ閲覧画面
　α…注目情報付加者の操作の様子や表示画面
　β…付加情報利用者の操作の様子や表示画面

【図１】 【図５】
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