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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子文書の作成を支援する装置であって、
　前記電子文書を作成するために当該電子文書を構成するコンテンツ要素が埋め込まれる
コンテンツ領域を各々が含む複数の電子テンプレートを記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶された前記複数の電子テンプレートから選択された第１の電子テンプ
レートを表示するように、表示部を制御する第１の制御部と、
　前記第１の電子テンプレートに含まれるコンテンツ領域の属性ごとに当該属性のコンテ
ンツ領域以上の数の当該属性のコンテンツ領域を含むという第１の条件、前記第１の電子
テンプレートに含まれるコンテンツ領域の属性ごとに当該属性のコンテンツ領域以下の数
の当該属性のコンテンツ領域を含むという第２の条件、及び、前記第１の電子テンプレー
トに含まれるコンテンツ領域の属性ごとに当該属性のコンテンツ領域と同じ数の当該属性
のコンテンツ領域を含み、当該第１の電子テンプレートと異なるという第３の条件のうち
の特定の条件を選択する操作を受け付ける条件受付部と、
　前記第１の電子テンプレートの属性ごとのコンテンツ領域の数と前記複数の電子テンプ
レートの各々の属性ごとのコンテンツ領域の数とを比較することにより、当該複数の電子
テンプレートのうちの前記特定の条件を満たす少なくとも１つの電子テンプレートを抽出
する抽出部と、
　前記抽出部により抽出された前記少なくとも１つの電子テンプレートを第２の電子テン
プレートの候補として表示するように、前記表示部を制御する候補制御部と、
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　特定のコンテンツ要素が埋め込まれたコンテンツ領域を含む前記第１の電子テンプレー
トを前記少なくとも１つの電子テンプレートのうちの第２の電子テンプレートに変更する
操作を受け付ける受付部と、
　前記受付部が受け付けた前記操作に応じて、前記第２の電子テンプレートへの前記特定
のコンテンツ要素の埋め込み状態を、前記第１の電子テンプレートのコンテンツ領域及び
当該第２の電子テンプレートのコンテンツ領域の属性に基づいて決定する決定部と、
　前記第２の電子テンプレートを、前記決定部により決定された前記埋め込み状態に基づ
いて表示するように、前記表示部を制御する第２の制御部と
を備え、
　前記条件受付部が、前記第１の条件を選択する操作を受け付けた場合に、
　前記抽出部は、前記第１の電子テンプレートに含まれる特定の属性のコンテンツ領域よ
りも多い当該特定の属性のコンテンツ領域を含む前記少なくとも１つの電子テンプレート
を抽出し、
　前記決定部は、前記特定のコンテンツ要素が埋め込まれる前記第２の電子テンプレート
のコンテンツ領域を、前記埋め込み状態として決定し、
　前記条件受付部が、前記第２の条件を選択する操作を受け付けた場合に、
　前記抽出部は、前記第１の電子テンプレートに含まれる特定の属性のコンテンツ領域よ
りも少ない当該特定の属性のコンテンツ領域を含む前記少なくとも１つの電子テンプレー
トを抽出し、
　前記決定部は、前記特定のコンテンツ要素を前記第２の電子テンプレートに埋め込むか
どうかを、前記埋め込み状態として決定する、装置。
【請求項２】
　前記抽出部は、前記第１の電子テンプレートへの前記特定のコンテンツ要素の埋め込み
状態、及び、前記表示部による前記第１の電子テンプレートの表示状態の少なくとも何れ
か一方に関する条件を更に満たす電子テンプレートを前記第２の電子テンプレートの候補
として抽出する、請求項１の装置。
【請求項３】
　前記第２の制御部は、前記第２の電子テンプレートを、前記決定部により決定されたコ
ンテンツ領域に合致するように前記特定のコンテンツ要素を変換することで得られた新た
なコンテンツ要素が当該コンテンツ領域に埋め込まれた状態で表示するように、前記表示
部を制御する、請求項１の装置。
【請求項４】
　前記第２の制御部は、前記第２の電子テンプレートを、前記第１の電子テンプレートの
１つのコンテンツ領域に埋め込まれた前記特定のコンテンツ要素が前記決定部により決定
された複数のコンテンツ領域に埋め込まれた状態で表示するように、前記表示部を制御す
る、請求項１の装置。
【請求項５】
　前記第２の制御部は、前記第２の電子テンプレートを、前記特定のコンテンツ要素が前
記第２の電子テンプレートの表示されない領域に埋め込まれた状態で表示するように、前
記表示部を制御する、請求項１の装置。
【請求項６】
　電子文書の作成を支援する方法であって、
　前記電子文書を作成するために当該電子文書を構成するコンテンツ要素が埋め込まれる
コンテンツ領域を各々が含む複数の電子テンプレートから選択された第１の電子テンプレ
ートを表示するステップと、
　前記第１の電子テンプレートに含まれるコンテンツ領域の属性ごとに当該属性のコンテ
ンツ領域以上の数の当該属性のコンテンツ領域を含むという第１の条件、前記第１の電子
テンプレートに含まれるコンテンツ領域の属性ごとに当該属性のコンテンツ領域以下の数
の当該属性のコンテンツ領域を含むという第２の条件、及び、前記第１の電子テンプレー
トに含まれるコンテンツ領域の属性ごとに当該属性のコンテンツ領域と同じ数の当該属性
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のコンテンツ領域を含み、当該第１の電子テンプレートと異なるという第３の条件のうち
の特定の条件を選択する操作を受け付けるステップと、
　前記第１の電子テンプレートの属性ごとのコンテンツ領域の数と前記複数の電子テンプ
レートの各々の属性ごとのコンテンツ領域の数とを比較することにより、当該複数の電子
テンプレートのうちの前記特定の条件を満たす少なくとも１つの電子テンプレートを抽出
するステップと、
　前記少なくとも１つの電子テンプレートを第２の電子テンプレートの候補として表示す
るステップと、
　特定のコンテンツ要素が埋め込まれたコンテンツ領域を含む前記第１の電子テンプレー
トを前記少なくとも１つの電子テンプレートのうちの第２の電子テンプレートに変更する
操作を受け付けるステップと、
　前記操作に応じて、前記第２の電子テンプレートへの前記特定のコンテンツ要素の埋め
込み状態を、前記第１の電子テンプレートのコンテンツ領域及び当該第２の電子テンプレ
ートのコンテンツ領域の属性に基づいて決定するステップと、
　前記第２の電子テンプレートを、決定された前記埋め込み状態に基づいて表示するステ
ップと
を含み、
　前記特定の条件を選択する操作を受け付けるステップで、前記第１の条件を選択する操
作を受け付けた場合に、
　前記抽出するステップで、前記第１の電子テンプレートに含まれる特定の属性のコンテ
ンツ領域よりも多い当該特定の属性のコンテンツ領域を含む前記少なくとも１つの電子テ
ンプレートを抽出し、
　前記決定するステップで、前記特定のコンテンツ要素が埋め込まれる前記第２の電子テ
ンプレートのコンテンツ領域を、前記埋め込み状態として決定し、
　前記特定の条件を選択する操作を受け付けるステップで、前記第２の条件を選択する操
作を受け付けた場合に、
　前記抽出するステップで、前記第１の電子テンプレートに含まれる特定の属性のコンテ
ンツ領域よりも少ない当該特定の属性のコンテンツ領域を含む前記少なくとも１つの電子
テンプレートを抽出し、
　前記決定するステップで、前記特定のコンテンツ要素を前記第２の電子テンプレートに
埋め込むかどうかを、前記埋め込み状態として決定する、方法。
【請求項７】
　電子文書の作成を支援する装置としてコンピュータを機能させるプログラムであって、
　前記コンピュータを、
　前記電子文書を作成するために当該電子文書を構成するコンテンツ要素が埋め込まれる
コンテンツ領域を各々が含む複数の電子テンプレートから選択された第１の電子テンプレ
ートを表示するように、表示部を制御する第１の制御部と、
　前記第１の電子テンプレートに含まれるコンテンツ領域の属性ごとに当該属性のコンテ
ンツ領域以上の数の当該属性のコンテンツ領域を含むという第１の条件、前記第１の電子
テンプレートに含まれるコンテンツ領域の属性ごとに当該属性のコンテンツ領域以下の数
の当該属性のコンテンツ領域を含むという第２の条件、及び、前記第１の電子テンプレー
トに含まれるコンテンツ領域の属性ごとに当該属性のコンテンツ領域と同じ数の当該属性
のコンテンツ領域を含み、当該第１の電子テンプレートと異なるという第３の条件のうち
の特定の条件を選択する操作を受け付ける条件受付部と、
　前記第１の電子テンプレートの属性ごとのコンテンツ領域の数と前記複数の電子テンプ
レートの各々の属性ごとのコンテンツ領域の数とを比較することにより、当該複数の電子
テンプレートのうちの前記特定の条件を満たす少なくとも１つの電子テンプレートを抽出
する抽出部と、
　前記抽出部により抽出された前記少なくとも１つの電子テンプレートを第２の電子テン
プレートの候補として表示するように、前記表示部を制御する候補制御部と、
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　特定のコンテンツ要素が埋め込まれたコンテンツ領域を含む前記第１の電子テンプレー
トを前記少なくとも１つの電子テンプレートのうちの第２の電子テンプレートに変更する
操作を受け付ける受付部と、
　前記受付部が受け付けた前記操作に応じて、前記第２の電子テンプレートへの前記特定
のコンテンツ要素の埋め込み状態を、前記第１の電子テンプレートのコンテンツ領域及び
当該第２の電子テンプレートのコンテンツ領域の属性に基づいて決定する決定部と、
　前記第２の電子テンプレートを、前記決定部により決定された前記埋め込み状態に基づ
いて表示するように、前記表示部を制御する第２の制御部と
して機能させ、
　前記条件受付部が、前記第１の条件を選択する操作を受け付けた場合に、
　前記抽出部は、前記第１の電子テンプレートに含まれる特定の属性のコンテンツ領域よ
りも多い当該特定の属性のコンテンツ領域を含む前記少なくとも１つの電子テンプレート
を抽出し、
　前記決定部は、前記特定のコンテンツ要素が埋め込まれる前記第２の電子テンプレート
のコンテンツ領域を、前記埋め込み状態として決定し、
　前記条件受付部が、前記第２の条件を選択する操作を受け付けた場合に、
　前記抽出部は、前記第１の電子テンプレートに含まれる特定の属性のコンテンツ領域よ
りも少ない当該特定の属性のコンテンツ領域を含む前記少なくとも１つの電子テンプレー
トを抽出し、
　前記決定部は、前記特定のコンテンツ要素を前記第２の電子テンプレートに埋め込むか
どうかを、前記埋め込み状態として決定する、プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子文書の作成に用いられる装置及び方法に関する。特に、本発明は、電子
文書の作成を支援する装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、インターネット上には多数のＷｅｂサイトが存在している。そして、これらのＷ
ｅｂサイトを構成するＷｅｂページの中には、多彩でとても凝ったデザインのものも多く
見られる。このような凝ったＷｅｂページを作成する場合、エディタ等を用いたのでは膨
大な工数がかかってしまう。
　そこで、従来から、Ｗｅｂページを効率よく作成できるように、様々なＷｅｂページ作
成支援ツールが提供されている（例えば、非特許文献１参照）。この非特許文献１の製品
には、多数のレイアウト用部品（テンプレート部品）が用意されており、ドラッグ＆ドロ
ップのみの簡単な操作で理想のレイアウトを作成できるようになっている。
【０００３】
【非特許文献１】ＩＢＭプレス・リリース　ポッドキャスト対応ページを作成できる新ホ
ームページ作成ソフト、［online］、平成１８年１１月７日、［平成１９年９月２８日検
索］、インターネット＜URL：http://www-06.ibm.com/jp/press/20061107001.html＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、テンプレート部品を用いてレイアウトを作成し、その中にコンテンツを埋め
込んだ後に、テンプレート部品を変更したくなる場合がある。例えば、埋め込むべきコン
テンツの数が当初の想定よりも増えることが分かった場合や当初の想定ほど多くならない
ことが分かった場合等である。
　従来、テンプレート部品を変更したい場合は、編集作業を最初からやり直すか、又は、
テンプレート部品をユーザが編集する必要があった。このようなユーザによる編集を支援
する技術として、例えば、テンプレート部品を構成する領域を個別に編集するためのダイ
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アログは用意されていた。また、ページ全体をコンテンツが移動するように変換する技術
もあった。
　しかしながら、このようなユーザ自身による編集作業を必要とせずにテンプレート部品
の変更が行えるようになれば、製品はより使い勝手のよいものとなると考えられる。
【０００５】
　尚、ＣＭＳ（Contents Management System）等では、コンテンツと表示レイアウトは別
々に管理されているので、表示レイアウトを静的又は動的に変更することで見栄えを変更
することになる。そのため、埋め込むべきコンテンツが増加してくると、それに伴い表示
レイアウトも変更する必要があった。
　ところで、ここまではＷｅｂページを作成する際の問題点として述べてきたが、同様の
問題点は一般の電子文書についても指摘できる。
【０００６】
　本発明の目的は、コンテンツが埋め込まれたテンプレート部品を新たなテンプレート部
品に変更する際に、ユーザによる編集作業の手間を軽減することにある。
　本発明の他の目的は、テンプレート部品を変更する際の操作性を向上することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる目的のもと、本発明は、コンテンツが埋め込まれた電子テンプレートを新たな電
子テンプレートに変更する際に、新たな電子テンプレートにおけるコンテンツの埋め込み
状態を自動決定するようにした。即ち、本発明は、電子文書の作成を支援する装置であっ
て、電子文書を作成するために電子文書を構成するコンテンツ要素が埋め込まれるコンテ
ンツ領域を各々が含む複数の電子テンプレートを記憶する記憶部と、記憶部に記憶された
複数の電子テンプレートから選択された第１の電子テンプレートを表示するように、表示
部を制御する第１の制御部と、特定のコンテンツ要素が埋め込まれたコンテンツ領域を含
む第１の電子テンプレートを複数の電子テンプレートのうちの第２の電子テンプレートに
変更する操作を受け付ける受付部と、受付部が受け付けた操作に応じて、第２の電子テン
プレートへの特定のコンテンツ要素の埋め込み状態を、第１の電子テンプレートのコンテ
ンツ領域及び第２の電子テンプレートのコンテンツ領域の属性に基づいて決定する決定部
と、第２の電子テンプレートを、決定部により決定された埋め込み状態に基づいて表示す
るように、表示部を制御する第２の制御部とを備えた、装置を提供する。
【０００８】
　ところで、本発明では、最初に選択した電子テンプレートに埋め込むコンテンツの増減
が将来あり得ることに対応するため、電子テンプレートに成長及び退化の仕組みを導入し
た。
　まず、電子テンプレートを成長させる場合は、以下のような装置であってよい。
　即ち、この装置において、第２の電子テンプレートは、第１の電子テンプレートに含ま
れる特定の属性のコンテンツ領域よりも多いその特定の属性のコンテンツ領域を含み、決
定部は、特定のコンテンツ要素が埋め込まれる第２の電子テンプレートのコンテンツ領域
を、埋め込み状態として決定する、ものであってよい。
　また、第１の電子テンプレートに含まれる特定の属性のコンテンツ領域よりも多いその
特定の属性のコンテンツ領域を含むという条件を満たす電子テンプレートを第２の電子テ
ンプレートの候補として抽出する抽出部と、抽出部により抽出された第２の電子テンプレ
ートの候補を表示するように、表示部を制御する第３の制御部とを更に備えた、ものであ
ってもよい。
　更に、抽出部は、第１の電子テンプレートへの特定のコンテンツ要素の埋め込み状態、
及び、表示部による第１の電子テンプレートの表示状態の少なくとも何れか一方に関する
条件を更に満たす電子テンプレートを第２の電子テンプレートの候補として抽出する、も
のであってもよい。
　また、第２の制御部は、第２の電子テンプレートを、決定部により決定されたコンテン
ツ領域に合致するように特定のコンテンツ要素を変換することで得られた新たなコンテン
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ツ要素がコンテンツ領域に埋め込まれた状態で表示するように、表示部を制御する、もの
であってもよい。
　更にまた、第２の制御部は、第２の電子テンプレートを、第１の電子テンプレートの１
つのコンテンツ領域に埋め込まれた特定のコンテンツ要素が決定部により決定された複数
のコンテンツ領域に埋め込まれた状態で表示するように、表示部を制御する、ものであっ
てもよい。
【０００９】
　次に、電子テンプレートを退化させる場合は、以下のような装置であってよい。
　即ち、この装置において、第２の電子テンプレートは、第１の電子テンプレートに含ま
れる特定の属性のコンテンツ領域よりも少ないその特定の属性のコンテンツ領域を含み、
決定部は、特定のコンテンツ要素を第２の電子テンプレートに埋め込むかどうかを、埋め
込み状態として決定する、ものであってよい。
　また、第１の電子テンプレートに含まれる特定の属性のコンテンツ領域よりも少ないそ
の特定の属性のコンテンツ領域を含むという条件を満たす電子テンプレートを第２の電子
テンプレートの候補として抽出する抽出部と、抽出部により抽出された第２の電子テンプ
レートの候補を表示するように、表示部を制御する第３の制御部とを更に備えた、もので
あってよい。
　更に、第２の制御部は、第２の電子テンプレートを、特定のコンテンツ要素が第２の電
子テンプレートの表示されない領域に埋め込まれた状態で表示するように、表示部を制御
する、ものであってよい。
【００１０】
　また、本発明は、電子文書の作成を支援する方法であって、電子文書を作成するために
電子文書を構成するコンテンツ要素が埋め込まれるコンテンツ領域を各々が含む複数の電
子テンプレートから選択された第１の電子テンプレートを表示するステップと、特定のコ
ンテンツ要素が埋め込まれたコンテンツ領域を含む第１の電子テンプレートを複数の電子
テンプレートのうちの第２の電子テンプレートに変更する操作を受け付けるステップと、
操作に応じて、第２の電子テンプレートへの特定のコンテンツ要素の埋め込み状態を、第
１の電子テンプレートのコンテンツ領域及び第２の電子テンプレートのコンテンツ領域の
属性に基づいて決定するステップと、第２の電子テンプレートを、決定された埋め込み状
態に基づいて表示するステップとを含む、方法も提供する。
【００１１】
　更に、本発明は、電子文書の作成を支援する装置としてコンピュータを機能させるプロ
グラムであって、コンピュータを、電子文書を作成するために電子文書を構成するコンテ
ンツ要素が埋め込まれるコンテンツ領域を各々が含む複数の電子テンプレートから選択さ
れた第１の電子テンプレートを表示するように、表示部を制御する第１の制御部と、特定
のコンテンツ要素が埋め込まれたコンテンツ領域を含む第１の電子テンプレートを複数の
電子テンプレートのうちの第２の電子テンプレートに変更する操作を受け付ける受付部と
、受付部が受け付けた操作に応じて、第２の電子テンプレートへの特定のコンテンツ要素
の埋め込み状態を、第１の電子テンプレートのコンテンツ領域及び第２の電子テンプレー
トのコンテンツ領域の属性に基づいて決定する決定部と、第２の電子テンプレートを、決
定部により決定された埋め込み状態に基づいて表示するように、表示部を制御する第２の
制御部として機能させる、プログラムも提供する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、コンテンツが埋め込まれたテンプレート部品を新たなテンプレート部
品に変更する際に、ユーザによる編集作業の手間が軽減されるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態（以下、「実施の形態
」という）について詳細に説明する。尚、本実施の形態では、Ｗｅｂページの編集を前提
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に説明するが、一般の電子文書の編集についても同様に考えることができる。
【００１４】
　まず、本実施の形態においてユーザがＷｅｂページ（以下、単に「ページ」という）を
編集するときの流れについて説明する。
　図１は、ページ編集装置を用いたページ編集作業の流れを示したフローチャートである
。
　まず、ユーザは、ページ編集装置が用意する様々な電子テンプレート（テンプレート部
品）の中から、所望のテンプレート部品を選択する（ステップ１０１）。そして、このテ
ンプレート部品を、ページ編集装置における表示画面上の編集領域に挿入する（ステップ
１０２）。
　次に、ユーザは、テンプレート部品内のコンテンツが埋め込まれる領域（以下、「コン
テンツ領域」という）をコンテンツで埋める操作を行う（ステップ１０３）。そして、ペ
ージの見栄えを確認し（ステップ１０４）、問題があるかどうかを判断する（ステップ１
０５）。
【００１５】
　その結果、問題がなければ作業を終了するが、問題があれば、別のテンプレート部品を
用いて作業を継続する。
　即ち、ページ編集装置がテンプレート部品の候補を表示するので、ユーザは、その候補
の中から所望のテンプレート部品を選択する（ステップ１０６）。そして、先に選択して
現在表示中のテンプレート部品を、新たに選択したテンプレート部品に変更する操作を行
う（ステップ１０７）。そして、例えばコンテンツを追加する場合であれば、新たなテン
プレート部品に変更することで増加したコンテンツ領域を、追加のコンテンツで埋める（
ステップ１０８）。
　その後、再びステップ１０４に戻り、ページの見栄えを確認する。以下、ページの見栄
えが満足できるものになるまで、同様の作業を繰り返す。
【００１６】
　ここで、ステップ１０１及び１０６で選択されるテンプレート部品の具体例について説
明する。
　図２は、テンプレート部品の具体例を示した図である。
　このうち、（ａ）は、見出しを埋め込むためのコンテンツ領域４０１のみからなるテン
プレート部品である。
　また、（ｂ）は、見出しを埋め込むためのコンテンツ領域４１１を含み、その下には、
左側に写真を埋め込むためのコンテンツ領域４１２が配置され、右側に説明文を埋め込む
ためのコンテンツ領域４１３が配置されたテンプレート部品である。
　更に、（ｃ）は、見出しを埋め込むためのコンテンツ領域４２１を含み、その下に写真
を埋め込むためのコンテンツ領域４２２ａ，４２２ｂ，４２２ｃ，４２２ｄと、説明文を
埋め込むためのコンテンツ領域４２３ａ，４２３ｂ，４２３ｃ，４２３ｄとが配置された
テンプレート部品である。
　尚、以下では、見出しを埋め込むためのコンテンツ領域のことを「見出し領域」と呼び
、説明文を埋め込むためのコンテンツ領域のことを「説明領域」と呼び、写真を埋め込む
ためのコンテンツ領域のことを「写真領域」と呼ぶことにする。本明細書では、テンプレ
ート部品に含まれるコンテンツ領域として、これら３種類を想定するが、それ以外のコン
テンツ領域、例えば、リンク領域、ヘッダ領域、フッタ領域等をテンプレート部品に含め
るようにしてもよい。
【００１７】
　このように、本実施の形態におけるページ編集装置では、異なる種類や数のコンテンツ
領域を有する複数のテンプレート部品が用意される。そこで、本実施の形態では、現在使
用しているテンプレート部品を新たなテンプレート部品に変更する際のルール（変更ルー
ル）を次のように分類する。
　図３は、このような変更ルールについて示した概念図である。
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　まず、現在のテンプレート部品から新たなテンプレート部品への変更は、「変異」と「
転身」に分けられる。「変異」、「転身」は現在のテンプレート部品とレイアウトが異な
るテンプレート部品に変更するという点では共通するが、次の点で異なっている。
　「変異」とは、現在のテンプレート部品とタイプが異なるテンプレート部品に変更する
ことである。
　「転身」とは、現在のテンプレート部品とタイプが同じテンプレート部品に変更するこ
とである。
【００１８】
　ここで、テンプレート部品の「タイプ」とは、そのテンプレート部品が含む見出し領域
、説明領域、写真領域ごとの数を示す属性情報である。
　つまり、例えば、図２（ａ）のテンプレート部品から同図（ｂ）のテンプレート部品へ
の変更は、説明領域及び写真領域の数が異なることとなる変更であるので、「変異」に該
当する。また、例えば、同図（ｂ）のテンプレート部品から同図（ｃ）のテンプレート部
品への変更も、同様に「変異」に該当する。
　一方、図２（ｂ）のテンプレート部品に対し、例えば説明領域と写真領域とを入れ換え
た別のテンプレート部品があったとする。すると、これらのテンプレート部品間の変更は
、レイアウトは異なることとなるものの、各コンテンツ領域の数が異なることにはならな
いので、「転身」に該当する。
【００１９】
　また、本実施の形態では、「変異」を更に「成長」と「退化」に分類する。「変異」は
、テンプレート部品に含まれる各コンテンツ領域の数が異なることだけに着目したルール
であったが、「成長」及び「退化」は、テンプレート部品に含まれる各コンテンツ領域の
数の増減に着目したルールであり、次のように定義できる。
　「成長」とは、現在のテンプレート部品よりもコンテンツ領域の数が多いテンプレート
部品に変更することである。
　「退化」とは、現在のテンプレート部品よりもコンテンツ領域の数が少ないテンプレー
ト部品に変更することである。
【００２０】
　例えば、図２（ａ）のテンプレート部品から同図（ｂ）のテンプレート部品への変更は
、説明領域が０個だったのが１個になり、写真領域が０個だったのが１個になっているの
で、「成長」に該当する。また、同図（ｂ）のテンプレート部品から同図（ｃ）のテンプ
レート部品への変更は、説明領域が１個だったのが４個になり、写真領域が１個だったの
が４個になっているので、「成長」に該当する。
　一方、図２（ｃ）のテンプレート部品から同図（ｂ）のテンプレート部品への変更は、
説明領域が４個だったのが１個になり、写真領域が４個だったのが１個になっているので
、「退化」に該当する。また、同図（ｂ）のテンプレート部品から同図（ａ）のテンプレ
ート部品への変更は、説明領域が１個だったのが０個になり、写真領域が１個だったのが
０個になっているので、「退化」に該当する。
【００２１】
　次に、テンプレート部品を所望のテンプレート部品に成長、退化、転身、変異を繰り返
し行うことで、ページを編集するページ編集装置について説明する。
　図４は、本実施の形態におけるページ編集装置１０の機能構成例を示した図である。
　図示するように、ページ編集装置１０は、部品情報記憶部１１と、部品挿入部１２と、
表示部１３と、操作受付部１４と、候補生成部１５と、変更処理部１６とを備える。また
、候補生成部１５は、情報解析部２１と、部品リスト記憶部２２と、フィルタリングパラ
メータ生成部２３と、フィルタリング部２４と、部品選択部２５とを備える。更に、変更
処理部１６は、現在部品取得部３１と、選択部品取得部３２と、マージ部３３とを備える
。
【００２２】
　部品情報記憶部１１は、テンプレート部品の定義情報（以下、単に「定義情報」という
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）と、テンプレート部品の管理情報（以下、単に「管理情報」という）とを記憶する。こ
のうち、定義情報は、テンプレート部品のレイアウト等を定義する記述である。テンプレ
ート部品はＷｅｂブラウザで表示されるので、定義情報はＨＴＭＬ（HyperText Markup L
anguage）文書として記憶されている。また、管理情報は、各テンプレート部品のタイプ
等の属性情報を管理する情報である。この管理情報は、如何なる形式で作成してもよいが
、ここでは、ＸＭＬ（eXtensible Markup Language）の形式で作成している。本実施の形
態では、複数の電子テンプレートを記憶する記憶部の一例として、部品情報記憶部１１を
設けている。
【００２３】
　部品挿入部１２は、ユーザの操作に応じて、表示部１３上の編集領域にテンプレート部
品を挿入する。本実施の形態では、第１の電子テンプレートを表示するように表示部を制
御する第１の制御部の一例として、部品挿入部１２を設けている。
　表示部１３は、編集領域への挿入が指示されたテンプレート部品、次に選択するテンプ
レート部品の候補、その中から選択された新たなテンプレート部品等を表示する。
　操作受付部１４は、編集領域へ挿入するテンプレート部品を選択する操作や、そのテン
プレート部品を別のテンプレート部品に変更する操作等を受け付ける。
【００２４】
　候補生成部１５は、現在表示しているテンプレート部品（以下、「現在部品」という）
を変更する要求に応じて、別のテンプレート部品を選択する操作を効率よく行えるよう、
選択すべきテンプレート部品の候補を生成する。この候補生成部１５内部の詳細な機能構
成については後述する。本実施の形態では、第２の電子テンプレートの候補を抽出する抽
出部の一例として、また、第２の電子テンプレートの候補を表示するように表示部を制御
する第３の制御部の一例として、候補生成部１５を設けている。
　変更処理部１６は、テンプレート部品の候補からユーザが所望のテンプレート部品を選
択すると、現在部品をその選択されたテンプレート部品（以下、「選択部品」という）に
変更する処理を行う。この変更処理部１６内部の詳細な機能構成については後述する。
【００２５】
　次いで、候補生成部１５内の機能について説明する。
　情報解析部２１は、部品情報記憶部１１から管理情報を読み出して解析する。本実施の
形態では、管理情報はＸＭＬ形式で管理されている。従って、この情報解析部２１が、管
理情報内の属性情報を用いたフィルタリングを行い易いように、属性情報を取り出してお
く。
　部品リスト記憶部２２は、情報解析部２１が管理情報から取り出した属性情報を含む部
品リストを記憶する。この部品リストは、部品を一意に識別する部品ＩＤとその部品の属
性情報との対応情報を全てのテンプレート部品についてリスト化したものである。
　フィルタリングパラメータ生成部２３は、部品リスト記憶部２２に記憶された部品リス
トのフィルタリングを行うためのフィルタリングパラメータを生成する。ここで、フィル
タリングパラメータは、現在部品取得部３１から伝えられた現在部品の部品ＩＤ等の情報
と予め設定されたフィルタリングの基準とに基づいて生成される。
　フィルタリング部２４は、フィルタリングパラメータ生成部２３が生成したフィルタリ
ングパラメータを用いて、部品リスト記憶部２２に記憶された部品リストのフィルタリン
グを行い、その結果を表示部１３に出力する。
　部品選択部２５は、操作受付部１４から選択部品の部品ＩＤを取得し、この部品ＩＤを
キーとして部品情報記憶部１１からその部品に関する部品情報を選択し、選択部品取得部
３２に受け渡す。
【００２６】
　また、変更処理部１６内の機能について説明する。
　現在部品取得部３１は、現在部品を選択部品に変更する操作に応じて、現在部品に関す
る情報を取得する。ここで、現在部品に関する情報は、例えば、現在部品にコンテンツを
埋め込んで表示するために保持しているＨＴＭＬ文書として取得される。その中には、現
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在部品を一意に識別する部品ＩＤや、現在部品のコンテンツ領域に埋め込まれたコンテン
ツの情報が含まれる。
　選択部品取得部３２は、選択部品を指定する操作に応じて、部品選択部２５から選択部
品に関する情報を取得する。ここで、選択部品に関する情報としては、例えば、選択部品
に関する管理情報や定義情報が取得される。
　マージ部３３は、現在部品に埋め込まれたコンテンツを選択部品に埋め込む。その際、
必要に応じて、現在部品に埋め込まれたコンテンツを選択部品に合致するよう変換処理を
行う。本実施の形態では、コンテンツ要素の埋め込み状態を決定する決定部の一例として
、また、第２の電子テンプレートを表示するように表示部を制御する第２の制御部の一例
として、マージ部３３を設けている。
【００２７】
　以下、本実施の形態におけるページ編集装置１０の動作について詳細に説明する。
　第一に、候補生成部１５がテンプレート部品の候補を生成する際の動作について説明す
る。
　その際、候補生成部１５は、部品情報記憶部１１に記憶された管理情報を参照する。従
って、動作について説明する前に、管理情報について具体的に説明しておく。
【００２８】
　図５は、このような管理情報の例を示した図である。
　同図（ａ），（ｂ），（ｃ）は、それぞれ、図２（ａ），（ｂ），（ｃ）のテンプレー
ト部品を管理するための管理情報の例である。
　まず、（ａ）の管理情報について説明する。
　この管理情報は、「ｐｒｅｓｅｔ」要素の「ｉｄ」属性において、図２（ａ）のテンプ
レート部品の部品ＩＤが「ＨＰＢ＿ＬＰＴ＿ＴＢＯＸ＿０２」であることを管理している
。
　また、「ｐｒｅｓｅｔ」要素の「ｔｙｐｅ」属性において、図２（ａ）のテンプレート
部品のタイプが「ＰＢＯＸ＿Ｔ１Ｃ０Ｐ０」であることを管理している。このタイプの記
述においては、「＿」以降の文字列が、各コンテンツ領域の数を示している。具体的には
、「Ｔ」の後に続く数字が見出し領域の数を表し、「Ｃ」の後に続く数字が説明領域の数
を表し、「Ｐ」の後に続く数字が写真領域の数を表す。この場合、「Ｔ１Ｃ０Ｐ０」なの
で、見出し領域が１個であり、説明領域及び写真領域が共に０個であることを表している
。
【００２９】
　更に、「ｐｒｅｓｅｔ」要素の「ｌｅｖｅｌ」属性において、図２（ａ）のテンプレー
ト部品のレベルが「１」であることを管理している。ここで、レベルとは、テンプレート
部品の成長及び退化を判定するために定義された属性である。テンプレート部品の成長及
び退化は、タイプにおける各コンテンツ領域の数を比較することにより判定できるので、
本実施の形態では、主にタイプに基づいて成長及び退化を判定する。しかしながら、この
ような判定を簡略化するためにレベルも定義している。
　更にまた、「ｐｒｅｓｅｔ」要素の「ｍｉｎｗｉｄｔｈ」属性において、図２（ａ）の
テンプレート部品の最小幅が「２０」であることを管理している。尚、この属性は、テン
プレート部品を変更した後のレイアウトを崩さないことを目的とする属性の一例である。
【００３０】
　次に、（ｂ）の管理情報について説明する。
　この管理情報は、「ｐｒｅｓｅｔ」要素の「ｉｄ」属性において、図２（ｂ）のテンプ
レート部品の部品ＩＤが「ＨＰＢ＿ＬＰＴ＿ＰＢＯＸ＿１０６」であることを管理してい
る。
　また、「ｐｒｅｓｅｔ」要素の「ｔｙｐｅ」属性において、図２（ｂ）のテンプレート
部品のタイプが「ＰＢＯＸ＿Ｔ１Ｃ１Ｐ１」であることを管理している。この場合、「＿
」以降の文字列が「Ｔ１Ｃ１Ｐ１」なので、見出し領域、説明領域、写真領域が共に１個
であることを表している。
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　更に、「ｐｒｅｓｅｔ」要素の「ｌｅｖｅｌ」属性において、図２（ｂ）のテンプレー
ト部品のレベルが「３」であることを管理している。
　更にまた、「ｐｒｅｓｅｔ」要素の「ｍｉｎｗｉｄｔｈ」属性において、図２（ｂ）の
テンプレート部品の最小幅が「１８６」であることを管理している。
【００３１】
　次いで、（ｃ）の管理情報について説明する。
　この管理情報は、「ｐｒｅｓｅｔ」要素の「ｉｄ」属性において、図２（ｃ）のテンプ
レート部品の部品ＩＤが「ＨＰＢ＿ＬＰＴ＿ＰＢＯＸ＿３３４」であることを管理してい
る。
　また、「ｐｒｅｓｅｔ」要素の「ｔｙｐｅ」属性において、図２（ｃ）のテンプレート
部品のタイプが「ＰＢＯＸ＿Ｔ１Ｃ４Ｐ４」であることを管理している。この場合、「＿
」以降の文字列が「Ｔ１Ｃ４Ｐ４」なので、見出し領域が１個であり、説明領域及び写真
領域が共に４個であることを表している。
　更に、「ｐｒｅｓｅｔ」要素の「ｌｅｖｅｌ」属性において、図２（ｃ）のテンプレー
ト部品のレベルが「４」であることを管理している。
　更にまた、「ｐｒｅｓｅｔ」要素の「ｍｉｎｗｉｄｔｈ」属性において、図２（ｃ）の
テンプレート部品の最小幅が「５９０」であることを管理している。
【００３２】
　このような管理情報が部品情報記憶部１１に記憶されていることを前提として、候補生
成部１５は以下のように動作する。
　図６は、候補生成部１５の動作例を示したフローチャートである。
　候補生成部１５では、まず、情報解析部２１が、部品情報記憶部１１に記憶された管理
情報を解析し、部品リストを作成して部品リスト記憶部２２に記憶する（ステップ２０１
）。この場合、情報解析部２１は、図５の管理情報の「ｐｒｅｓｅｔ」要素の「ｉｄ」属
性から、部品ＩＤを抽出する。また、「ｐｒｅｓｅｔ」要素の「ｔｙｐｅ」属性の「＿」
以降の文字列から、見出し領域、説明領域、写真領域の各コンテンツ領域の個数を抽出す
る。更に、「ｐｒｅｓｅｔ」要素の「ｌｅｖｅｌ」属性からレベルを抽出し、「ｐｒｅｓ
ｅｔ」要素の「ｍｉｎｗｉｄｔｈ」属性から最小幅を抽出する。そして、部品ＩＤとこれ
らの属性情報とを対応付けて部品リストとする。
【００３３】
　候補生成部１５では、次に、フィルタリングパラメータ生成部２３が現在部品取得部３
１から現在部品の部品ＩＤを受け取ったかどうかを判定する（ステップ２０２）。即ち、
ユーザが現在部品を別のテンプレート部品に変更する操作を行ったかどうかを判定する。
　ここで、現在部品取得部３１から部品ＩＤを受け取っていなければ、フィルタリングパ
ラメータ生成部２３は、ステップ２０２を繰り返し、部品ＩＤが入力されるのを待つ。
　一方、現在部品取得部３１から部品ＩＤを受け取っていれば、フィルタリングパラメー
タ生成部２３は、その部品ＩＤをキーとして、部品リスト記憶部２２に記憶された部品リ
ストから現在部品の属性情報を読み出す（ステップ２０３）。そして、フィルタリングの
基準として如何なるものが設定されているかを判定する（ステップ２０４）。尚、フィル
タリングの基準は、例えば、現在部品を別のテンプレート部品に変更するためのダイアロ
グボックスでユーザに指定させ、その情報をフィルタリングパラメータ生成部２３が参照
可能なメモリに保持しておくとよい。
【００３４】
　ここでは、フィルタリングの基準として、成長、退化、転身の何れかが設定されている
ものとする。
　まず、成長が設定されている場合について説明する。
　この場合、フィルタリングパラメータ生成部２３は、現在部品からの変更が成長に該当
するテンプレート部品を抽出するためのフィルタリングパラメータを生成する（ステップ
２０５）。例えば、現在部品の見出し領域、説明領域、写真領域の個数をそれぞれＣｕｒ
Ｔ，ＣｕｒＣ，ＣｕｒＰとし、見出し領域、説明領域、写真領域の個数を表す変数をそれ
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ぞれＴ，Ｃ，Ｐとすると、
「（Ｔ≧ＣｕｒＴ　ａｎｄ　Ｃ≧ＣｕｒＣ　ａｎｄ　Ｐ≧ＣｕｒＰ）
ａｎｄ　ｎｏｔ（Ｔ＝ＣｕｒＴ　ａｎｄ　Ｃ＝ＣｕｒＣ　ａｎｄ　Ｐ＝ＣｕｒＰ）」
がフィルタリングパラメータとなる。
【００３５】
　次に、退化が設定されている場合について説明する。
　この場合、フィルタリングパラメータ生成部２３は、現在部品からの変更が退化に該当
するテンプレート部品を抽出するためのフィルタリングパラメータを生成する（ステップ
２０６）。例えば、現在部品の見出し領域、説明領域、写真領域の個数をそれぞれＣｕｒ
Ｔ，ＣｕｒＣ，ＣｕｒＰとし、見出し領域、説明領域、写真領域の個数を表す変数をそれ
ぞれＴ，Ｃ，Ｐとすると、
「（Ｔ≦ＣｕｒＴ　ａｎｄ　Ｃ≦ＣｕｒＣ　ａｎｄ　Ｐ≦ＣｕｒＰ）
ａｎｄ　ｎｏｔ（Ｔ＝ＣｕｒＴ　ａｎｄ　Ｃ＝ＣｕｒＣ　ａｎｄ　Ｐ＝ＣｕｒＰ）」
がフィルタリングパラメータとなる。
【００３６】
　次いで、転身が設定されている場合について説明する。
　この場合、フィルタリングパラメータ生成部２３は、現在部品からの変更が転身に該当
するテンプレート部品を抽出するためのフィルタリングパラメータを生成する（ステップ
２０７）。例えば、現在部品の部品ＩＤ、見出し領域、説明領域、写真領域の個数をそれ
ぞれＣｕｒＩＤ，ＣｕｒＴ，ＣｕｒＣ，ＣｕｒＰとし、部品ＩＤ、見出し領域、説明領域
、写真領域の個数を表す変数をそれぞれＩＤ，Ｔ，Ｃ，Ｐとすると、
「Ｔ＝ＣｕｒＴ　ａｎｄ　Ｃ＝ＣｕｒＣ　ａｎｄ　Ｐ＝ＣｕｒＰ
ａｎｄ　ＩＤ≠ＣｕｒＩＤ」
がフィルタリングパラメータとなる。
【００３７】
　尚、既に述べた通り、フィルタリングの基準として成長及び退化の何れかが設定されて
いる場合には、管理情報から抽出したレベルに基づいてフィルタリングパラメータを生成
することも考えられる。この場合、現在部品のレベルをＣｕｒＬ、レベルを表す変数をＬ
とすると、「Ｌ＞ＣｕｒＬ」が成長の場合のフィルタリングパラメータであり、「Ｌ＜Ｃ
ｕｒＬ」が退化の場合のフィルタリングパラメータである。
　また、成長及び退化という変更ルールに拘らず、部品ＩＤをカテゴリに分類し、同じカ
テゴリのテンプレート部品を抽出するためのフィルタリングパラメータを生成するように
してもよい。
【００３８】
　また、フィルタリングの基準としては、成長、退化、転身に対する追加の基準として、
画像サイズに関する基準や、現在部品が配置された領域の幅に関する基準等を設定しても
よい。
　まず、画像サイズに関する基準が設定されている場合について説明する。
　この場合、現在部品取得部３１は、部品ＩＤに加え、現在部品に埋め込まれている画像
のサイズの情報もフィルタリングパラメータ生成部２３に伝えているものとする。そして
、フィルタリングパラメータ生成部２３は、管理情報から抽出した画像サイズの情報（図
５では不図示）との大小関係を表すフィルタリングパラメータを生成する。尚、ここでは
、画像サイズに関する基準を例示したが、これはテンプレート部品へのコンテンツの埋め
込み状態に関する基準の一例であり、そのような基準として他のものを採用してもよい。
【００３９】
　また、領域の幅に関する基準が設定されている場合について説明する。
　この場合、現在部品取得部３１は、部品ＩＤに加え、現在部品が挿入されている領域の
幅の情報もフィルタリングパラメータ生成部２３に伝えているものとする。そして、フィ
ルタリングパラメータ生成部２３は、管理情報の「ｐｒｅｓｅｔ」要素の「ｍｉｎｗｉｄ
ｔｈ」属性から取り出しておいた情報を部品リスト記憶部２２から取得し、これに基づい
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て、現在部品が挿入されている編集領域の幅と管理情報で定義された幅の大小関係を表す
フィルタリングパラメータを生成する。尚、ここでは、領域の幅に関する基準を例示した
が、これはテンプレート部品の表示状態に関する基準の一例であり、そのような基準とし
て他のものを採用してもよい。
【００４０】
　このようにして生成されたフィルタリングパラメータは、フィルタリングパラメータ生
成部２３からフィルタリング部２４へと渡される。すると、フィルタリング部２４は、部
品リスト記憶部２２に記憶された部品リストをフィルタリングして、候補として提示する
テンプレート部品のリストを生成し、この候補のリストを表示部１３に出力する（ステッ
プ２０８）。
【００４１】
　図７は、候補のリストを出力してテンプレート部品を選択されるための選択画面の一例
である。
　ここでは、「目的リスト」欄に、「成長させる」、「転身させる」、「退化させる」等
の変更ルールが表示されている。そして、これらの変更ルールの中からユーザが所望の変
更ルールを選択すると、その下の「選択リスト」欄に、選択された変更ルールに対応する
テンプレート部品が表示されるようになっている。そして、ユーザは、この「選択リスト
」欄に表示されたテンプレート部品の中から所望のテンプレート部品を選択し、「ＯＫ」
ボタンを押下してその選択を確定させる。
　一方、ページ編集装置１０では、このようなユーザの選択を操作受付部１４が待つこと
になる。
【００４２】
　以下、再び図６に戻り、ユーザがテンプレート部品を選択した場合の動作を説明する。
ユーザがテンプレート部品を選択すると、操作受付部１４が選択部品の部品ＩＤを特定し
、その部品ＩＤを部品選択部２５に出力する。従って、候補生成部１５では、部品選択部
２５が、選択部品の部品ＩＤを受け取ったかどうかを判定する（ステップ２０９）。
　ここで、選択部品の部品ＩＤを受け取っていなければ、部品選択部２５は、ステップ２
０９を繰り返し、部品ＩＤが入力されるのを待つ。
　一方、選択部品の部品ＩＤを受け取っていれば、部品選択部２５は、その部品ＩＤをキ
ーとして選択部品の部品情報を、部品情報記憶部１１から読み出す（ステップ２１０）。
そして、読み出した部品情報を選択部品取得部３２に出力する（ステップ２１１）。
【００４３】
　第二に、変更処理部１６が現在部品に埋め込まれたコンテンツを選択部品に埋め込む際
の動作について説明する。
　その際、変更処理部１６は、部品情報記憶部１１に記憶された定義情報を参照する。従
って、動作について説明する前に、定義情報について具体的に説明しておく。
【００４４】
　図８～１０は、このような定義情報の例を示した図である。
　図８、９、１０は、それぞれ、図２（ａ），（ｂ），（ｃ）のテンプレート部品を表示
するための定義情報の例である。
　まず、図８の定義情報について説明する。
　この定義情報は、「ＴＡＢＬＥ」要素５００の「ｉｄ」属性において、図２（ａ）のテ
ンプレート部品の部品ＩＤが「ＨＰＢ＿ＬＰＴ＿ＴＢＯＸ＿０２」であることを定義して
いる。
　また、「ＴＤ」要素５０１の「ｉｄ」属性において、図２（ａ）のテンプレート部品に
含まれるコンテンツ領域４０１を一意に識別する領域ＩＤが「ＨＰＢ＿ＬＰ＿Ｔ０」であ
ることを定義している。この領域ＩＤの記述においては、先頭から２つ目の「＿」以降の
文字列が、各コンテンツ領域の種類及び番号を示している。具体的には、「Ｔ」が見出し
領域を示し、その後に続く数字が見出し領域の番号を表している。この場合、「Ｔ０」な
ので、１つの見出し領域に番号０が付されていることを表している。
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【００４５】
　次に、図９の定義情報について説明する。
　この定義情報では、「ＤＩＶ」要素５１０の「ｉｄ」属性において、図２（ｂ）のテン
プレート部品の部品ＩＤが「ＨＰＢ＿ＬＰＴ＿ＰＢＯＸ＿１０６」であることを定義して
いる。
　また、「ＴＤ」要素５１１の「ｉｄ」属性において、図２（ｂ）のテンプレート部品に
含まれるコンテンツ領域４１１を一意に識別する領域ＩＤが「ＨＰＢ＿ＬＰ＿Ｔ０」であ
ることを定義している。この場合、先頭から２つ目の「＿」以降の文字列が「Ｔ０」なの
で、１つの見出し領域に番号０が付されていることを表している。
　更に、「ＴＤ」要素５１２の「ｉｄ」属性において、図２（ｂ）のテンプレート部品に
含まれるコンテンツ領域４１２を一意に識別する領域ＩＤが「ＨＰＢ＿ＬＰ＿Ｐ０」であ
ることを定義している。この場合、先頭から２つ目の「＿」以降の文字列が「Ｐ０」なの
で、１つの写真領域に番号０が付されていることを表している。
　更にまた、「ＴＤ」要素５１３の「ｉｄ」属性において、図２（ｂ）のテンプレート部
品に含まれるコンテンツ領域４１３を一意に識別する領域ＩＤが「ＨＰＢ＿ＬＰ＿Ｃ０」
であることを定義している。この場合、先頭から２つ目の「＿」以降の文字列が「Ｃ０」
なので、１つの説明領域に番号０が付されていることを表している。
【００４６】
　次いで、図１０の定義情報について説明する。
　この定義情報では、「ＤＩＶ」要素５２０の「ｉｄ」属性において、図２（ｃ）のテン
プレート部品の部品ＩＤが「ＨＰＢ＿ＬＰＴ＿ＰＢＯＸ＿３３４」であることを定義して
いる。
　また、「ＴＤ」要素５２１の「ｉｄ」属性において、図２（ｃ）のテンプレート部品に
含まれるコンテンツ領域４２１を一意に識別する領域ＩＤが「ＨＰＢ＿ＬＰ＿Ｔ０」であ
ることを定義している。この場合、先頭から２つ目の「＿」以降の文字列が「Ｔ０」なの
で、１つの見出し領域に番号０が付されていることを表している。
　更に、「ＴＤ」要素５２２ａ，５２２ｂ，５２２ｃ，５２２ｄの「ｉｄ」属性において
、図２（ｃ）のテンプレート部品に含まれるコンテンツ領域４２２ａ，４２２ｂ，４２２
ｃ，４２２ｄを一意に識別する領域ＩＤがそれぞれ「ＨＰＢ＿ＬＰ＿Ｐ０」、「ＨＰＢ＿
ＬＰ＿Ｐ１」、「ＨＰＢ＿ＬＰ＿Ｐ２」、「ＨＰＢ＿ＬＰ＿Ｐ３」であることを定義して
いる。この場合、先頭から２つ目の「＿」以降の文字列が「Ｐ０」、「Ｐ１」、「Ｐ２」
、「Ｐ３」なので、４つの写真領域に順に番号０、１、２、３が付されていることを表し
ている。
　更にまた、「ＴＤ」要素５２３ａ，５２３ｂ，５２３ｃ，５２３ｄの「ｉｄ」属性にお
いて、図２（ｃ）のテンプレート部品に含まれるコンテンツ領域４２３ａ，４２３ｂ，４
２３ｃ，４２３ｄを一意に識別する領域ＩＤがそれぞれ「ＨＰＢ＿ＬＰ＿Ｃ０」、「ＨＰ
Ｂ＿ＬＰ＿Ｃ１」、「ＨＰＢ＿ＬＰ＿Ｃ２」、「ＨＰＢ＿ＬＰ＿Ｃ３」であることを定義
している。この場合、先頭から２つ目の「＿」以降の文字列が「Ｃ０」、「Ｃ１」、「Ｃ
２」、「Ｃ３」なので、４つの説明領域に順に番号０、１、２、３が付されていることを
表している。
【００４７】
　ところで、このような定義情報に基づいて、テンプレート部品が編集領域に挿入され、
編集領域上でユーザがテキストや画像を埋め込んでいく。以下、テキストや画像が埋め込
まれたテンプレート部品と、そのテンプレート部品に対応する定義情報について説明する
。
　図１１（ａ）は、図２（ｂ）に示したテンプレート部品において、見出し領域に「イル
カの写真」と入力し、写真領域にイルカの写真を貼り付け、説明領域に「これはイルカで
す」と入力した状態を示している。
　また、図１１（ｂ）は、このようにテキストや画像が埋め込まれたテンプレート部品に
対応する定義情報の例である。
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　図２（ｂ）に対応する図９の定義情報と比較すると、「ＴＤ」要素５１１の「写真見出
し」との文言が「イルカの写真」との文言に置き換えられている。また、「ＴＤ」要素５
１２の「ＩＭＧ」要素の「ｓｒｃ」属性の値が「ａｎｉ０００２．ｊｐｇ」（イルカの写
真のファイル名）に設定されている。更に、「ＴＤ」要素５１３の「写真説明」との文言
が「これはイルカです」との文言に置き換えられている。
【００４８】
　現在部品に埋め込まれたコンテンツを選択部品に埋め込む場合、現在部品取得部３１は
、現在部品の定義情報、つまり、ＨＴＭＬ文書を取得し、これをマージ部３３に受け渡す
。尚、その際、前述したように、現在部品の部品ＩＤを抽出して、フィルタリングパラメ
ータ生成部２３に受け渡す。一方で、上述したように、テンプレート部品の候補の中から
ユーザが所望のテンプレート部品を選択すると、選択部品取得部３２が、選択部品の定義
情報、つまり、ＨＴＭＬ文書を取得し、これをマージ部３３に受け渡す。また、このとき
、管理情報も同時にマージ部３３に受け渡す。
【００４９】
　これにより、マージ部３３の動作が開始する。尚、テンプレート部品に含まれるコンテ
ンツ領域として、見出し領域、説明領域、写真領域の３つを考えた場合、マージ部３３は
、この３つのコンテンツ領域のそれぞれについてマージ処理を行う。但し、何れのコンテ
ンツ領域の場合もマージ処理の流れは同じなので、メインルーチンでコンテンツ領域の種
類を指定するものとして、そのメインルーチンから呼ばれた指定されたコンテンツ領域に
ついてのマージ部３３の動作について説明することにする。
【００５０】
　図１２は、マージ部３３の動作例を示したフローチャートである。
　まず、マージ部３３は、テキストや画像が埋め込まれた現在部品の定義情報（図１１（
ｂ）参照）から、指定されたコンテンツ領域について記述した要素を抽出する（ステップ
３０１）。例えば、見出し領域が指定された場合であれば、「ＴＤ」要素のうち、「ｉｄ
」属性の値の２つ目の「＿」の直後の文字が「Ｔ」となっているものを抽出する。また、
説明領域が指定された場合であれば、「ＴＤ」要素のうち、「ｉｄ」属性の値の２つ目の
「＿」の直後の文字が「Ｃ」となっているものを抽出する。更に、写真領域が指定された
場合であれば、「ＴＤ」要素のうち、「ｉｄ」属性の値の２つ目の「＿」の直後の文字が
「Ｐ」となっているものを抽出する。
【００５１】
　尚、現在部品においては、ユーザによる編集の過程で、テンプレート部品の中の例えば
説明領域に別のテンプレート部品が埋め込まれていることも考えられる。そのような場合
、説明領域に埋め込まれた別のテンプレート部品は、そのまま選択部品に継承させること
が望ましい。従って、ステップ３０１では、検索時のブレイク処理を行うようにする。こ
こで、検索時のブレイク処理とは、指定されたコンテンツ領域について記述した要素が見
つかった時点で、木構造におけるその配下の要素の検索を中止する処理である。
【００５２】
　次に、マージ部３３は、選択部品の定義情報（図８～１０参照）から、指定されたコン
テンツ領域について記述した要素を抽出する（ステップ３０２）。具体的な抽出方法は、
ステップ３０１について説明したものと同様である。
　その後、マージ部３３は、ステップ３０１で抽出された要素の１つに着目し、その要素
を読み込む（ステップ３０３）。そして、ステップ３０２で抽出された要素と順に比較す
る処理を行う。
　即ち、まず、ステップ３０２で抽出された要素の１つの要素に着目し、その要素を読み
込む（ステップ３０４）。そして、ステップ３０３で読み込んだ要素に「ｉｄ」属性とし
て定義された領域ＩＤと、ステップ３０４で読み込んだ要素に「ｉｄ」属性として定義さ
れた領域ＩＤとを比較する（ステップ３０５）。
【００５３】
　その結果、領域ＩＤが一致しなかった場合、マージ部３３は、ステップ３０２で抽出さ
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れた全ての要素と比較したかどうかを判定する（ステップ３０６）。そして、全ての要素
と比較していなければ、ステップ３０４に戻り、次の要素と比較する処理を行う。また、
全ての要素と比較していれば、着目している要素で定義されたコンテンツ領域に埋め込ま
れたコンテンツの埋め込み先のコンテンツ領域が存在しないので、このコンテンツをＨｉ
ｄｄｅｎ領域に格納する（ステップ３０７）。ここで、Ｈｉｄｄｅｎ領域とは、画面には
表示されず、データの受渡しに用いられるＨＴＭＬフォームの項目である。即ち、本実施
の形態において、Ｈｉｄｄｅｎ領域は、テンプレート部品の表示されない領域の一例であ
る。但し、コンテンツの埋め込み先が存在しない場合に、必ずこのような領域にコンテン
ツを退避しなければならないというわけではなく、埋め込み先がないコンテンツは削除す
るような構成も考えられる。
　その後、マージ部３３は、ステップ３０１で抽出した全ての要素について処理を行った
かどうかを判定する（ステップ３１０）。
【００５４】
　一方、ステップ３０５で領域ＩＤが一致した場合、マージ部３３は、コンテンツの種類
に応じた変換を行う（ステップ３０８）。ここで、コンテンツの種類に応じた変換とは、
例えば、画像であればアスペクトレシオの演算等を行い、現在部品に埋め込まれたコンテ
ンツを、選択部品に埋め込むコンテンツの特徴に継承する処理である。また、画像に限ら
ず、テキストにも適用可能な変換としては、コンテンツのスタイル属性に基づく変換が考
えられる。一般には、コンテンツのプロパティに基づく変換ということができる。
　そして、マージ部３３は、現在部品の着目した要素で定義されているコンテンツ領域に
埋め込まれたコンテンツを、ステップ３０５で一致すると判定された選択部品のコンテン
ツ領域に埋め込む処理を行う（ステップ３０９）。
　その後、マージ部３３は、ステップ３０１で抽出した全ての要素について処理を行った
かどうかを判定する（ステップ３１０）。
【００５５】
　ここで、全ての要素について処理を行っていれば、マージ部３３の処理は終了するが、
全ての要素について処理を行っていなければ、マージ部３３は、ステップ３０３に戻り、
次の要素について同様の処理を行う。
【００５６】
　ところで、図１２の動作例では、ステップ３０５で領域ＩＤが完全に一致するかどうか
を判定した。しかしながら、領域ＩＤが完全に一致するかどうかを判定しなくてもよい。
即ち、一方の領域ＩＤと全く同じ領域ＩＤだけでなく、予め定めた別の領域ＩＤも「一致
する」の範疇に含めるようにしてよい。例えば、現在部品に見出し領域が１つしかなく、
選択部品に見出し領域が複数ある場合を考える。このような場合に、現在部品の１つの見
出し領域の領域ＩＤが選択部品の複数の見出し領域の領域ＩＤと一致するように判断する
ことで、１つのコンテンツ領域に埋め込まれていたコンテンツを複数のコンテンツ領域に
複写するコピーモードを実現することができる。
【００５７】
　ここで、コピーモードによりコンテンツが埋め込まれたテンプレート部品を示す。
　図１３（ａ）は、このようなテンプレート部品の具体例である。このようなテンプレー
ト部品へのコンテンツの埋め込みは、例えば、図２（ｂ）のテンプレート部品を図２（ｃ
）のテンプレート部品に成長させる際に、コピーモードを指定しておくことで得ることが
できる。この場合は、説明領域及び写真領域について、コピーモードが指定されている。
　尚、このテンプレート部品に対応する定義情報も図１３（ｂ）に示しておく。
【００５８】
　このように、本実施の形態では、コンテンツを埋め込んだテンプレート部品を新たなテ
ンプレート部品に変更する際に、テンプレート部品の領域の属性に応じてコンテンツの埋
め込み状態を自動決定するようにした。これにより、最初に挿入されたテンプレート部品
を、成長、退化、転身、変異させ、コンテンツを埋めて行く作業が効率的に行え、ユーザ
による編集作業の手間を軽減することができる。
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　また、本実施の形態では、コンテンツを埋め込んだテンプレート部品を新たなテンプレ
ート部品に変更する際に、変更ルールに応じたテンプレート部品の候補を提示するように
した。これにより、テンプレート部品を変更する際の操作性を向上することができる。
【００５９】
　最後に、本実施の形態を適用するのに好適なコンピュータのハードウェア構成について
説明する。図１４は、このようなコンピュータのハードウェア構成の一例を示した図であ
る。図示するように、コンピュータは、演算手段であるＣＰＵ(Central Processing Unit
）９０ａと、Ｍ／Ｂ(マザーボード）チップセット９０ｂを介してＣＰＵ９０ａに接続さ
れたメインメモリ９０ｃと、同じくＭ／Ｂチップセット９０ｂを介してＣＰＵ９０ａに接
続された表示機構９０ｄとを備える。また、Ｍ／Ｂチップセット９０ｂには、ブリッジ回
路９０ｅを介して、ネットワークインターフェイス９０ｆと、磁気ディスク装置（ＨＤＤ
）９０ｇと、音声機構９０ｈと、キーボード／マウス９０ｉと、フレキシブルディスクド
ライブ９０ｊとが接続されている。
【００６０】
　尚、図１４において、各構成要素は、バスを介して接続される。例えば、ＣＰＵ９０ａ
とＭ／Ｂチップセット９０ｂの間や、Ｍ／Ｂチップセット９０ｂとメインメモリ９０ｃの
間は、ＣＰＵバスを介して接続される。また、Ｍ／Ｂチップセット９０ｂと表示機構９０
ｄとの間は、ＡＧＰ（Accelerated Graphics Port）を介して接続されてもよいが、表示
機構９０ｄがＰＣＩ Ｅｘｐｒｅｓｓ対応のビデオカードを含む場合、Ｍ／Ｂチップセッ
ト９０ｂとこのビデオカードの間は、ＰＣＩ Ｅｘｐｒｅｓｓ（ＰＣＩｅ）バスを介して
接続される。また、ブリッジ回路９０ｅと接続する場合、ネットワークインターフェイス
９０ｆについては、例えば、ＰＣＩ Ｅｘｐｒｅｓｓを用いることができる。また、磁気
ディスク装置９０ｇについては、例えば、シリアルＡＴＡ（AT Attachment）、パラレル
転送のＡＴＡ、ＰＣＩ（Peripheral Components Interconnect）を用いることができる。
更に、キーボード／マウス９０ｉ、及び、フレキシブルディスクドライブ９０ｊについて
は、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）を用いることができる。
【００６１】
　ここで、本発明は、全てハードウェアで実現してもよいし、全てソフトウェアで実現し
てもよい。また、ハードウェア及びソフトウェアの両方により実現することも可能である
。また、本発明は、コンピュータ、データ処理システム、コンピュータプログラムとして
実現することができる。このコンピュータプログラムは、コンピュータにより読取り可能
な媒体に記憶され、提供され得る。ここで、媒体としては、電子的、磁気的、光学的、電
磁的、赤外線又は半導体システム（装置又は機器）、或いは、伝搬媒体が考えられる。ま
た、コンピュータにより読取り可能な媒体としては、半導体、ソリッドステート記憶装置
、磁気テープ、取り外し可能なコンピュータディスケット、ランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、リジッド磁気ディスク、及び光ディスクが例
示される。現時点における光ディスクの例には、コンパクトディスク－リードオンリーメ
モリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、コンパクトディスク－リード／ライト（ＣＤ－Ｒ／Ｗ）及びＤＶ
Ｄが含まれる。
【００６２】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
には限定されない。本発明の精神及び範囲から逸脱することなく様々に変更したり代替態
様を採用したりすることが可能なことは、当業者に明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の実施の形態におけるユーザの編集作業の流れを示したフローチャートで
ある。
【図２】本発明の実施の形態で用いるテンプレート部品の例を示した図である。
【図３】本発明の実施の形態におけるテンプレート部品の変更ルールについて示した概念
図である。
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【図４】本発明の実施の形態におけるページ編集装置の機能構成例を示したブロック図で
ある。
【図５】本発明の実施の形態で参照されるテンプレート部品の管理情報の具体例を示した
図である。
【図６】本発明の実施の形態におけるページ編集装置の候補生成部の動作例を示したフロ
ーチャートである。
【図７】本発明の実施の形態で表示される選択画面の例を示した図である。
【図８】本発明の実施の形態で参照されるコンテンツが埋め込まれる前のテンプレート部
品の定義情報の具体例を示した図である。
【図９】本発明の実施の形態で参照されるコンテンツが埋め込まれる前のテンプレート部
品の定義情報の具体例を示した図である。
【図１０】本発明の実施の形態で参照されるコンテンツが埋め込まれる前のテンプレート
部品の定義情報の具体例を示した図である。
【図１１】本発明の実施の形態で参照されるコンテンツが埋め込まれた後のテンプレート
部品の定義情報の例を示した図である。
【図１２】本発明の実施の形態におけるページ編集装置のマージ部の動作例を示したフロ
ーチャートである。
【図１３】本発明の実施の形態でコピーモードが指定された場合に得られるテンプレート
部品及びその定義情報の例を示した図である。
【図１４】本発明の実施の形態を適用可能なコンピュータのハードウェア構成を示した図
である。
【符号の説明】
【００６４】
１０…ページ編集装置、１１…部品情報記憶部、１２…部品挿入部、１３…表示部、１４
…操作受付部、１５…候補生成部、１６…変更処理部
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】



(22) JP 5466357 B2 2014.4.9

10

フロントページの続き

(72)発明者  神崎　英介
            神奈川県大和市下鶴間１６２３番地１４　日本アイ・ビー・エム株式会社　大和事業所内
(72)発明者  別府　秀信
            神奈川県大和市下鶴間１６２３番地１４　日本アイ・ビー・エム株式会社　大和事業所内

    審査官  長　由紀子

(56)参考文献  特開２００６－２８５５７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２５００５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２７５５５２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　１７／２１－２６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

