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(57)【要約】
【課題】文書に付加された付加情報がある場合に、特別
な操作をすることなく、閲覧者の閲覧状況に応じて、自
動的に付加情報の表示を行うことのできる文書閲覧シス
テム及び文書に関連付けられた付加情報の表示方法を提
供する。
【解決手段】文書データと当該文書データに対して後に
付加された付加情報データとを分離処理可能に保持する
文書サーバ３と、文書データに基づく文書を表示する表
示部２２と、この表示部２２上に表示された文書を閲覧
する閲覧者の閲覧箇所を検出する閲覧箇所検出部１３と
、閲覧箇所の変化量を検出する閲覧箇所変化検出部１４
と、表示部２２上に表示される文書に重畳して付加情報
データに基づく付加情報を表示させる表示制御部１６と
、を備え、表示制御部１６は、閲覧箇所検出部１３及び
閲覧箇所変化検出部１４の検出結果に基づいて、表示部
２２上における付加情報の表示を制御する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文書データと当該文書データに対して後に付加された付加情報データとを分離処理可能
に保持する情報記憶手段と、
　前記文書データに基づく文書を表示する文書表示手段と、
　前記文書表示手段上に表示された前記文書を閲覧する閲覧者の閲覧箇所を検出する閲覧
箇所検出手段と、
　前記閲覧箇所の変化量を検出する閲覧箇所変化検出手段と、
　前記文書表示手段上に表示される前記文書に重畳して前記付加情報データに基づく付加
情報を表示させる付加情報表示制御手段と、を備え、
　前記付加情報表示制御手段は、前記閲覧箇所検出手段及び前記閲覧箇所変化検出手段の
検出結果に基づいて、前記文書表示手段上における前記付加情報の表示を制御するもので
あることを特徴とする文書閲覧システム。
【請求項２】
　前記付加情報表示制御手段は、前記閲覧者の閲覧箇所から所定の範囲内の位置に付加さ
れている前記付加情報を表示するように前記付加情報の表示を制御するものであることを
特徴とする請求項１に記載の文書閲覧システム。
【請求項３】
　前記閲覧箇所変化検出手段により検出される前記閲覧箇所の変化量は、前記閲覧者の閲
覧箇所の変化の速度又は加速度であり、
　前記付加情報表示制御手段は、この速度又は加速度に基づいて、前記所定の範囲を決定
することを特徴とする請求項２に記載の文書閲覧システム。
【請求項４】
　前記閲覧箇所変化検出手段により検出される前記閲覧箇所の変化量は、前記閲覧者の閲
覧箇所の変化の速度又は加速度であり、
　前記付加情報表示制御手段は、この速度又は加速度に基づいて、前記文書表示手段上に
表示させる前記付加情報の情報量を決定することを特徴とする請求項１から請求項３のい
ずれか一項に記載の文書閲覧システム。
【請求項５】
　前記付加情報を表示する際の表示ルールを設定する付加情報表示ルール設定手段を備え
、
　前記付加情報表示制御手段は、前記付加情報表示ルール設定手段により設定された前記
表示ルールに従って、前記文書表示手段上における前記付加情報の表示を制御するもので
あることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の文書閲覧システム。
【請求項６】
　前記文書表示手段に表示されている前記文書のページ変化を検出するページ変化検出手
段を備え、
　前記付加情報表示制御手段は、前記ページ変化検出手段による検出結果に基づいて、前
記文書表示手段上における前記付加情報の表示を制御するものであることを特徴とする請
求項１から請求項５のいずれか一項に記載の文書閲覧システム。
【請求項７】
　前記閲覧箇所検出手段は、閲覧者の視線位置を検出することにより閲覧者の閲覧箇所を
検出するものであることを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の文書
閲覧システム。
【請求項８】
　前記閲覧箇所変化検出手段は、閲覧者による文書のスクロール操作を検出することによ
り前記閲覧箇所の変化量を検出するものであることを特徴とする請求項１から請求項７の
いずれか一項に記載の文書閲覧システム。
【請求項９】
　情報記憶手段に分離処理可能に保持されている文書データに基づく文書と当該文書デー
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タに対して後に付加された付加情報データに基づく付加情報とを閲覧するための方法であ
って、
　前記文書データに基づく文書を文書表示手段に表示する文書表示工程と、
　前記文書表示工程において文書表示手段に表示された前記文書を閲覧する閲覧者の閲覧
箇所を検出する閲覧箇所検出工程と、
　前記閲覧箇所の変化量を検出する閲覧箇所変化検出工程と、
　前記文書表示手段上に表示される前記文書に重畳して前記付加情報を表示させる付加情
報表示工程と、を含み、
　前記付加情報表示工程は、前記閲覧箇所検出工程及び前記閲覧箇所変化検出工程におけ
る検出結果に応じて、前記文書表示手段上に前記付加情報を表示させることを特徴とする
文書に関連付けられた付加情報の表示方法。
【請求項１０】
　前記付加情報表示工程は、前記閲覧者の閲覧箇所から所定の範囲内の位置に付加されて
いる前記付加情報を前記文書表示手段上に表示するものであることを特徴とする請求項９
に記載の文書に関連付けられた付加情報の表示方法。
【請求項１１】
　前記閲覧箇所変化検出工程により検出される前記閲覧箇所の変化量は、前記閲覧者の閲
覧箇所の変化の速度又は加速度であり、
　前記付加情報表示工程は、この速度又は加速度に基づいて、前記所定の範囲を決定する
ことを特徴とする請求項１０に記載の文書に関連付けられた付加情報の表示方法。
【請求項１２】
　前記閲覧箇所変化検出工程により検出される前記閲覧箇所の変化量は、前記閲覧者の閲
覧箇所の変化の速度又は加速度であり、
　前記付加情報表示工程は、この速度又は加速度に基づいて、前記文書表示手段上に表示
させる前記付加情報の情報量を決定することを特徴とする請求項９から請求項１１のいず
れか一項に記載の文書に関連付けられた付加情報の表示方法。
【請求項１３】
　前記付加情報を表示する際の表示ルールを設定する付加情報表示ルール設定工程をさら
に含み、
　前記付加情報表示工程は、前記付加情報表示ルール設定工程において設定された前記表
示ルールに従って、前記文書表示手段上に前記付加情報を表示するものであることを特徴
とする請求項９から請求項１２のいずれか一項に記載の文書に関連付けられた付加情報の
表示方法。
【請求項１４】
　前記文書表示手段に表示されている前記文書のページ変化を検出するページ変化検出工
程をさらに含み、
　前記付加情報表示工程は、前記ページ変化検出工程における検出結果に基づいて、前記
文書表示手段上に前記付加情報を表示するものであることを特徴とする請求項９から請求
項１３のいずれか一項に記載の文書に関連付けられた付加情報の表示方法。
【請求項１５】
　前記閲覧箇所検出工程は、閲覧者の視線位置を検出することにより閲覧者の閲覧箇所を
検出するものであることを特徴とする請求項９から請求項１４のいずれか一項に記載の文
書に関連付けられた付加情報の表示方法。
【請求項１６】
　前記閲覧箇所変化検出工程は、閲覧者による文書のスクロール操作を検出することによ
り前記閲覧箇所の変化量を検出するものであることを特徴とする請求項９から請求項１５
のいずれか一項に記載の文書に関連付けられた付加情報の表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、文書閲覧システム及び文書に関連付けられた付加情報の表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電子化された文書である電子文書を閲覧する際に、文書閲覧装置の表示部に閲覧
対象となる文書（元文書）を表示させ、この元文書に対して適宜その重要部分にマーキン
グを施したり、コメントを書き込む等、付加情報を付加する加工を行うことができる技術
が知られている。
【０００３】
　また、複数の閲覧者が同じ情報を共有できるようにする技術も知られており、例えば、
ネットワークを介してプレゼンテーション情報を互いに送受信可能な端末機器及びサーバ
から構成され、ユーザが端末機器からプレゼンテーション情報を入力すると、この情報が
ネットワークを介してサーバに送信されて記憶部に記憶され、他のユーザはいつでもネッ
トワークに接続し、サーバからプレゼンテーション情報を取得してこれを時系列的に再現
表示させることができるプレゼンテーションシステムが提案されている（例えば、特許文
献１参照）。
【０００４】
　また、会議議事等に付帯したコンテクスト情報を記録する会議アプリケーション群によ
り生成された会議アプリケーション文書（ビデオ、音声、板書、個人メモ等）を会議単位
で関連付けて管理し、これを参照・活用可能とすることで会議をトータルに支援するシス
テムも提案されている（例えば、特許文献２参照）。特許文献２に記載された技術によれ
ば、メモ情報はその生成時間に対応するビデオ情報にリンクされており、リンクをクリッ
クすることにより動画再生を行うことができるようになっている。
【特許文献１】特開２００３－２３４２３号公報
【特許文献２】特開２００６－１４６４１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載された技術によれば、プレゼンテーション情報を再現
させるタイミングの制御は、制御データの手入力に基づいて行われており、このような入
力はユーザにとって煩雑である。
　また、特許文献２に記載された技術によれば、メモ情報等は再生時に文書上にそのまま
表示されるが、複数の閲覧者が閲覧する共有文書の場合には、元文書のみを閲覧したいと
の要望や、重要なコメントのみを表示させたいとの要望等、閲覧者により様々な要望があ
る。このため、元文書に付加された付加情報を常にすべて表示させたのでは、かえって閲
覧の邪魔になることもあり、好ましくない。また、付加情報が文書上にすべて表示される
と、元文書と後から付加された付加情報との区別がしにくくなり、煩わしいとの問題もあ
る。
【０００６】
　そこで、本発明は以上のような事情に鑑みてなされたものであり、文書に付加された付
加情報がある場合に、特別な操作をすることなく、閲覧者の閲覧状況に応じて、自動的に
付加情報の表示を行うことのできる文書閲覧システム及び文書に関連付けられた付加情報
の表示方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、文書閲覧システムにおいて、
　文書データと当該文書データに対して後に付加された付加情報データとを分離処理可能
に保持する情報記憶手段と、
　前記文書データに基づく文書を表示する文書表示手段と、
　前記文書表示手段上に表示された前記文書を閲覧する閲覧者の閲覧箇所を検出する閲覧
箇所検出手段と、
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　前記閲覧箇所の変化量を検出する閲覧箇所変化検出手段と、
　前記文書表示手段上に表示される前記文書に重畳して前記付加情報データに基づく付加
情報を表示させる付加情報表示制御手段と、を備え、
　前記付加情報表示制御手段は、前記閲覧箇所検出手段及び前記閲覧箇所変化検出手段の
検出結果に基づいて、前記文書表示手段上における前記付加情報の表示を制御するもので
あることを特徴としている。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の文書閲覧システムにおいて、
　前記付加情報表示制御手段は、前記閲覧者の閲覧箇所から所定の範囲内の位置に付加さ
れている前記付加情報を表示するように前記付加情報の表示を制御するものであることを
特徴としている。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の文書閲覧システムにおいて、
　前記閲覧箇所変化検出手段により検出される前記閲覧箇所の変化量は、前記閲覧者の閲
覧箇所の変化の速度又は加速度であり、
　前記付加情報表示制御手段は、この速度又は加速度に基づいて、前記所定の範囲を決定
することを特徴としている。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の文書閲覧シス
テムにおいて、
　前記閲覧箇所変化検出手段により検出される前記閲覧箇所の変化量は、前記閲覧者の閲
覧箇所の変化の速度又は加速度であり、
　前記付加情報表示制御手段は、この速度又は加速度に基づいて、前記文書表示手段上に
表示させる前記付加情報の情報量を決定することを特徴としている。
【００１１】
　請求項５に記載の発明は、請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の文書閲覧シス
テムにおいて、
　前記付加情報を表示する際の表示ルールを設定する付加情報表示ルール設定手段を備え
、
　前記付加情報表示制御手段は、前記付加情報表示ルール設定手段により設定された前記
表示ルールに従って、前記文書表示手段上における前記付加情報の表示を制御するもので
あることを特徴としている。
【００１２】
　請求項６に記載の発明は、請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の文書閲覧シス
テムにおいて、
　前記文書表示手段に表示されている前記文書のページ変化を検出するページ変化検出手
段を備え、
　前記付加情報表示制御手段は、前記ページ変化検出手段による検出結果に基づいて、前
記文書表示手段上における前記付加情報の表示を制御するものであることを特徴としてい
る。
【００１３】
　請求項７に記載の発明は、請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の文書閲覧シス
テムにおいて、
　前記閲覧箇所検出手段は、閲覧者の視線位置を検出することにより閲覧者の閲覧箇所を
検出するものであることを特徴としている。
【００１４】
　請求項８に記載の発明は、請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の文書閲覧シス
テムにおいて、
　前記閲覧箇所変化検出手段は、閲覧者による文書のスクロール操作を検出することによ
り前記閲覧箇所の変化量を検出するものであることを特徴としている。
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【００１５】
　請求項９に記載の発明は、
　情報記憶手段に分離処理可能に保持されている文書データに基づく文書と当該文書デー
タに対して後に付加された付加情報データに基づく付加情報とを閲覧するための方法であ
って、
　前記文書データに基づく文書を文書表示手段に表示する文書表示工程と、
　前記文書表示工程において文書表示手段に表示された前記文書を閲覧する閲覧者の閲覧
箇所を検出する閲覧箇所検出工程と、
　前記閲覧箇所の変化量を検出する閲覧箇所変化検出工程と、
　前記文書表示手段上に表示される前記文書に重畳して前記付加情報を表示させる付加情
報表示工程と、を含み、
　前記付加情報表示工程は、前記閲覧箇所検出工程及び前記閲覧箇所変化検出工程におけ
る検出結果に応じて、前記文書表示手段上に前記付加情報を表示させることを特徴として
いる。
【００１６】
　請求項１０に記載の発明は、請求項９に記載の文書に関連付けられた付加情報の表示方
法において、
　前記付加情報表示工程は、前記閲覧者の閲覧箇所から所定の範囲内の位置に付加されて
いる前記付加情報を前記文書表示手段上に表示するものであることを特徴としている。
【００１７】
　請求項１１に記載の発明は、請求項１０に記載の文書に関連付けられた付加情報の表示
方法において、
　前記閲覧箇所変化検出工程により検出される前記閲覧箇所の変化量は、前記閲覧者の閲
覧箇所の変化の速度又は加速度であり、
　前記付加情報表示工程は、この速度又は加速度に基づいて、前記所定の範囲を決定する
ことを特徴としている。
【００１８】
　請求項１２に記載の発明は、請求項９から請求項１１のいずれか一項に記載の文書に関
連付けられた付加情報の表示方法において、
　前記閲覧箇所変化検出工程により検出される前記閲覧箇所の変化量は、前記閲覧者の閲
覧箇所の変化の速度又は加速度であり、
　前記付加情報表示工程は、この速度又は加速度に基づいて、前記文書表示手段上に表示
させる前記付加情報の情報量を決定することを特徴としている。
【００１９】
　請求項１３に記載の発明は、請求項９から請求項１２のいずれか一項に記載の文書に関
連付けられた付加情報の表示方法において、
　前記付加情報を表示する際の表示ルールを設定する付加情報表示ルール設定工程をさら
に含み、
　前記付加情報表示工程は、前記付加情報表示ルール設定工程において設定された前記表
示ルールに従って、前記文書表示手段上に前記付加情報を表示するものであることを特徴
としている。
【００２０】
　請求項１４に記載の発明は、請求項９から請求項１３のいずれか一項に記載の文書に関
連付けられた付加情報の表示方法において、
　前記文書表示手段に表示されている前記文書のページ変化を検出するページ変化検出工
程をさらに含み、
　前記付加情報表示工程は、前記ページ変化検出工程における検出結果に基づいて、前記
文書表示手段上に前記付加情報を表示するものであることを特徴としている。
【００２１】
　請求項１５に記載の発明は、請求項９から請求項１４のいずれか一項に記載の文書に関



(7) JP 2009-271735 A 2009.11.19

10

20

30

40

50

連付けられた付加情報の表示方法において、
　前記閲覧箇所検出工程は、閲覧者の視線位置を検出することにより閲覧者の閲覧箇所を
検出するものであることを特徴としている。
【００２２】
　請求項１６に記載の発明は、請求項９から請求項１５のいずれか一項に記載の文書に関
連付けられた付加情報の表示方法において、
　前記閲覧箇所変化検出工程は、閲覧者による文書のスクロール操作を検出することによ
り前記閲覧箇所の変化量を検出するものであることを特徴としている。
【発明の効果】
【００２３】
　請求項１及び請求項９に記載の発明によれば、元の文書と後から付加された付加情報と
を分離して表示制御を行い、付加情報については、閲覧箇所検出手段及び閲覧箇所変化検
出手段の検出結果に基づいて、その表示を自動的に制御する。これにより、閲覧者が特別
な操作を行わなくても、閲覧者の閲覧状況に応じて、適切に付加情報を表示させることが
できるとの効果を奏する。
【００２４】
　請求項２及び請求項１０に記載の発明によれば、閲覧者が閲覧している箇所の近傍に関
連付けられている付加情報だけを表示させることができ、不要な付加情報によって元文書
が読みにくくなることを防止するとともに、付加情報の表示に対して閲覧者の関心を引き
付けやすくなるとの効果を奏する。
【００２５】
　請求項３及び請求項１１に記載の発明によれば、閲覧者の閲覧箇所の変化の速度又は加
速度に応じて、表示させる付加情報の存在範囲を決定するので、閲覧に必要な部分の付加
情報のみを閲覧者に提供することができるとの効果を奏する。
【００２６】
　請求項４及び請求項１２に記載の発明によれば、閲覧者の閲覧箇所の変化の速度又は加
速度に応じて、表示させる付加情報の情報量を決定するので、閲覧のペースに合わせた分
量の付加情報を閲覧者に提供することができるとの効果を奏する。
【００２７】
　請求項５及び請求項１３に記載の発明によれば、表示ルールを設定することができるの
で、閲覧者の好みや閲覧状況等に応じた付加情報の表示を行うことができるとの効果を奏
する。
【００２８】
　請求項６及び請求項１４に記載の発明によれば、例えば文書のページ変化が頻繁である
場合には自動的に付加情報を表示させないようにする等の制御を行うことにより、精読し
たい箇所の検索時等、付加情報が表示されるとかえって煩わしい場合にその表示を行わな
いようにすることができるとの効果を奏する。
【００２９】
　請求項７及び請求項１５に記載の発明によれば、閲覧者の視線位置を検出することによ
り閲覧者の閲覧箇所を検出するので、特別な入力等を行うことなく、簡易に閲覧箇所の特
定を行うことができるとの効果を奏する。
【００３０】
　請求項８及び請求項１６に記載の発明によれば、閲覧者による文書のスクロール操作を
検出することにより閲覧箇所の変化量を検出するので、特別な入力等を行うことなく、簡
易に閲覧箇所の変化量の検出を行うことができるとの効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、図面を参照しながら本発明を実施するための最良の形態について説明する。ただ
し、本発明の範囲は以下の実施形態及び図示例に限定されるものではない。
【００３２】
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　図１から図１１を参照しつつ、文書閲覧システムの一実施形態について説明する。
　本実施形態における文書閲覧システム１００は、ある文書の閲覧者が付加情報（マーキ
ング、アノテーション、コメント等）を入力・保存し、その後、同じ文書を異なる閲覧者
が閲覧する場合のように、複数の閲覧者が同じ文書を共有する場合が想定されるシステム
である。
　図１に示すように、文書閲覧システム１００は、複数の文書閲覧装置１ａ，１ｂ，１ｃ
、文書サーバ３を備えて構成されており、これらは、例えば図示しないスイッチングハブ
等を介してＬＡＮ（Local Area Network）、ＷＡＮ（Wide Area Network）等の通信ネッ
トワーク（以下単に「ネットワーク」と称する。）５により接続されている。
　なお、本実施形態では、３台の文書閲覧装置１ａ，１ｂ，１ｃを備える場合を例示して
いるが、文書閲覧装置の台数は特に限定されない。例えばさらに多くの文書閲覧装置がネ
ットワーク５に接続されていてもよいし、１台の文書閲覧装置を複数の閲覧者が使用する
構成としてもよい。
　また、各文書閲覧装置１ａ，１ｂ，１ｃは、常時ネットワーク５に接続されていなくて
もよい。例えば、文書閲覧装置１ａ，１ｂ，１ｃをネットワーク５に接続して文書サーバ
３から文書データ等を取得した後に、ネットワーク５との接続を解除して、オフラインの
状態で文書閲覧を行うようにしてもよい。
【００３３】
　文書サーバ３は、各種のデジタル形式の文書データが保存されているデータサーバであ
る。文書サーバ３は、文書データ（元の文書のデータ）と当該文書データに対して後に付
加された付加情報データとを分離処理可能に保持する情報記憶手段であり、付加情報デー
タは文書データと関連付けられて記憶されている。
　なお、このように、文書データと付加情報データとは、分離処理が可能であり、かつ相
互に関連付けられていればよく、その保存形態は、元の文書の文書データと同じファイル
上に付加情報データが保存されていてもよいし、両者が異なるファイルとして保存されて
いてもよい。
【００３４】
　なお、本実施形態において、文書データとは、例えば、会議における配布資料、会議用
の作成（共有）資料等の会議関連資料、報告書、マニュアル等のビジネス文書（Ｗｅｂ文
書等を含む）のデータの他、電子教科書、電子書籍等、各種の電子的な文書のデータを含
むものである。
【００３５】
　また、付加情報データとは、文書データに対して後付けで付加された、アノテーション
、コメント、マーキング、メモ等の付加情報のデータである。これらは、後述するように
、付加情報入力手段である入力部２１によって入力される。また、図１において特に図示
していないが、インターネット等外部情報収集手段を用いて収集された情報（例えば、語
句の意味、読み仮名、語句やセンテンス内容に関するより詳しい情報やそのリンク情報）
等もこの付加情報に含まれるとすることができる。
【００３６】
　図２に文書サーバ３に記憶されている文書データ及び付加情報データの例を示す。図２
では、文書データとして「報告書Ａ」、「報告書Ｂ」、「報告書Ｃ」、「会議関連資料」
、「マニュアルＡ」、「マニュアルＢ」のデータが記憶されており、このうち、「報告書
Ａ」に２つの付加情報データ、「会議関連資料」に１つの付加情報データが関連付けられ
て保存されている場合を例示している。
【００３７】
　図２に示すように、付加情報データは、それぞれ、付加情報の内容（画像化した内容を
含む）、当該付加情報が付加される元文書データのファイル名、付加情報の記入者情報、
記入（付加）された時刻情報、付加情報の文書データ上における位置を特定する位置特定
情報に関するデータ等が１つのセットとして格納される。また、手書きによる入力の場合
には、手書きにおける軌跡（筆跡）を座標として示す軌跡座標点の情報（図示せず）も付
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加情報データとして格納される。なお、付加情報データの内容はここに例示されたものに
限定されない。
　位置特定情報としては、例えば付加情報の位置するページのページ番号、座標情報、付
加情報が関連付けられている文字列やセンテンスの位置に関するデータ等がある。なお、
位置特定情報は、ここに挙げたものに限定されず、ここに例示したもの以外の情報を含ん
でいてもよい。また、位置特定情報は、１又は複数の情報を組み合わせることによって付
加情報の位置を特定できれば足りるため、ここに挙げたものの一部のみを備えるものでも
よい。
【００３８】
　文書閲覧装置１ａ，１ｂ，１ｃは、文書サーバ３に格納されている文書データに基づく
文書等を閲覧することができるコンピュータであり、図３に示すように、制御部１０、Ｒ
ＯＭ（Read Only Memory）１７、ＲＡＭ（Random Access Memory）１８、パラメータ記憶
部１９、入力部２１、表示部２２、通信部２３等を備えて構成されており、各部はバス２
５を介して接続されている。
【００３９】
　入力部２１は、例えばカーソルキー、数字入力キー、及び各種機能キー等を備えたキー
ボード、マウス等のポインティングデバイス、手書き入力用のタブレット及びスタイラス
ペン等（いずれも図示せず）を備えて構成されており、キーボードに対するキー操作やマ
ウス操作、スタイラスペンによる操作等により入力された指示信号を制御部１０に出力す
るものである。
　本実施形態において、入力部２１は、文書の閲覧者が、文書データに付加する付加情報
を入力するための付加情報入力手段として機能する。付加情報の入力は、例えば、キーボ
ード操作、マウス操作による文字列やコード等の入力によって行われてもよいし、スタイ
ラスペン等による文字列やマーク等の手書き入力によって行われてもよい。
【００４０】
　表示部２２は、例えば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）やＣＲＴ
（Cathode Ray Tube）、有機ＥＬパネル、プラズマディスプレイ、（ビデオ）プロジェク
タ等、公知のモニタにより構成されており、制御部１０から入力される表示信号の指示に
従って、各種情報や入力画面等を表示するものである。
　本実施形態において表示部２２は、文書データに基づく文書を表示する文書表示手段と
して機能するものであり、また、文書データに付帯する付加情報データに基づく付加情報
を表示させる場合には、文書上の対応位置に付加情報を重畳して表示させることができる
ようになっている。
【００４１】
　なお、前記表示部２２の表示画面上に、透明電極を格子状に配置した感圧式（抵抗膜圧
式）のタッチパネル（図示せず）を形成し、表示部２２に表示される画面と入力部２１と
が一体に構成されるタッチスクリーンとし、これを付加情報入力手段として機能させても
よい。また、表示部２２は、タブレット用のパネルでもよい。この場合、タッチパネルや
タブレット用のパネルは、手指やスタイラスペン等で押下された力点のＸＹ座標を電圧値
で検出し、検出された位置信号が操作信号として制御部１０に出力されるように構成され
る。なお、タッチパネルの構成は、感圧式のものに限定されず、例えば電磁誘導方式等、
他の方式によるものでもよい。
【００４２】
　通信部２３は、ＬＡＮアダプタ、モデム、ＴＡ（Terminal Adapter）等を備え、ＬＡＮ
（Local Area Network）等のネットワーク５に接続された各装置との間でデータの送受信
を行うものである。なお、通信部２３は他の装置と各種データの送受信が可能なものであ
ればよく、上記のようなネットワーク５を介して各装置と接続されるものに限定されない
。
【００４３】
　ＲＯＭ１７は、例えば半導体の不揮発性メモリ等により構成されており、文書閲覧装置
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１に対応するシステムプログラム、該システムプログラム上で実行可能な制御処理プログ
ラム等の各種プログラムを記憶している。本実施形態において、ＲＯＭ１７には、後述す
る文書やこれに付帯する付加情報を表示部２２に表示させる表示処理を行うための文書等
表示プログラムが格納されている。各種プログラムは、コンピュータ読み取り可能なプロ
グラムコードの形態でＲＯＭ１７に格納されており、制御部１０は、当該プログラムコー
ドに従った動作を逐次実行する。
【００４４】
　ＲＡＭ１８は、制御部１０により実行制御される各種処理において、ＲＯＭ１７から読
み出された各種プログラム、入力若しくは出力データ、及び後述するパラメータ記憶部１
９に記憶されているパラメータ等を一時的に格納する一時記憶領域及びこれらを展開する
作業領域を有している。
【００４５】
　また、パラメータ記憶部１９は、上記プログラムの実行に必要な各種パラメータ等のデ
ータを記憶しているものである。
　本実施形態では、パラメータ記憶部１９には、例えば閲覧速度と表示させる付加情報の
情報量との対応付けを規定したパラメータや、閲覧速度と表示させる付加情報の存在範囲
との対応付けを規定したパラメータ等が記憶されている。
【００４６】
　閲覧速度と表示させる付加情報の情報量との対応付けを規定したパラメータとしては、
例えば図４に示すように、閲覧速度（閲覧箇所の変化の速度）が速くなるほど表示させる
付加情報の情報量が少なくなるように対応付けられたものが用意されており、閲覧者の閲
覧速度に合わせて適当な情報量の付加情報が提供されるようになっている。
　また、閲覧速度と表示させる付加情報の存在範囲との対応付けを規定したパラメータと
しては、例えば図５に示すように、閲覧速度（閲覧箇所の変化の速度）が速くなるほど表
示させる付加情報の存在範囲が広くなるように対応付けられたものが用意されており、閲
覧者の閲覧速度に合わせて、適切なタイミングで付加情報が提供されるようになっている
。
　なお、図４、図５に示した対応関係は一例であり、閲覧速度と表示させる付加情報の情
報量との関係、閲覧速度と表示させる付加情報の存在範囲の関係は、他の対応関係を有し
ていてもよい。
【００４７】
　制御部１０は、例えば、図示しないＣＰＵ（Central Processing Unit）等を備えて構
成されており、本体制御部１１、ページ変化検出部１２、閲覧箇所検出部１３、閲覧箇所
変化検出部１４、付加情報表示ルール設定部１５、表示制御部１６等を含んでいる。制御
部１０は、後述するＲＯＭ１７等に記憶されている各種プログラムを読み出してＲＡＭ１
８の作業領域に展開し、展開されたプログラムに従って後述する制御処理を実行して、文
書やこれに付帯する付加情報等を適宜表示部２２に表示させるものである。
【００４８】
　本体制御部１１は、文書閲覧装置１を構成する各構成要素・各機能部の動作を制御する
機能部である。本体制御部１１は、例えば、通信部２３による各種データの送受信や、各
種制御信号の入出力等を制御する。
【００４９】
　ページ変化検出部１２は、表示部２２に表示されている文書のページ番号情報を時系列
的に取得して、現在閲覧しているページのページ番号情報の他、ページ変化（閲覧者によ
るページめくり）に関する情報を検出するページ変化検出手段である。
　ここで、ページ変化に関する情報とは、例えばページ変化の速度や加速度である。なお
、表示部２２に表示されている文書のページ番号情報は、当該文書の文書データから抽出
、取得することが可能である。
【００５０】
　閲覧箇所検出部１３は、閲覧者が表示部２２上に表示されている文書を閲覧していると
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きに、閲覧者の閲覧箇所を検出する閲覧箇所検出手段である。閲覧箇所検出部１３は、下
記に示す閲覧箇所の抽出手法に応じて、例えばＣＣＤ（Charge Coupled Devices）やＣＭ
ＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）等を用いた可視光カメラ（２眼以上
も含む）等の映像撮影デバイスや、キーボード、マウス、タブレット、タッチパネル等の
入力部２１による操作状況を検出するデバイス等により構成される。
　閲覧箇所の抽出・特定手法としては、例えば以下のような手法がある。
【００５１】
　第１の手法として、閲覧者の視線位置の情報（視野範囲、図６参照）を検出することに
より閲覧箇所を特定する手法がある。この場合には、例えば、閲覧箇所検出部１３として
２眼以上のカメラシステムを備え、カメラシステムによって閲覧者の視線方向を検出する
。そして、この視線方向から閲覧者が表示部２２上に表示された文書のどの部分を閲覧し
ているか、すなわち閲覧者の視線の位置（視野範囲）を検出する。
【００５２】
　なお、カメラシステムによって閲覧者の視線方向を検出する手法としては公知のものを
用いることができる。
　例えば、まず、閲覧者の目に赤外光を照射してＣＣＤカメラ等で撮影し、撮影された画
像から瞳孔部分を検出する。そして、瞳孔を楕円に近似させる補正を行った上で、眼球の
回転中心座標と眼球の回転半径を求める。さらに、眼球の回転中心座標と回転半径と楕円
の中心座標とからカメラに対する視線方向ベクトルを求め、これを対象物座標系における
視線方向ベクトルに変換する。この場合、閲覧者に表示部２２に複数位置に順次注視点を
表示させたものを注視させて、各注視点を注視した際のカメラに対する視線方向ベクトル
データを取得する等の手法により、予め当該閲覧者についてのカメラに対する視線方向ベ
クトルと対象物座標系における視線方向ベクトルとの対応関係を取得しておく。そして、
この対応関係に基づいてカメラに対する視線方向ベクトルから対象物座標系における視線
方向ベクトルへの変換行列を求め、パラメータ記憶部１９等に記憶させておき、この変換
行列を用いてカメラに対する視線方向ベクトルから対象物座標系における視線方向ベクト
ルへの変換を行う。
【００５３】
　第２の手法として、表示部２２の表示画面上における閲覧者の手指の指先やスタイラス
ペンのペン先情報（図７参照）を検出することにより閲覧箇所を特定する手法がある。こ
の手法は閲覧者が指先やスタイラスペンで文書の文字列を辿りながら文書を閲覧している
場合に有効である。この場合には、例えば手指やスタイラスペン等でタッチパネルやタブ
レット用のパネルを押下した力点のＸＹ座標を電圧値として検出することによりその位置
を特定する。
　なお、指先の位置やペン先の位置を計測する手法はこれに限定されず、例えば閲覧箇所
検出部１３として２眼以上のカメラシステムを備え、このカメラシステムによってタブレ
ット上の指先の位置やペン先の位置を三次元計測してもよい。また、例えば閲覧箇所検出
部１３として超音波や赤外線等を使用したセンサデバイスを備え、このセンサデバイスに
よりタブレット上の指先の位置やペン先の位置を計測し、閲覧箇所を検出するようにして
もよい。
【００５４】
　第３の手法として、表示部２２の表示画面上におけるポインタやカーソルの位置情報（
図８参照）を検出することにより閲覧箇所を特定する手法がある。この手法は閲覧者がポ
インタ等で文書の文字列を辿りながら文書を閲覧している場合に有効である。この場合、
閲覧箇所検出部１３は、定期的にポインタやカーソルの位置を検出して、当該検出時の時
刻情報と位置情報を取得する。
【００５５】
　第４の手法として、スクロール情報の時間変化を取得することにより、現時点における
閲覧箇所の変化を推定する手法がある。この第４の手法は、第１の手法から第３の手法と
比較すると、閲覧箇所の特定及び閲覧箇所の変化の検出分解能が低くなるが、例えばスク
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ロールに応じて表示部２２上に表示された文書のハイライト位置が変わるようなシステム
を利用する場合に有効である。
【００５６】
　なお、閲覧箇所の抽出・特定は、上記の第１の手法から第４の手法により抽出（取得）
された各情報の全部又は一部を組み合わせることにより行うようにしてもよい。なお、各
手法を組み合わせる場合には、例えば、各手法によって得られた検出結果を平均化したり
、精度が高い順に順位化する等の手法によることが考えられる。このように、複数の情報
を組み合わせて閲覧箇所を特定することにより、ある手法において閲覧者の癖等に由来す
る誤差が現れているような場合でも高精度の特定を行うことができる。
【００５７】
　閲覧箇所変化検出部１４は、閲覧箇所検出部１３によって検出された、時系列的な閲覧
箇所情報から、閲覧箇所の変化に関連した情報を検出する閲覧箇所変化検出手段である。
　ここで、閲覧箇所の変化に関連した情報とは、例えば閲覧箇所の変化の速度や加速度で
ある。閲覧箇所変化検出部１４は、閲覧の経過時間及び閲覧箇所の変化量（閲覧箇所がど
の程度移動したかの変化量）から、閲覧箇所の時間変化（速さ）や加速度を算出する。こ
れらの情報は、文書の閲覧後閲覧者の情報と共に保存しておき、次回同じ閲覧者が閲覧し
たときに、その初期値として使用することが好ましい。
　なお、本実施形態においては、閲覧箇所変化検出部１４が、閲覧箇所の変化に関連した
情報として閲覧箇所の変化の速度を検出する場合を例として説明する。
【００５８】
　付加情報表示ルール設定部１５は、付加情報を文書に重畳して表示部２２に表示させる
際に、その表示ルールを設定する付加情報表示ルール設定手段である。
　文書の種類、閲覧時の状況、閲覧者の好み等によって、閲覧者の所望する付加情報の表
示のさせ方は異なっている。そのため、例えば文書閲覧時に表示ルールの種別を表示部２
２に表示させ、閲覧者が入力部２１の操作等によりＱ＆Ａ形式で所望の表示ルールを選択
できるようにすることが好ましい。閲覧者によって表示ルールを選択する入力操作がなさ
れると、その入力信号が付加情報表示ルール設定部１５に送られ、付加情報表示ルール設
定部１５により、閲覧者により選択された表示ルールが、当該文書を表示する際の表示ル
ールとして設定される。
　なお、文書閲覧の際に適用される表示ルールを予めデフォルトで設定しておくことも可
能である。また、例えばパラメータ記憶部１９等に、各文書の種別と適用される表示ルー
ルとの対応付け等を記憶させておき、文書データを開く際に、当該対応付けに従って自動
的に表示ルールを選択・適用し、処理を行うようにしてもよい。
【００５９】
　本実施形態において付加情報表示ルール設定部１５により設定される表示ルールとして
は、１）付加情報を表示させない（第１の表示ルール）、２）文書データに関連付けられ
ている付加情報をすべて重畳して表示させる（第２の表示ルール）、３）閲覧速度（閲覧
箇所の変化の速度）と表示させる付加情報の情報量とを対応させて表示させる（第３の表
示ルール）、４）閲覧速度（閲覧箇所の変化の速度）と表示させる付加情報の存在範囲と
を対応させて表示させる（第４の表示ルール）がある。
　なお、ここに挙げた表示ルールは一例であり、表示ルールはこれに限定されない。これ
ら以外の表示ルールを設定可能であってもよいし、これらの表示ルールのうちの一部のみ
を選択・設定できるようになっていてもよい。また、第３の表示ルールと第４の表示ルー
ルとを組み合わせて適用するように設定可能としてもよい。
【００６０】
　表示制御部１６は、表示部２２の表示を制御するものであり、文書データに基づいて表
示部２２に文書を表示させたり、画像データに基づいて画像を表示させたりする。また、
表示制御部１６は、文書データに付加された付加情報データがある場合に、この付加情報
データに基づく付加情報を、表示部２２上に表示される文書に重畳して表示させる付加情
報表示制御手段として機能する。
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　本実施形態においては、表示制御部１６は、閲覧箇所検出部１３及び閲覧箇所変化検出
部１４の検出結果に基づいて、表示部２２上における付加情報の表示を制御するようにな
っており、どのような表示の仕方とするかについては、付加情報表示ルール設定部１５に
より設定された表示ルールに従う。
【００６１】
　例えば、付加情報表示ルール設定部１５により第１の表示ルールが適用（設定）された
場合には、付加情報を含まない元の文書のみを表示部２２に表示させる。
　また、第２の表示ルールが適用（設定）された場合には、閲覧者の閲覧速度（閲覧箇所
の変化の速度）等に関わりなく、当該文書に付加されているすべての付加情報を文書に重
畳させて表示させる。
【００６２】
　また、第３の表示ルールが適用（設定）された場合には、表示制御部１６は、パラメー
タ記憶部１９に記憶されているパラメータ（図４参照）を参照し、例えば閲覧速度が遅い
場合には、多くの付加情報を表示させるが、閲覧速度が速い場合には、少ない量の付加情
報しか表示させないというように、閲覧者の閲覧速度に応じて表示させる付加情報の情報
量を調整する。
【００６３】
　例えば、図６に示すように、ある文書に関連付けられた付加情報として文字列「ＡＢ」
に付されたマーキング等の付加情報αと、文字列「ＣＤＥ」に付されたマーキング等の付
加情報β，γとがある場合、閲覧者の視野範囲が矢印Ｘ方向に移動する速度が速い場合に
は、視野範囲が文字列「ＣＤＥ」付近まで移動しても付加情報βのみを表示させ、付加情
報γについては表示させないというように表示させる付加情報の情報量を調整する。この
ことはユーザの手指の位置で閲覧箇所を特定する場合（図７参照）、ポインタの位置で閲
覧箇所を特定する場合（図８参照）についても同様である。
　なお、文書上の同じ位置（図６では文字列「ＣＤＥ」）に複数の付加情報β，γが付さ
れている場合に、どちらを優先的に表示させるかは、例えば、付加情報が付加された時刻
の先後（最新のものを優先的に表示）や、付加情報の大きさ（データ量）（小さいものを
優先的に表示）、付加情報を付加した記入者の優先度（キーパーソンが付加したものを優
先的に表示）等、パラメータ記憶部１９等に記憶されている一定のルール（優先順位）に
従って決定される。このルールは予めデフォルトとして設定されていてもよいし、ユーザ
が任意に設定してもよい。
　また、閲覧速度が遅い場合には、文書上の同じ位置に複数の付加情報β，γが付加され
ている場合、付加情報β，γを優先順位の高いものから順に表示させていく。この場合、
１つの付加情報が全て表示されたら、次の付加情報の表示を行うことが好ましく、複数の
付加情報を重ねて表示させてもよいし（例えば、付加情報を半透明で表示させ、先に表示
されていた付加情報が透けて見えるようにしてもよい。）、次々に上書きしながら表示さ
せてもよい。
【００６４】
　また、表示制御部１６は、閲覧者の閲覧している箇所から所定の範囲内の位置に付加さ
れている付加情報を表示するように付加情報の表示を制御するようになっているが、第４
の表示ルールが適用（設定）された場合には、表示制御部１６は、パラメータ記憶部１９
に記憶されているパラメータ（図５参照）を参照し、この「所定の範囲」をどの程度とす
るかを決定する。具体的には、例えば閲覧速度が遅い場合には、現在の閲覧箇所に近い範
囲に存在する付加情報しか表示させないが、閲覧速度が速い場合には、より広い範囲（現
在の閲覧箇所から遠い範囲）に存在する付加情報まで表示させるというように、閲覧者の
閲覧速度に応じて表示させる付加情報の存在範囲を調整し、閲覧箇所の移動に伴って、付
加情報の存在範囲が「所定の範囲」内となった場合に当該付加情報の表示を行うようにす
る。
【００６５】
　例えば、図６に示すように、ある文書に関連付けられた付加情報として文字列「ＡＢ」
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に付された付加情報αと、文字列「ＣＤＥ」に付された付加情報β，γとがある場合、閲
覧者の視野範囲が矢印Ｘ方向に移動する速度が遅い場合には、まず視野範囲の近傍の文字
列「ＡＢ」に付加されている付加情報αのみを表示させ、視野範囲が文字列「ＣＤＥ」の
近傍まで移動したら付加情報β，γを表示させる。他方、閲覧者の視野範囲が矢印Ｘ方向
に移動する速度が速い場合には、図６に示す位置に視野範囲があるときでも、付加情報α
のみならず、より視野範囲から遠い位置に付加されている付加情報β，γも合わせて表示
させるようにする。このことはユーザの手指の位置で閲覧箇所を特定する場合（図７参照
）、ポインタの位置で閲覧箇所を特定する場合（図８参照）についても同様である。
【００６６】
　また、表示制御部１６は、ページ変化検出部１１による検出結果に基づいて、表示部２
２上における付加情報の表示を制御する。具体的には、例えば、パラメータ記憶部１９等
に標準的な閲覧速度の場合のページ変化速度（閲覧者によるページめくりの速度）を記憶
させておき、ページ変化検出部１２により検出されたページ変化速度がこの標準的な閲覧
速度の場合のページ変化速度を超えている場合には、付加情報を表示させないようにする
等の表示制御を行う。
【００６７】
　すなわち、文書の閲覧を行う場合には、最初のページから精読する場合（パターン１）
と、精読したい箇所だけを拾って読む場合（パターン２）とがあり、それぞれ閲覧箇所の
変化のパターンが異なっている。
　まず、パターン１の場合には、文書サーバ３から所望の文書データを読み出して、先頭
ページを表示部２２に表示させ、先頭ページから順に閲覧を開始する。この場合、当該文
書データに付加情報データが関連付けられている場合には、表示制御部１６は、設定され
ている表示ルールに従って付加情報を表示させる。
　これに対して、パターン２の場合には、文書サーバ３から所望の文書データを読み出し
て、まず先頭ページを表示部２２に表示させるが、精読したい箇所を探すためにページ送
りやページ戻しが比較的頻繁に行われる。そして、精読したい箇所が、あるページ上に見
つかると、そのページを表示させて該当部分の閲覧（精読）を開始するというフローにな
る。また、他にも精読したい箇所がある場合は、再度ページ送りやページ戻しが繰り返さ
れる。このように、パターン２において精読したい箇所を探しているとき（以下「検索時
」という。）には、必ずしも付加情報を表示させる必要がない。そこで、表示制御部１６
は、ページ変化検出部１２や閲覧箇所変化検出部１４による検出結果に基づいて、閲覧者
による閲覧が開始されたか、検索時かを判断し、検索時である場合には、付加情報を表示
させないように表示部２２の表示を制御する。
【００６８】
　なお、閲覧者による閲覧が開始されたか、検索時かを自動的に判別する手法としては、
以下のようなものがある。ただし、判別手法はここに例示したものに限定されない。
　例えば、ページ変化検出部１２による検出結果から、閲覧がページ番号の昇順に従って
行われており、ページ毎の表示時間が比較的長く、各ページの表示時間のばらつきが少な
い場合や、閲覧箇所変化検出部１４による検出結果から、視線の動き、手指の動き等が文
書の文字列に沿っている場合、閲覧箇所の変化の速度が通常の文書閲覧時の速度と同等で
ある場合等には、閲覧者が最初のページから文書を精読している可能性が高く、表示制御
部１６は閲覧のパターン１であると判断する。
　他方、ページ変化検出部１２による検出結果から、閲覧がページ番号の昇順に従ってい
ない場合（ページ戻りやページ飛ばしがある場合）や、ページ毎の表示時間が比較的短い
場合には、閲覧者が精読したい箇所を探している検索時である可能性が高く、表示制御部
１６は閲覧のパターン２であると判断する。また、各ページの表示時間のばらつきが大き
い場合にも、精読したい箇所と読み飛ばしている箇所が混在してる可能性が高いため、検
索時と判断する。また、閲覧箇所変化検出部１４による検出結果から、視線の動き、手指
の動き等が文書の文字列に沿っていない場合、閲覧箇所の変化の速度が通常の文書閲覧時
の速度よりも早い場合等にも、検索時である可能性が高いため、表示制御部１６は閲覧の
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パターン２であると判断する。
【００６９】
　なお、ページの表示時間の長短や、閲覧箇所の変化の速度が通常の文書閲覧時の速度と
同等であるか否かについては、例えば所定の閾値をパラメータ記憶部１９等に予め記憶さ
せておき、この閾値を用いて判断する。閾値の初期値は、ａ）閲覧者により入力・設定さ
れた値、ｂ）同じ文書データを閲覧した他者の表示時間や速度のデータ、ｃ）当該閲覧者
の過去の閲覧における表示時間や速度のデータ等を使用することができる。
【００７０】
　精読時の閲覧速度は、閲覧者や文書内容によって異なる。このため、例えば、１ページ
を読むのにかかった時間を計測し、それを用いて閾値を適宜更新するようにしてもよい。
このような閾値の更新を繰り返すことにより、文書内容の変動（例えば文書の難易度の変
化等）に対応し、判断の正確性・信頼性を向上させることができる。
　また、精読したい箇所を探すときの探し方や癖等は閲覧者によって異なる。このため、
当該閲覧者の行動をパラメータに反映させるために、ページ番号の遷移履歴データ、閲覧
箇所の変化履歴データ等を取得し、その遷移パターン、変化パターンをパラメータ記憶部
１９等に記憶させておくことが好ましい。このような過去の遷移パターン、変化パターン
を考慮して現在の遷移パターン、変化パターンを更新することにより、当該閲覧者の癖等
に合わせたより適切な判断を行うことができる。
【００７１】
　さらに、検索時における付加情報の表示について、別途設定できるように構成すること
が好ましい。なお、検索時における付加情報の表示の仕方としては、例えば以下のような
ものが考えられる。
　すなわち、第１の表示手法としては、検索している間は付加情報を非表示とし、精読し
たい箇所が見つかり、精読を開始したら、その閲覧状況に応じ表示ルールに従って付加情
報を表示させるとの手法がある。第２の表示手法としては、検索している間は付加情報を
全て表示させ、精読したい箇所が見つかり、精読するページが確定したら（例えば同じペ
ージの表示時間が長くなったら）、一旦付加情報を全て消し、精読を開始したら閲覧状況
に応じ表示ルールに従って付加情報を表示させるとの手法がある。第２の表示手法は、例
えば、付加情報を手掛かりとして精読箇所を特定したい場合（付加情報に精読箇所を特定
するための重要な情報がある場合）等に有効である。なお、検索時における付加情報の表
示の仕方として設定可能なものは、ここに例示したものに限定されない。閲覧者の好みや
用途等に応じて適宜設定できることが好ましい。
【００７２】
　次に、図９から図１１を参照しつつ、本実施形態における文書に関連付けられた付加情
報の表示方法について説明する。なお、この文書に関連付けられた付加情報の表示方法に
おける処理は制御部１０とＲＯＭ１７に格納されている文書等表示プログラムとの協働に
よって実現されるものである。
【００７３】
　図９に示すように、まず、閲覧者が閲覧したい文書を入力部２１から入力すると、本体
制御部１１は通信部２３を介して文書サーバ３から当該文書の文書データを取得し（ステ
ップＳ１）、取得した文書データのファイルを開いて（ステップＳ２）、当該文書データ
に基づく文書を表示部２２に表示させる（ステップＳ３）。
　このとき、表示制御部１６は、当該文書に関連付けられた付加情報があるか否かを判断
し（ステップＳ４）、付加情報が関連付けられていなければ（ステップＳ４：ＮＯ）、文
書のみを表示させる（ステップＳ５）。付加情報が関連付けられている場合（ステップＳ
４：ＹＥＳ）には、付加情報を表示させるかを判断し（ステップＳ６）、付加情報を表示
させない場合（ステップＳ６：ＮＯ、第１の表示ルールが設定されている場合）には、文
書のみを表示させる（ステップＳ７）。付加情報を表示させる場合（ステップＳ６：ＹＥ
Ｓ）には、表示制御部１６は、さらに、付加情報を閲覧動作に対応させて表示するかを判
断し（ステップＳ８）、閲覧動作に対応させない場合（ステップＳ８：ＮＯ、第２の表示
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ルールが設定されている場合）には、すべての付加情報を文書中の対応箇所に重畳して表
示させる（ステップＳ９）。
【００７４】
　閲覧動作に対応させる場合（ステップＳ８：ＹＥＳ）には、表示制御部１６は、さらに
、閲覧速度と付加情報の存在範囲とを対応させて表示させるかを判断し（ステップＳ１０
）、閲覧速度と付加情報の存在範囲とを対応させない場合（ステップＳ１０：ＮＯ）には
、閲覧速度と付加情報の情報量とのみを対応させて表示させる（ステップＳ１１、第３の
表示ルールが設定されている場合）。閲覧速度と付加情報の存在範囲とを対応させる場合
（ステップＳ１０：ＹＥＳ）には、表示制御部１６は、閲覧速度と付加情報の情報量とを
対応させて表示させるかを判断し（ステップＳ１２）、閲覧速度と付加情報の情報量とを
対応させない場合（ステップＳ１２：ＮＯ）には、閲覧速度と付加情報の存在範囲とのみ
を対応させて表示させる（ステップＳ１３、第４の表示ルールが設定されている場合）。
閲覧速度と付加情報の情報量とを対応させる場合（ステップＳ１２：ＹＥＳ）には、表示
制御部１６は、閲覧速度と付加情報の存在範囲、及び閲覧速度と付加情報の情報量とを対
応させて表示させる（ステップＳ１４、第３の表示ルール及び第４の表示ルールが設定さ
れている場合）。
【００７５】
　ここで、図１０を参照しつつ、第３の表示ルールが設定されている場合の処理（図９に
おけるステップＳ１１）について説明する。
　第３の表示ルールが設定されている場合には、閲覧箇所検出部１３により閲覧者の閲覧
箇所を検出し（ステップＳ２１）、閲覧箇所変化検出部１４により閲覧箇所の変化量（変
化の速度）を検出する（ステップＳ２２）。そして、表示制御部１６は、閲覧箇所変化検
出部１４による検出結果に基づいて表示させる付加情報の情報量を決定する（ステップＳ
２３）。
【００７６】
　表示制御部１６は、閲覧箇所の近傍の所定の範囲内に関連付けられている付加情報があ
るか否かを判断し（ステップＳ２４）、閲覧箇所の近傍の所定の範囲内に関連付けられて
いる付加情報がない場合（ステップＳ２４：ＮＯ）には、付加情報を表示させず文書のみ
を表示させる。他方、関連付けられている付加情報がある場合（ステップＳ２４：ＹＥＳ
）には、決定された情報量の付加情報を文書に重畳して表示させる（ステップＳ２５）。
表示制御部１６は、閲覧が終了したかを判断し（ステップＳ２６）、閲覧が終了していな
い場合にはステップＳ２１からステップＳ２５の処理を繰り返し、閲覧が終了した場合に
は処理を終了する。
【００７７】
　次に、図１１を参照しつつ、第４の表示ルールが設定されている場合の処理（図９にお
けるステップＳ１３）について説明する。
　第４の表示ルールが設定されている場合には、閲覧箇所検出部１３により閲覧者の閲覧
箇所を検出し（ステップＳ３１）、閲覧箇所変化検出部１４により閲覧箇所の変化量（変
化の速度）を検出する（ステップＳ３２）。そして、表示制御部１６は、閲覧箇所変化検
出部１４による検出結果に基づいて表示させる付加情報の存在範囲を決定する（ステップ
Ｓ３３）。
【００７８】
　表示制御部１６は、閲覧箇所の近傍であって前記決定された範囲内に関連付けられてい
る付加情報があるか否かを判断し（ステップＳ３４）、決定された範囲内に関連付けられ
ている付加情報がない場合（ステップＳ３４：ＮＯ）には、付加情報を表示させず文書の
みを表示させる。他方、関連付けられている付加情報がある場合（ステップＳ３４：ＹＥ
Ｓ）には、該当する付加情報を文書に重畳して表示させる（ステップＳ３５）。表示制御
部１６は、閲覧が終了したかを判断し（ステップＳ３６）、閲覧が終了していない場合に
はステップＳ３１からステップＳ３５の処理を繰り返し、閲覧が終了した場合には処理を
終了する。
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【００７９】
　なお、第３の表示ルールと第４の表示ルールとがともに設定されている場合（図９にお
けるステップＳ１４）には、表示制御部１６は、閲覧速度（閲覧箇所の変化量）に応じた
付加情報の情報量と付加情報の存在範囲とを決定して、決定された範囲内に関連付けられ
ている付加情報を決定された情報量に従って表示させる。
【００８０】
　以上のように、本実施形態によれば、元の文書と当該文書に後から付加された付加情報
とを分離して表示制御を行い、閲覧箇所検出部１３、閲覧箇所変化検出部１４の検出結果
に基づいて、付加情報の表示を自動的に制御することができる。
　これにより、閲覧者が特別な入力操作を行うことなく、閲覧者が閲覧している箇所の近
傍に関連付けられている付加情報だけを提供でき、不要な付加情報によって元文書が読み
にくくなることを防止するとともに、付加情報の表示に対して閲覧者の関心を引き付けや
すくなる。
【００８１】
　また、閲覧者の閲覧速度等に応じて、表示させる付加情報の存在範囲を決定するので、
閲覧に必要な部分の付加情報のみを閲覧者に提供することができる。
【００８２】
　また、閲覧者の閲覧速度等に応じて、表示させる付加情報の情報量を決定するので、閲
覧のペースに合わせた分量の付加情報を閲覧者に提供することができる。
【００８３】
　また、閲覧者は、付加情報の表示の仕方について第１の表示ルールから第４の表示ルー
ルのうちから選択することができるので、閲覧者の好みや閲覧状況等に応じた付加情報の
表示を行うことができる。
【００８４】
　また、精読したい箇所を検索中には自動的に付加情報を表示させないようにすることも
できるため、必ずしも必要でない付加情報の表示を排除して元文書の検索を行うことがで
きる。
【００８５】
　なお、既に表示したページを再度読み直す場合には、当該ページの付加情報の表示の仕
方について、初めて閲覧するときとは異なる表示ルールが適用されるように設定できても
よい。
　また、例えば、初めて閲覧するときには図９に示すように付加情報の有無や適用される
表示ルールについて１つ１つ判断していくが、再読時には、初めて閲覧したときの設定に
従って自動的に付加情報の表示処理を行うようにしてもよい。
【００８６】
　また、付加情報がタブレット等の入力部２１から手書きで入力された場合には、その表
示の仕方を入力部２１等の操作により別途設定できるようにしてもよい。
　手書きによる付加情報の表示の仕方としては、例えば次のようなものが考えられる。す
なわち、（ａ）付帯情報全体を一度に表示させる。（ｂ）手書きの１ストロークごとに順
番に表示させる。（ｃ）手書きの軌跡を時系列的に表示させる。
　（ｂ）の手法は、例えば、手書きされた文字を一画ずつ順次表示させるような場合であ
る。また、（ｃ）の手法は、例えば、手書き入力した軌跡に従って一部分ずつ順次表示さ
せていく場合である。なお、（ｂ）の手法及び（ｃ）の手法による表示を行う場合には、
付加情報データとして、手書きの軌跡を示す軌跡座標点の情報を保持し、文書サーバ３に
記憶させておく必要がある。
【００８７】
　また、本実施形態においては、文書閲覧システム１００が、複数の文書閲覧装置１ａ，
１ｂ，１ｃと文書サーバ３とから構成される場合を例として説明したが、文書サーバをあ
る文書閲覧装置の中に備え、１台の文書閲覧装置で文書閲覧システムが構成されていても
よい。この場合、ネットワークで接続された文書閲覧装置のうち文書サーバを内蔵してい



(18) JP 2009-271735 A 2009.11.19

10

20

30

40

ないものは、文書サーバを持つ文書閲覧装置にアクセスしてこの文書サーバから必要な文
書データを取得するようにする。
　また、本実施形態においては、文書閲覧装置１ａ，１ｂ，１ｃが入力部２１や文書情報
表示手段としての表示部２２を備えている構成としたが、入力部や表示部（文書情報表示
手段）が、文書閲覧装置１ａ，１ｂ，１ｃとは別個に設けられている構成としてもよい。
【００８８】
　その他、本発明が上記実施形態に限らず適宜変更可能であるのは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本実施形態における文書閲覧システムの概略構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示す文書サーバに格納されるデータの構成例を示す図である。
【図３】図１に示す文書管理装置の概略構成を示すブロック図である。
【図４】閲覧箇所の変化の速度と表示させる付加情報の情報量とを対応付けたパラメータ
の一例を示す図である。
【図５】閲覧箇所の変化の速度と表示させる付加情報の存在範囲とを対応付けたパラメー
タの一例を示す図である。
【図６】視野範囲により閲覧箇所を特定する手法を説明する説明図である。
【図７】手指の位置により閲覧箇所を特定する手法を説明する説明図である。
【図８】ポインタの位置により閲覧箇所を特定する手法を説明する説明図である。
【図９】本実施形態における文書に関連付けられた付加情報の表示処理を示すフローチャ
ートである。
【図１０】図９に示す第３の表示ルールが適用された場合の処理を示すフローチャートで
ある。
【図１１】図９に示す第４の表示ルールが適用された場合の処理を示すフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【００９０】
１ａ，１ｂ，１ｃ　文書閲覧装置
３　　　　文書サーバ（情報記憶手段）
５　　　　ネットワーク
１０　　　制御部
１１　　　本体制御部
１２　　　ページ変化検出部（ページ変化検出手段）
１３　　　閲覧箇所検出部（閲覧箇所検出手段）
１４　　　閲覧箇所変化検出部（閲覧箇所変化検出手段）
１５　　　付加情報表示ルール設定部（付加情報表示ルール設定手段）
１６　　　表示制御部
１７　　　ＲＯＭ
１８　　　ＲＡＭ
１９　　　パラメータ記憶部
２１　　　入力部
２２　　　表示部（文書表示手段）
２３　　　通信部
１００　　文書閲覧システム
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