
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め他の電子情報との関連づけを記述するリンク情報が埋め込まれた

電子情報を閲覧する電子情報閲覧装置であって、
　情報定義データに定義されているリンク情報に基づいて、

電子
情報の仮想空間内への幾何学的配置を決定する手段と、
　該空間内を観測する視野を定義し、その視野定義に基づいて、上記において幾何学的配
置の決定された電子情報を含む仮想空間の画像を生成して表示装置に出力する手段と、
　

　
　該空間における電子情報と視野との幾何学的位置関係を、ユーザの指示入力に基づいて
連続的に変化させ、そのときの視野に基づく画像をリアルタイムで連続的に生成して表示
装置に出力する手段とを備えたことを特徴とする電子情報閲覧装置。
【請求項２】
　

【請求項３】
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ハイパーテキスト
構造の

起点とした電子情報から順次
リンクを辿ってリンクされた電子情報相互間の幾何学的関係を決定することにより、

上記仮想空間の画像の生成において、上記各々の電子情報を表示対象とするか否かを、
仮想空間における視野と各々の電子情報との幾何学的関係に基づいて決定する手段と、

表示対象とされた電子情報の表示に必要となるデータを取得する手段と、

上記仮想空間の画像の生成において、表示対象とされた電子情報を表示する際の透明度
を、視野と各々の電子情報との幾何学的関係に基づいて決定する手段を備えたことを特徴
とする請求項２に記載の電子情報閲覧装置。



　インターネット等のネットワーク、放送、その他の情報伝送媒体、情報、記憶媒体から
電子情報定義データを獲得するための電子情報定義データ獲得手段と、
　電子情報定義データ獲得手段により獲得した電子情報定義データ、または、本装置上で
生成した電子情報定義データを保存するための電子情報定義データ保存手段と、
　電子情報定義データを、下記、電子情報定義データ解析手段やページ画像生成手段等か
ら参照するために一時的に記憶する電子情報定義データ記憶手段と、
　電子情報定義データ保存手段に保存する電子情報定義データを管理するとともに、電子
情報定義データ獲得手段を介して電子情報定義データを取得し、他のモジュールが必要と
する電子情報定義データの管理および提供を行なう電子情報定義データ管理手段と、
　電子情報定義データを解析し、ページ画像生成や電子情報配置情報作成に用いる情報を
取得する電子情報定義データ解析手段と、
　電子情報定義データおよびその解析結果を用いて、電子情報の各ページの画像を生成す
るページ画像生成手段と、
　ページ画像生成手段によって生成されたページ画像を一時的に記憶するページ画像記憶
手段と、
　ユーザからの指示を受けつけ、それを他のモジュールに伝えるユーザ指示受付手段と、
　ハイパーテキスト構造でリンクされた電子情報の仮想空間における配置に関する情報を
定義する電子情報配置情報を記憶する電子情報配置情報記憶手段と、
　電子情報定義データの解析結果に基づいて電子情報配置情報を作成するとともに、視野
情報の変化などに応じて電子情報配置情報を更新する電子情報配置情報作成更新手段と、
　仮想空間において表示画像生成の対象とする領域を定義する視野情報を記憶する視野情
報記憶手段と、
　ユーザ指示受付手段が受け付けたユーザの指示に基づき、視野情報を更新する視野情報
更新手段と、
　電子情報配置情報および視野情報に基づき、ページ画像を用いて連続的に表示画像を生
成する表示画像生成手段と、
　表示画像生成手段が生成した表示画像を一時的に記憶する表示画像記憶手段と、
　表示画像記憶手段に記憶された表示画像を連続的に出力する画像出力手段とを備えたこ
とを特徴とする請求項 に記載の電子情報閲覧装置。
【請求項４】
　視野情報更新手段はユーザの指示に基づいて、視野と電子情報との幾何学的関係を、３
次元的に、かつ連続的に変化させるものであり、
　表示画像生成手段はページ画像を貼り付けたページを高速に透視変換して表示画像上に
描画する手段を有し、
　連続的に変化する視野と電子情報の関係に基づいて、表示画像生成手段は連続的に変化
する表示画像をリアルタイムで生成することを特徴とする請求項 に記載の電子情報閲覧
装置。
【請求項５】
　電子情報配置情報作成更新手段は、電子情報定義データ解析手段による電子情報定義デ
ータの解析結果に基づき、仮想空間におけるリンク元の電子情報あるいはページに対する
リンク先の電子情報の相対的な幾何学的位置を決定して、それを定義した電子情報配置情
報を作成し、
　電子情報配置情報記憶手段は、該電子情報配置情報を記憶することを特徴とする請求項

に記載の電子情報閲覧装置。
【請求項６】
　電子情報配置情報作成更新手段が作成する電子情報配置情報は、リンク先の電子情報を
リンク元の電子情報の手前に縮小して配置するように電子情報配置を決定することを特徴
とする請求項 に記載の電子情報閲覧装置。
【請求項７】
　電子情報配置情報作成更新手段が生成する電子情報配置情報は、リンク先の電子情報を
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リンク元の電子情報の奥に縮小して配置するように電子情報配置を決定するものであり、
　表示画像生成手段は、視野の変化に応じてリンク元の電子情報を半透明表示し、それを
透過して、奥にあるリンク先の電子情報が見えるように表示することを特徴とする請求項

に記載の電子情報閲覧装置。
【請求項８】
　電子情報配置情報生成更新手段は、仮想空間に配置した電子情報についてページ配置を
定義する情報を含む電子情報配置情報を生成するものであり、
　電子情報定義データにおいて、複数ページからなるように定義されている電子情報、お
よび、１ページ内に表示できない電子情報について、複数ページからなる印刷物の書籍を
模した表示を行なうことを特徴とする請求項 に記載の電子情報閲覧装置。
【請求項９】
　電子情報配置情報においては、リンクで結ばれた電子情報のうちの一つを代表電子情報
と定義し、
　視野情報においては、視野とその代表電子情報との幾何学的関係を定義し、
　前記電子情報配置情報および視野情報により、リンクで結ばれた全ての電子情報と視野
との幾何学的関係を定義することを特徴とする請求項 に記載の電子情報閲覧装置。
【請求項１０】
　電子情報配置情報においては、各電子情報について電子情報座標系を定義し、電子情報
中の各ページについてはページ座標系を定義し、それらの座標系の幾何学的関係を定義す
ることによって、リンク元の電子情報あるいはページに対するリンク先の電子情報の幾何
学的配置、および、電子情報におけるページの幾何学的配置を定義し、
　視野情報の定義においては、仮想空間中に視点座標系を定義し、その原点を視点位置と
し、その視点に関して、視点座標系に固定した仮想画面に該空間内の物体を投影したもの
を表示画像とするものとして視野を定義し、
　さらに仮想空間中に、基準面座標系、および基準面座標系に固定された基準面を定義し
、電子情報配置情報においては、基準面座標系と代表電子情報の電子情報座標系の幾何的
関係を定義し、視野情報においては、視点座標系と基準面座標系の幾何学的配置を定義し
、
　基準面座標系と代表電子情報の電子情報座標系の幾何学的関係を固定したままで、視点
座標系と基準面座標系の幾何学的関係を連続的に変化させることにより、仮想空間に配置
した電子情報に対する視野の連続的な変化を実現することを特徴とする請求項 に記載の
電子情報閲覧装置。
【請求項１１】
　基準面座標系の位置は、新たな代表電子情報を決定した時点で、視点座標系における代
表電子情報の位置を基準にして設定するものとし、
　上記の設定を行うために、代表電子情報のページ面が基準面とほぼ一致し、代表電子情
報全体が、基準面座標系における標準的な座標値の範囲に収まるように設定するか、もし
くは、代表電子情報の電子情報座標系と一致するように設定することを特徴とする請求項

に記載の電子情報閲覧装置。
【請求項１２】
　電子情報配置情報作成更新手段は、表示における処理の精度および効率を良好に保つよ
う、リンクされた電子情報のうち代表電子情報とするのに最適の電子情報を選択する手段
と、その決定に従って代表電子情報を変更する手段を有し、常に最適な代表電子情報が選
ばれるように代表電子情報の変更を行い、
　上記代表電子情報とするのに最適な電子情報を選択する手段は、その電子情報を起点と
してリンクを辿ることによって、画面内に表示する全ての電子情報に容易に到達できる電
子情報であって、なおかつ、表示する電子情報のうち、視野に対するスケールが標準的な
値になる電子情報を、代表電子情報とするのに最適の電子情報として選択することを特徴
とする請求項 に記載の電子情報閲覧装置。
【請求項１３】
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　代表電子情報を決定する方法として、現在の代表電子情報候補からそのリンク元あるい
はリンク先の電子情報に代表電子情報候補を移す条件を設定しておき、
まず現在の代表電子情報を代表電子情報候補とし、リンク元あるいはリンク先の電子情報
に代表電子情報候補を移す条件が成立した場合、条件に従って代表電子情報候補を移し、
新たな代表電子情報候補についても同じ処理を繰り返し、代表電子情報候補が移動しなく
なった時点で、その代表電子情報候補を代表電子情報として確定することを特徴とする請
求項 に記載の電子情報閲覧装置。
【請求項１４】
　代表電子情報を変更し、代表電子情報座標系と基準面座標系の関係を確定した後に、視
点座標系における視点から基準面上の注視点までの距離が、あらかじめ定めた基準距離に
なるように、視点座標系に対する基準面座標系の幾何学的関係を、視点を中心として拡大
または縮小することにより、表示画面上での見かけを変えないまま、視野情報の正規化を
行なうことを特徴とする請求項 に記載の電子情報閲覧装置。
【請求項１５】
　視野情報としては、基準面上の注視点位置、基準面上の注視点を通り基準面に垂直な直
線を軸とした基準面の回転角、基準面上の注視点を通り仮想画面水平方向に並行な直線を
軸とした基準面の回転を定義するティルト角、視点座標系に対する基準面座標系のスケー
ル比、および視野角を、パラメタとして含むことを特徴とする請求項 に記載の電子情
報閲覧装置。
【請求項１６】
　視野情報のパラメタである、視点座標系に対する基準面座標系のスケール比のかわりに
、視点から基準面上の注視点までの距離をパラメタとして含むことを特徴とする請求項

に記載の電子情報閲覧装置。
【請求項１７】
　視野情報更新手段は、視野情報のパラメタである基準面上の注視点位置については、そ
の視点座標系において計測した場合の時間当たりの変化量が、視点から基準面上の注視点
までの距離に、幾何学的に比例するように変化させることを特徴とする請求項 に記載
の電子情報閲覧装置。
【請求項１８】
　ユーザ指示受付手段は、ユーザからのページめくりの指示を受け付け、
　電子情報配置情報作成更新手段は、ユーザからページめくりの指示があった場合、電子
情報座標系に対するページ座標系の幾何学的関係を変化させ、表示画像に表示された電子
情報のページめくりを実現することを特徴とする請求項 に記載の電子情報閲覧装置。
【請求項１９】
　電子情報配置情報作成更新手段および表示画像生成手段は、電子情報配置情報に関して
、代表電子情報を起点として電子情報のリンクを辿って探索を行なう際に、ある電子情報
から先のリンクについて探索を継続するか否かを判定するためのリンク探索条件と、その
条件を判定する手段を有し、
　電子情報配置情報のデータ項目としては、電子情報表示優先度およびページ表示優先度
を有し、
　電子情報配置情報作成更新手段は、リンク探索条件に従って電子情報配置情報の電子情
報のリンクを探索し、電子情報定義データ管理手段および電子情報定義データ解析手段を
介して、電子情報配置情報の作成および更新に必要な電子情報定義データおよびその解析
結果を取得し、電子情報配置情報の作成および更新を行ない、さらに、電子情報配置情報
作成更新手段は、各電子情報およびページについて、視野に対する幾何学的関係に基づい
て表示優先度を算出して、電子情報配置情報を更新し、
　ページ画像生成手段は、電子情報およびページの表示優先度がある基準よりも上となっ
た場合、そのページ画像がまだページ画像記憶手段上に配置されていない場合は、電子情
報定義データおよびその解析結果に基づいて、ページ画像を生成し、ページ画像記憶手段
はその生成されたページ画像を記憶し、
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　表示画像生成手段は、リンク探索条件に基づいて電子情報配置情報の電子情報のリンク
を順次辿り、各電子情報およびページについて、電子情報表示優先度およびページ表示優
先度に基づいて、その電子情報あるいはページを表示するか否かを決定し、それに基づい
て表示画像を生成することを特徴とする請求項 に記載の電子情報閲覧装置。
【請求項２０】
　表示画像生成手段は、あらかじめ定めた基準よりも表示優先度の低い電子情報あるいは
ページは半透明表示を行ない、表示優先度の低いものほど透過率を高くして半透明表示す
ることを特徴とする請求項 に記載の電子情報閲覧装置。
【請求項２１】
　ページ画像生成手段は、一つのページについて異なる複数の解像度のページ画像を生成
する手段を有し、ページ画像生成時には、異なる複数の解像度のページ画像を生成してペ
ージ画像記憶手段に記憶し、
　表示画像生成手段は、表示対象とするページについて、最も効率良く表示画像生成がで
きる解像度のページ画像を選択して表示画像生成に用いることを特徴とする請求項 に記
載の電子情報閲覧装置。
【請求項２２】
　表示対象とする電子情報定義データは、動画、あるいはプログラム等によって動的にペ
ージ内容が生成されるものを含み、
　電子情報定義データが動画あるいは動的にページ内容が生成されるものである場合、ペ
ージ画像生成手段は、電子情報定義データに基づき随時ページ画像を更新することを特徴
とする請求項 に記載の電子情報閲覧装置。
【請求項２３】
　ユーザが既存の電子情報へのリンクを再配置してブックマークデータを作成するため、
及び／又は電子情報定義データを作成するための電子情報定義データ作成編集手段を有し
、
　電子情報定義データ保存手段は、電子情報定義データ作成編集手段で作成した電子情報
定義データを保存することを特徴とする請求項 に記載の電子情報閲覧装置。
【請求項２４】
　表示優先度の高い電子情報およびページの表示を優先させ、状況に応じて求められる表
示フレームレートで表示画像の生成が可能な範囲の内容のみを表示することを特徴とする
請求項 に記載の電子情報閲覧装置。
【請求項２５】
　表示画像生成手段は表示画像の生成に際して、視野の変化の速さおよびページめくりの
状況等を考慮して、十分滑らかな動きの表示画像を得るためのフレーム画像生成目標時間
を設定し、電子情報配置情報記憶手段に記憶されている各電子情報について、電子情報の
描画にかかる描画時間の予測値を求め、それを表示優先度の高い順に積算し、積算値が前
記フレーム画像生成目標時間以下になるように、表示優先度の閾値を決定し、表示優先度
がその閾値より高い電子情報およびページのみ描画を行なうことを特徴とする請求項
に記載の電子情報閲覧装置。
【請求項２６】
　フレーム画像生成目標時間は、視野移動中やページめくり動作中は、滑らかな動画生成
が可能なようにフレーム画像生成目標時間を短く設定し、視野移動やページめくりを行な
っていない場合は、目標時間を長くすることを特徴とする請求項 に記載の電子情報閲
覧装置。
【請求項２７】
　表示画像生成手段は表示画像の生成に際して、視野の変化の速さおよびページめくりの
状況等を考慮して、十分滑らかな動きの表示画像を得るためのフレーム画像生成目標時間
を設定し、表示画像生成においては電子情報およびページの表示優先度の閾値を設け、表
示優先度が閾値より高い電子情報およびページのみ描画を行い、
　前記描画中にフレーム画像生成時間の計測を行い、
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　フレーム画像生成目標時間に対する、直前のフレーム画像生成時間計測値の比を求め、
それによって、次回のフレーム画像生成時間が目標時間内に収まるように、上記閾値を増
減させることを特徴とする請求項 に記載の電子情報閲覧装置。
【請求項２８】
　フレーム画像生成目標時間は、視野移動中やページめくり動作中は、滑らかな動画生成
が可能なようにフレーム画像生成目標時間を短く設定し、視野移動やページめくりを行な
っていない場合は、目標時間を長くすることを特徴とする請求項 に記載の電子情報閲
覧装置。
【請求項２９】
　表示画像生成手段において表示画像を生成する時点で、表示画像上に描画すべき電子情
報のページ画像が未だページ画像記憶手段上に用意されていない場合は、表示画像生成手
段は、そのページについて、ページ画像を貼り付けず、ページの形態のみを表示する等の
簡易表示を行なうことを特徴とする請求項 に記載の電子情報閲覧装置。
【請求項３０】
　電子情報定義データによって定義されるものは、電子情報の他、３次元の立体等のオブ
ジェクトを含み、
　電子情報配置情報生成手段は、電子情報定義データに定義されているリンク情報に基づ
き、それらのオブジェクトを仮想空間に配置する際の相対的位置関係を決定して電子情報
配置情報を作成し、
　表示画像生成手段は、電子情報配置情報を参照して、電子情報の他、３次元の立体等の
オブジェクトを含む表示画像を生成することを特徴とする請求項 に記載の電子情報閲覧
装置。
【請求項３１】
　予め他の電子情報との関連づけを記述するリンク情報が埋め込まれた

電子情報を閲覧するためのプログラムが記録されたコンピュータ読取可能な記憶媒
体であって、
　
　電子情報定義データに定義されているリンク情報に基づいて、

電子情報の仮想空間内への幾何学的配置を決定する手段と、
　該空間内を観測する視野を定義し、その視野定義に基づいて、上記において幾何学的配
置の決定された電子情報を含む仮想空間の画像を生成して表示装置に出力する手段と、
　

　
該空間における電子情報と視野との幾何学的位置関係を、ユーザの指示入力に基づいて連
続的に変化させ、そのときの視野に基づく画像をリアルタイムで連続的に生成して表示装
置に出力する手段と、

プログラムを格納したことを特徴とするコンピュータ読取可能な記録媒体
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、ハイパーテキスト構造などでリンクの定義された電子情報（電子文書）を、よ
り快適に閲覧するための電子情報表示方法及び電子情報閲覧装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
インターネット等のネットワーク、放送・通信衛星やケーブルテレビ等によるデータ放送
、あるいは CD-ROMや DVD-ROM 等のメディアを介した、マルチメディアを含む電子情報の流
通が盛んになりつつある。また、個人あるいは企業などのローカルな環境でも、コンピュ
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り、

上記仮想空間の画像の生成において、上記各々の電子情報を表示対象とするか否かを、
仮想空間における視野と各々の電子情報との幾何学的関係に基づいて決定する手段と、

表示対象とされた電子情報の表示に必要となるデータを取得する手段と、

して機能させる



ータ上で作成・編集したテキスト、写真、地図、図面等の電子情報を、そのまま電子的に
配信し、端末のディスプレイ上でその内容を検索・閲覧するという需要は、今後大きく拡
大すると考えられる。
【０００３】
ここで電子情報とは、文字情報、静止画、動画、音声、音楽情報、文書構造情報、リンク
情報などを含むものとする。
【０００４】
現在の代表的な電子情報の流通形態として、 WWW(World Wide Web) がある。これは、世界
中のインターネットで接続されたサーバの中に電子情報が蓄積されており、同じくインタ
ーネットに接続されたクライアント側のコンピュータからの要求に応じて、サーバからク
ライアントに電子情報が転送され、クライアント・コンピュータの画面上にその内容を表
示して閲覧できるというものである。一般に、クライアント・コンピュータ上での電子情
報の内容の表示には、ブラウザと呼ばれるソフトウェアが使用されている。
【０００５】
この WWW における電子情報の記述用言語としては、主に HTML(Hyper Text Markup Languag
e)が用いられている。 HTMLは、ハイパーテキストを記述する言語の一種である ( 以下、 HT
ML文等の記述用言語で記述された電子情報を電子文書もしくは単に文書と表記して説明を
する ) 。
【０００６】
電子文書ハイパーテキストとは、文書中の特定の場所から関連する他の文書へのリンクが
定義されており、文書中のリンク情報をユーザが指示して要求することにより、即座にリ
ンク先の文書を表示させることができるものである。現在の HTMLでは、テキスト文書の他
に静止画、動画、音声、楽曲データ、プログラム等を埋め込んだり、リンクしたりするこ
とができる。
【０００７】
現在、 HTML等の形式で記述された電子文書を閲覧するためのブラウザソフトとして、 Nets
cape Communications 社の Netscape Navigatorや Microsoft 社の Internet Explorer など
がある。また、 Adobe Systems 社が開発した PDF 形式で記述された電子文書を表示するソ
フトウェアとして、同社は Adobe Acrobat Readerを配布している。
【０００８】
前者のようなブラウザソフトは一般に、ユーザによってネットワーク上での文書定義デー
タの所在を定義する URL(Uniform Resource Locator) が指定されると、その URL が示す文
書定義データをネットワーク等から獲得し、獲得した文書定義データの内容を解析して表
示画像を構築し、画面に表示する。
URL の指定は、ユーザがキーボード等を用いて直接入力してもよいし、ブックマーク情報
としてあらかじめ登録しておいた URL を、メニュー等から選択して呼び出してもよい。ま
た、ブラウザ起動時に表示すべき電子文書の URL をあらかじめ登録しておくと、ブラウザ
は起動時毎に、登録されている URL が示す文書定義データを獲得し、その内容を自動的に
表示する。
ブラウザの表示画面に文書が表示されており、その文書から他の文書へのリンクが定義さ
れている場合、文書上でリンクの定義されている部分は、文字の色を変えて表示したり、
アイコンに特定の色の付いた枠を表示したりすることによって、その部分についてリンク
が定義されていることを明示して表示される。そのようなリンクが定義されている部分を
、ユーザがマウス等の指示手段で指示し、選択操作をすると、ブラウザはリンク先の文書
定義データを獲得し、その内容を表示画面に表示する。
【０００９】
このとき、リンク先の電子文書の表示は、それまでブラウザのウィンドウ内に表示されて
いた文書のかわりに表示されるか、あるいは、新たなウィンドウが開かれて、そのウィン
ドウに表示される。
【００１０】
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ウィンドウ内に表示されている文書について、ユーザは、スクロールを行なって閲覧する
ことができる。また、フォントサイズを変更して表示することもできる。しかし、一般に
は、文書は画面に決められたサイズで貼り付けたような状態で表示されるものであって、
文書を任意の位置および方向から観測したり、連続的に拡大したり縮小したりしながら表
示することはできない。このような点が、紙の文書を読む感触とはかなりかけ離れており
、電子文書閲覧における快適性を阻害している。
【００１１】
一方、 Adobe Acrobat Readerは、紙への印刷を想定した文書表現形式である PDF 形式で記
述された文書を、コンピュータディスプレイ上で見るためのソフトウェアであり、印刷物
と同様にページ区分された文書について、段階的なズーム、スクロール、およびページ送
りをしながら、閲覧することができる。しかしながら、これもやはり、紙の本を読む感触
には程遠く、閲覧は快適とは言えない。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
従来、電子文書の閲覧は、主としてデスクトップ型あるいはノートブック型のパソコンの
ディスプレイ上で行なっていたが、今後は、より多様な状況における電子文書閲覧の必要
性が増し、たとえばリビングルームに置いたテレビのディスプレイや、携帯情報ツールの
画面などでも快適に電子文書を閲覧できる環境が必要となる。
【００１３】
電子文書を家庭のテレビ画面で閲覧する場合、一般にテレビはリビングルーム等で数メー
トル離れて見るため、パソコンのディスプレイと比較すると、ユーザから見た画面の見掛
けの角度が狭くなる。また、携帯情報ツールの場合も、携帯性の面からディスプレイの大
きさには制約がある。このような場合、画面を高解像度にして、一画面内に多くの文字を
表示しても、それを快適に読むことができない。
【００１４】
従来のブラウザは、通常のコンピュータディスプレイのように、高解像度の画面を至近距
離から見ながら使用することを前提としており、画面上で通常の印刷物程度の大きさで文
書を表示するようになっている。そのため、テレビのように数メートル離れて画面を見る
場合や、携帯情報ツールのように面積が狭い場合、そのまま使うのは難しい。
【００１５】
しかし、文字が楽に読めるように、文書をそのまま拡大表示すると、文書の一部しか見る
ことができなくなり、一覧性が低下する。
【００１６】
一般に、人が例えば新聞などの印刷された文書を読む場合、ページ全体を眺めた後、興味
のある部分に意識を集中させて文字を読んだり図や写真を見たりする場合が多い。この場
合、視線を移動するだけで連続的に、全体から個別記事へ意識を移動させることが可能で
ある。これと同じ感覚を画面上で実現することが望ましい。
【００１７】
そのためには、文書を連続的に拡大あるいは縮小しながら表示できることが必要になると
考えられる。すなわち、まず紙面全体を大見出しや写真が読める程度の大きさで表示して
おき、興味のある部分について、リモコン等を操作することによって、文字が楽に読める
大きさまで連続的に拡大表示できるようにする。このとき、印刷物の新聞と同じような感
覚を得るためには、画面の変化が連続的であることが求められる。
【００１８】
また、従来の WWW ブラウザ等の電子文書表示手段はマウスを用いた操作を前提としている
が、マウスは机上での使用を前提としているため、リビングルーム等、机上以外の場所で
使用するのには適さない。多様な状況での使用を考えると、片手で操作できるリモコンを
用いるのが有利である。既に発売されているパソコンの中には、赤外線リモコンのジョイ
スティックあるいはカーソル移動ボタン等で、画面上のカーソルを移動させることができ
るようにして、マウスの代用としたものがあるが、本来マウスで操作することを前提とし
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て設計されたユーザインタフェースを持つブラウザにおいて、そのようなリモコンで操作
することは、快適ではない。そのため、リモコンでの操作に適したユーザインタフェース
が必要となる。
【００１９】
従来のマウスを前提としたブラウザでは、表示されている文書中のリンクの定義されてい
る部分にマウスカーソルを合わせてクリックすると、そこからリンクされている文書が、
現在の文書に替わって表示される。この方法の問題点の一つは、一般に文書中でリンクの
定義された部分はかなり小さいため、ユーザから離れて置いた画面上で、リモコン操作で
カーソルを移動させてそれを選択するという操作が楽ではないという点である。これを解
決するためには、ラフなリモコン操作でも、容易にリンク先に到達できるようなユーザイ
ンタフェースが必要である。
【００２０】
従来のブラウザの、もう一つの問題点は、リンクをクリックした途端に、現在表示されて
いる文書が消え、リンク先の文書ページにジャンプしてしまい、そこで空間的連続性が途
切れてしまうという点である。この不連続性により、ユーザは、リンクされた文書の何処
を読んでいるのかわからなくなるという問題が生じる。
【００２１】
これを解決するためには、人間が普段生活し、慣れ親しんでいる、単一の連続した３次元
空間と同様の仮想空間を定義し、自分の現在の場所を、空間的な位置として認知できるよ
うにするという方法が考えられる。電子文書閲覧環境においては、そのような単一の連続
空間に文書を配置し、任意の文書に、連続的な空間移動によって到達できるようにする。
そのためには、リンク先にもジャンプせずに移動できる必要がある。
【００２２】
従来のブラウザでは、ウインドウ内に収まり切らない長い文書については、ウインドウの
表示内容をスクロールすることによって文書の所望の場所を表示するようになっているが
、スクロール中は表示内容が高速で移動するので読みづらく、長い文書をスクロールしな
がら読むのは、快適ではない。また、スクロールを止めたときに、ある情報が表示ページ
中のどの位置に表示されるかも一定しないため、ページ上の位置で情報の場所を覚えるの
が難しい。
これを解決するために、パソコン等のディスプレイ上で、印刷物の本を模した文書表示を
行ない、ページをめくりながら閲覧することができるような文書閲覧方法が提案されてい
る。しかしながら現状では、ページめくりの感覚が、印刷物の本とはかなりかけ離れてお
り、雑誌のページをパラパラとめくりながら記事を探すようなこともできない。より快適
な閲覧を実現するためには、さらに印刷物に近い感覚を実現する必要がある。
【００２３】
なお、 Kenneth Perlinと Jacob Schwartzによる発明に関する米国特許 5,341,466 において
は、少なくとも１つの２次元的な参照平面を定義し、該参照平面上に位置およびスケール
を定めて配置した代理オブジェクト (representation object) によって、計算機内に蓄積
されている情報を表現し、該参照平面の一部を２次元的なズーミングにより拡大あるいは
縮小して画面に表示することを特徴とするユーザインタフェース技術が開示されている。
【００２４】
前記、米国特許 5,341,466 では、独自の情報表現形式を用いているため、従来からの情報
表現形式である、計算機のディレクトリや WWW など、階層的なリンクによって相互関係が
定義されている情報をそのまま扱うことができない。本発明では、従来からの一般的な情
報表現法である、ある情報から他の情報への階層的なリンクによって情報の相互関係を定
義したもの、すなわち、いわゆるハイパーテキスト構造の情報について、連続的にリンク
を辿りながら情報を閲覧する手段を提供する。
【００２５】
米国特許 5,341,466 においては、オブジェクトはすべて、参照平面上に対する位置および
スケールを定義することによって、参照平面上に配置されており、これらのオブジェクト
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相互間には、階層的な関係は定義されない。しかし、電子文書などの情報においては、多
くの場合、オブジェクト相互間に階層的な関係を定義して扱うほうが扱い易い。例えば、
意味的に階層関係のある複数のオブジェクトについては、上位のオブジェクトを移動した
場合には、下位のオブジェクトもそれに従属して移動すべきである。米国特許 5,341,466 
では階層関係が定義されないため、そのようなことができない。
【００２６】
米国特許 5,341,466 においては、オブジェクト自身、およびオブジェクトの配置される参
照平面が２次元に限定されており、画面に表示される画像も、参照平面の一部分をそのま
ま２次元的に表示するだけである。しかし、情報をより理解しやすくするため、また多様
な形態の電子情報を表現可能とするために、情報相互の位置関係を３次元的に配置できた
り、視野を３次元的に変更できるほうが望ましい。
【００２７】
米国特許 5,341,466 においては、あらかじめ計算機内には蓄積されていない情報を表示す
る手段が開示されていない。しかし、 WWW 閲覧を行なう場合、必要に応じて計算機外のネ
ットワークなどから情報を取得する必要がある。 Microsoft Internet Explorer や Netsca
pe Navigatorなどの従来の WWW ブラウザでは、文書上でリンクのある場所をマウスでクリ
ックした時点でリンク先の情報を取得していた。ズーミングを用いて WWW 閲覧を行なう場
合、ズーミング操作に応じて、表示対象となる情報を計算機外から取得する必要がある。
【００２８】
米国特許 5,341,466 においては、参照平面に対する各オブジェクトの位置およびスケール
があらかじめ定義されていなければならない。しかし、 WWW 上のハイパーテキストや、計
算機のディレクトリなど、従来から存在する形式の情報では、多くの場合、参照平面に対
する位置およびサイズがあらかじめ定義されてはおらず、リンク元となる文書から他の文
書へのリンクが定義されているだけである。 WWW の場合、リンク元文書上の特定の領域か
ら別の文書へのリンクが定義される。このような情報をズーミングによって閲覧するため
には、リンク元文書に対してリンク先文書の位置およびスケールを決定するための手段が
必要である。
【００２９】
本発明は、以上のような課題を解決することを目的とする。
【００３０】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明では、電子情報等の文書定義データにおいて定義され
ているリンク情報に基づいて、電子情報を仮想空間内へ配置するとともに、その空間内を
観測する視野を定義し、その視野に基づいて、電子情報を含む仮想空間の画像を生成し、
それを表示装置に表示する。さらに、上記仮想空間における電子情報と視野との相対的な
位置関係を、ユーザの指示に基づいて連続的に変化させ、そのときの視野に基づく画像を
リアルタイムで連続的に生成し、表示装置に表示する。これによりユーザは、仮想空間に
おける視野を連続的に移動させながら、ハイパーテキスト構造のリンクの張られた電子情
報に到達したり、拡大縮小表示しながら閲覧できるようになる。
【００３１】
このような環境を実現するために、図１に示すような構成によって電子情報閲覧装置を実
現する  (なお、本明細書の各図面は、 HTMLで記述された電子文書を取り扱う実施例に対応
しているので、電子情報を電子文書または単に文書と表記している ) 。
【００３２】
この装置は、電子情報定義データ獲得手段、電子情報定義データ保存手段、電子情報定義
データ記憶手段、電子情報定義データ管理手段、電子情報定義データ解析手段、ページ画
像生成手段、ページ画像記憶手段、表示画像生成手段、表示画像記憶手段、画像出力手段
、ユーザ指示受付手段、電子情報配置情報記憶手段、電子情報配置情報作成更新手段、視
野情報記憶手段、視野情報更新手段を備える。
【００３３】
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以上において、電子情報定義データ獲得手段は、インターネット等のネットワーク、放送
、その他の情報伝送媒体、情報記憶媒体から、電子情報定義データを獲得する手段である
。
【００３４】
電子情報定義データ保存手段は、電子情報定義データ獲得手段により獲得した電子情報定
義データ、または、本装置上で生成した電子情報定義データを保存する手段である。
電子情報定義データ記憶手段は、電子情報定義データを、電子情報定義データ解析手段や
ページ画像生成手段等から参照するために、一時的に記憶する手段である。
【００３５】
電子情報定義データ管理手段は、電子情報定義データ保存手段に保存する電子情報定義デ
ータを管理するとともに、電子情報定義データ獲得手段を介して電子情報定義データを取
得するなど、他のモジュールが必要とする電子情報定義データの管理および提供を行なう
手段である。
【００３６】
電子情報定義データ解析手段は、電子情報定義データを解析し、ページ画像生成や文書配
置情報作成に用いる情報を取得する手段である。
【００３７】
ユーザ指示受付手段は、リモコン等の入力装置と、それとのインタフェース手段、ソフト
ウェア等によって構成し、ユーザからの指示を受けつけ、それを他のモジュールに伝える
手段である。電子情報配置情報記憶手段は、ハイパーテキスト構造でリンクされた電子情
報の、仮想空間における配置に関する情報を定義する、電子情報配置情報を記憶する手段
である。
【００３８】
電子情報配置情報作成更新手段は、電子情報定義データの解析結果に基づいて電子情報配
置情報を作成するとともに、視野情報の変化などに応じて電子情報配置情報を更新する手
段である。
【００３９】
視野情報記憶手段は、仮想空間において表示画像生成の対象とする領域を定義する、視野
情報を記憶する手段である。
【００４０】
視野情報更新手段は、ユーザ指示受付手段が受け付けたユーザの指示に基づき、視野情報
を更新する手段である。
【００４１】
ページ画像生成手段は、電子情報定義データおよびその解析結果を用いて、電子情報の各
ページの画像を生成する手段である。
【００４２】
ページ画像記憶手段は、ページ画像生成手段によって生成されたページ画像を一時的に記
憶する部分である。
【００４３】
表示画像生成手段は、電子情報配置情報および視野情報に基づき、連続的に表示画像を生
成する手段である。
【００４４】
表示画像記憶手段は、表示画像生成手段が生成した表示画像を一時的に記憶する部分であ
る。画像出力手段は、表示画像記憶手段に記憶された表示画像を連続的に出力する手段で
ある。
【００４５】
以上説明した構成により、ハイパーテキスト構造を持つ電子情報が仮想空間内に配置され
て、定義された視野に基づいて該空間内を観察した画像が表示装置に表示され、ユーザは
、該空間内で視野を連続的に移動させながら、リンクを辿って電子情報に到達したり、見
かけを変化させながら、電子情報を閲覧することができるようになる。
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【００４６】
更に、本発明の電子情報閲覧装置は、以下の構成を採用しても良い。
・さらに、上記仮想空間は３次元空間であるものとし、視野情報更新手段はユーザの指示
に基づいて、視野と電子情報との位置関係を３次元的かつ連続的に変化させ、それに基づ
いて表示画像生成手段は、連続的に変化する表示画像をリアルタイムで生成するものとす
る。そのために、表示画像生成手段には、ページ画像を貼り付けたページを高速に透視変
換して表示画像上に描画する手段を設ける。
【００４７】
この構成により、仮想的な３次元の空間において、視野を連続的に移動させた場合の、滑
らかな動きの画像が表示される。
・電子情報配置情報作成更新手段は、電子情報定義データ解析手段による電子情報定義デ
ータの解析結果に基づき、仮想空間における、リンク元の電子情報あるいはページに対す
るリンク先の電子情報の相対的な位置を決定し、それに基づいて電子情報配置情報を作成
し、電子情報配置情報記憶手段はその電子情報配置情報を記憶する。
【００４８】
この構成により、電子情報定義データから自動的に、仮想空間における、リンクされた電
子情報間の相対的な位置関係が決定される。
・電子情報配置情報作成更新手段が作成する電子情報配置情報は、例えば、リンク先の電
子情報をリンク元の電子情報の手前に縮小して配置するような電子情報配置を定義するも
のとしても良い。そのような電子情報配置情報に基づいて表示画像を生成した例を図４に
示す。
【００４９】
この構成により、リンク元の電子情報の手前に、リンク先の電子情報が縮小されて配置さ
れ、画面に表示される。
・電子情報配置情報作成更新手段が生成する電子情報配置情報の、別の実現法として、リ
ンク先の電子情報を、リンク元の電子情報の奥に縮小して配置するようにしても良い。こ
の場合、表示画像生成手段は、視野の変化に応じてリンク元の電子情報を半透明表示し、
それを透過して、奥にあるリンク先の電子情報が見えるようにする。
【００５０】
この構成により、リンク元の電子情報の奥に、リンク先の電子情報が縮小されて配置され
、奥の電子情報は手前の電子情報を透過して見えるように、画面に表示される。
・電子情報定義データにおいて複数のページからなるように定義されている電子情報、お
よび、１ページ内に表示できない電子情報については、複数のページからなる本を模した
表示を行なうものとし、それを実現するために、電子情報配置情報生成更新手段は、前記
仮想空間における電子情報中のページ配置を定義する情報を含む電子情報配置情報を生成
するように構成しても良い。この場合の表示画面例を図５に示す。
【００５１】
この構成により、１ページに収まらない電子情報について、複数のページからなる本を模
した表示が為される。
・前記電子情報配置情報においては、仮想空間における各電子情報の絶対座標を定義する
のではなく、電子情報間の各々のリンク全てについて、リンク元の電子情報あるいはペー
ジに対するリンク先の電子情報の相対的な位置関係を定義する構成としても良い。これに
よって、リンクされた全ての電子情報およびページの相対的な位置関係が確定する。さら
に、それらの電子情報のうちの一つを代表電子情報として選択し、視野情報としては、視
野とその代表電子情報との相対的な位置関係を定義する。これにより、リンクされた全て
の電子情報と視野との相対的な位置関係が確定する。図７はそのデータ構造例、図８は、
図７に記載したデータの項目例である。
【００５２】
この構成により、電子情報間の各リンクについて、電子情報間の幾何学的関係が定義され
、さらに、電子情報のうちの一つが代表電子情報として選択され、代表電子情報を基準と
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して、リンクで結ばれた全ての電子情報の幾何学的関係が定義される。
・図９は、上記のような、仮想的な３次元空間における視野と電子情報の位置関係の定義
に関する説明図である。
【００５３】
まず、３次元空間中に視点座標系を定義し、その原点の位置に視点があるものと定義する
。視野すなわち画面に表示される領域は、上記視点に関し、視点座標系に固定された仮想
画面に射影される領域であり、仮想画面が長方形の場合は、視野は四角錐の領域となる。
【００５４】
図９では、視点座標系の X,Y,Z 軸をベクトル vx,vy,vzで示している。仮想画面は XY平面と
平行に置いた長方形であり、その中心は Z 軸上にある。したがってこの場合、表示画面の
中心に相当する点、すなわち注視点は、仮想空間において、視点座標系の Z 軸上に存在す
る。
【００５５】
同空間中に、基準面および基準面座標系を定義する。基準面は基準面座標系に固定されて
いるものとし、例えば基準面座標系の XY平面が基準面と一致しているものとする。さらに
、３次元空間中に配置する全ての電子情報について、電子情報座標系を定義する。さらに
、各電子情報に含まれる各ページについて、ページ座標系を定義する。
【００５６】
上記基準面座標系と各電子情報の電子情報座標系の間の幾何学的関係を固定したまま、視
点座標系に対する基準面座標系の幾何学的関係を変化させることにより、電子情報に対す
る視野の変化を実現する。
【００５７】
初期状態においては、代表電子情報は決定しており、視点座標系における代表電子情報の
位置は確定しているものとする。　基準面座標系は、視点座標系における代表電子情報の
位置を基準にして決定する。決定法としては、例えば、代表電子情報のページ面が基準面
とほぼ一致し、代表電子情報全体が、基準面座標系における標準的な座標値の範囲、例え
ば -1.0～ 1.0 の範囲に収まるように決定する。
【００５８】
実際上は、各電子情報座標系をあらかじめ定義する際に、代表電子情報として選択した電
子情報の電子情報座標系と一致するように基準面座標系を設定すれば上記基準が満たされ
るように各電子情報座標系を定義しておけば、代表電子情報の電子情報座標系をそのまま
基準面座標系とすることができるので、基準面座標系決定の手間を省くことができる。
【００５９】
基準面座標系と代表電子情報座標系との幾何学的関係は、新たな代表電子情報を決定した
時点で決定し、その電子情報が代表電子情報である間は変更しない。
【００６０】
この構成により、代表電子情報の座標系に対して幾何学的関係の確定した基準面座標系が
定義され、この基準面座標系に対する視野の幾何学的関係を変化させることにより、視野
の変化が実現される。また、代表電子情報が変更されたときに、新たな代表電子情報の位
置に基づいて、自動的に基準面座標系が決定される。
・以上の方式において、表示における処理の精度および効率を良好に保つために、リンク
された電子情報のうち代表電子情報とするのに最も適した代表電子情報を決定する手段、
および、その決定に従って代表電子情報を変更する手段を設け、常に最適な代表電子情報
が選ばれるように代表電子情報の変更を行なう。最適な代表電子情報としては、その電子
情報を起点としてリンクを辿ることによって、画面内に表示する全ての電子情報に容易に
到達できる電子情報であって、なおかつ、表示する電子情報のうち、視野に対するスケー
ルが標準的な値になる電子情報を選ぶ。
【００６１】
この構成により、表示の処理における精度および効率を良好に保つように、代表電子情報
が自動的に変更される。
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・代表電子情報を決定する一つの方法は、現在の代表電子情報候補からそのリンク元ある
いはリンク先の電子情報に代表電子情報候補を移す条件を設定しておき、まず現在の代表
電子情報を代表電子情報候補とし、リンク元あるいはリンク先の電子情報に代表電子情報
候補を移す条件が成立した場合、条件に従って代表電子情報候補を移し、新たな代表電子
情報候補についても同じ処理を繰り返し、代表電子情報候補が移動しなくなった時点で、
その代表電子情報候補を代表電子情報として確定する方法である。
【００６２】
この構成により、代表電子情報選択条件に基づいて、自動的に代表電子情報が決定される
。
・視野移動の連続性を保つためには、代表電子情報が変更される際にも表示画面の不連続
的な変化が起きないようにする必要がある。一方、演算の精度を保つため、視点座標系と
基準面座標系および代表電子情報の座標系の幾何学的関係は、一定の範囲内に収まってい
る必要がある。そのために、代表電子情報を変更した場合は、表示画面の見かけを変えず
に、視点座標系に対する基準面座標系の幾何学的関係の正規化を行なう。具体的には、代
表電子情報を変更し、代表電子情報座標系と基準面座標系の関係を確定した後、視点座標
系における視点から基準面上の注視点までの距離が、あらかじめ定めた基準距離（例えば
1.0 ）になるように、視点座標系に対する基準面座標系の幾何学的関係を、視点を中心と
して拡大または縮小する。この結果、空間中の全てのオブジェクトが、表示画面上での見
かけを変えないまま、視点を中心として相似的に拡大または縮小されて、正規化される。
上記のように代表電子情報を変更し正規化を行なった後は、視野と基準面の幾何学的関係
を定義する視野情報を連続的に変化させることにより、表示画面の視野の連続的な変化が
実現される。
【００６３】
この構成により、表示画面の見かけを変えないまま、基準面座標系と視野の幾何学的関係
を定義する情報が正規化される。
・視野情報としては、基準面上の注視点位置、基準面上の注視点を通り基準面に垂直な直
線を軸とした基準面の回転角、基準面上の注視点を通り仮想画面水平方向に並行な直線を
軸とした基準面の回転を定義するティルト角、視点座標系に対する基準面座標系のスケー
ル比、および視野角を、パラメタとして含むものとする。
・上記パラメタの組は、視点座標系における視点から基準面上の注視点までの距離を固定
する場合のものであるが、このうち、上記スケール比を固定し、そのかわりに視点から基
準面上の注視点までの距離をパラメタとして変化させても、画面上では同じ効果が得られ
る。
【００６４】
視野情報を上記のように定義することにより、、基準面座標系と視点座標系の関係がパラ
メタによって定義され、このパラメタを変化させることによって視野を変化させることが
できる。
・ユーザが感じる視野の変化の度合いが一定となるように、上記パラメタのうち基準面上
の注視点位置については、視点座標系を基準として、時間当たりの変化量が視点から基準
面上の注視点までの距離に比例するように構成しても良い。
【００６５】
視野情報更新手段は、以上のような視野情報のパラメタを、ユーザ指示受付手段が受け付
けたユーザ指示に基づいて連続的に更新し、表示画面生成手段は、その視野情報と電子情
報配置情報およびページ画像を用いて連続的に表示画面を生成する。ユーザは、表示画面
を確認しながら、リモコン等を用いて視野移動の指示を出し、視野を移動させることによ
って電子情報閲覧を行なう。
【００６６】
この構成により、画面上での電子情報の見かけの移動速度をほぼ一定に保つことができる
。
・本を模した複数のページからなる電子情報を表示するために、電子情報配置情報におい
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ては、電子情報の各ページについてページ座標系を設け、電子情報座標系に対するページ
座標系の幾何学的関係を定義する。ユーザ指示受付手段は、ユーザからのページめくりの
指示を受け付け、電子情報配置情報作成更新手段は、ユーザからページめくりの指示があ
った場合、電子情報座標系に対するページ座標系の幾何学的関係を変化させ、ページめく
りを実現する。
【００６７】
上記のような、本を模した複数ページからなる電子情報において、各ページのリンク情報
の上に縮小したリンク先電子情報を配置するために、電子情報配置情報においては、リン
ク元ページのページ座標系に対する、リンク先電子情報の電子情報座標系の幾何学的関係
を定義するものとする。
【００６８】
この構成により、複数ページからなる電子情報について、画面上でのページめくりの表示
を実現することができる。
・ネットワーク上等に存在する、ハイパーテキスト構造を持つ電子情報定義データは、リ
ンクを辿ると無限にリンクされていると考えられる。そのため実際には、これらの中から
必要な電子情報定義データのみを獲得し、表示の準備および表示を行なう必要がある。
【００６９】
この課題に関し、電子情報配置情報作成更新手段および表示画像生成手段には、リンク探
索条件およびリンク探索条件判定手段を設ける。リンク探索条件は、リンクをリンク元方
向およびリンク先方向に辿る場合に、リンクの探索を継続する条件を定めたものである。
さらに、電子情報配置情報のデータ項目として、電子情報表示優先度およびページ表示優
先度を設ける。
【００７０】
電子情報配置情報作成更新手段は、リンク探索条件に従って電子情報配置情報を辿り、電
子情報定義データ管理手段および電子情報定義データ解析手段を介して、電子情報配置情
報の作成および更新に必要な電子情報定義データおよびその解析結果を取得し、電子情報
配置情報の作成および更新を行なう。このとき、電子情報配置情報作成更新手段は、各電
子情報およびページについて、視野に対する幾何学的関係に基づいて表示優先度を算出し
、電子情報配置情報を更新する。
【００７１】
ページ画像生成手段は、電子情報配置情報を参照し、電子情報およびページの表示優先度
がある基準よりも上となった場合、そのページ画像がまだページ画像記憶手段上に準備さ
れていない場合は、電子情報定義データおよびその解析結果に基づいて、ページ画像を生
成し、ページ画像記憶手段は生成されたページ画像を記憶する。　上記電子情報定義デー
タは、電子情報定義データ保存手段に保存されているものを読み出すか、あるいは電子情
報定義データ獲得手段を介して獲得する。電子情報定義データを電子情報定義データ解析
手段あるいはページ画像生成手段から利用する場合は、図１に示すように、電子情報定義
データ記憶手段を介してもよい。
【００７２】
表示画像生成手段は、リンク探索条件に基づいて電子情報配置情報のリンクを順次辿り、
各電子情報およびページについて、上記電子情報表示優先度およびページ表示優先度に基
づいて、その電子情報あるいはページを表示するか否かを決定し、それに基づいて表示画
像を生成する。具体的には、表示優先度の閾値を設け、表示優先度が閾値より高い電子情
報およびページのみについて、表示画像上に描画を行なう。
【００７３】
この構成により、無限のリンクを持つと考えられる、ネットワーク上のハイパーテキスト
構造で結ばれた電子情報定義データから、表示に関係するものだけが獲得され、表示の準
備および表示が行なわれる。
・表示画像生成手段において表示を行なう電子情報あるいはページについては、あらかじ
め定めた基準値よりも表示優先度の低いものは半透明表示とし、表示優先度の低いものほ
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ど透過率を高くして半透明表示する。
【００７４】
この構成により、視野の移動による電子情報の表示優先度の変化に伴い、優先度が低くて
透明で見えない状態から、優先度が高くて不透明で完全に見える状態まで連続的に変化す
る。
・視野情報の変化により表示画像上での電子情報あるいはページの見かけの大きさが変化
した場合にも効率的な表示画像生成が行なえるように、ページ画像生成手段には、一つの
ページについて異なる複数の解像度のページ画像を生成する手段を設け、ページ画像生成
時には、異なる複数の解像度のページ画像を生成してページ画像記憶手段に記憶しておき
、表示画像生成手段は、表示対象とするページについて、最も効率良く表示画像生成がで
きる解像度のページ画像を選択して表示画像生成に用いる。
【００７５】
この構成により、表示画像生成において最も効率的に画像生成のできる解像度のページ画
像が選択されて、画像生成に用いられる。
・表示対象とする電子情報定義データは、静的なものに限らず、例えばプログラムのよう
に、動的な内容を定義するものであってもよく、その場合、ページ画像生成手段は、電子
情報定義データの定義に従い、随時ページデータを更新する。また、電子情報定義データ
そのものを、外部から獲得するのではなく、閲覧装置に内蔵するプログラム等で動的に生
成してもよい。
【００７６】
この構成により、動的な内容の電子情報が表示される。
・さらに、ユーザが既存の電子情報へのリンクを再配置してブックマークデータを作成し
たり、電子情報定義データを作成したりできるように、電子情報定義データ作成編集手段
を設ける。ユーザが作成した電子情報定義データは、電子情報定義データ保存手段に保存
し、電子情報定義データ管理手段で管理する。
【００７７】
この構成により、ユーザがブックマークや、その他の電子情報定義データを作成し、保存
することができる。
・表示画像生成手段における表示画像生成において、視点移動あるいはページめくりの動
作中に、滑らかな動きの表示を実現するためには、毎秒 30フレーム程度以上の表示画像生
成が必要になる。この条件を満たすように、表示優先度の高い電子情報およびページの表
示を優先させ、状況に応じて求められる表示フレームレートで表示画像の生成が可能な範
囲の内容のみを表示する。具体的な方法の一つとしては、まずフレーム画像生成目標時間
を設定し、電子情報配置情報記憶手段に記憶されている各電子情報について、電子情報の
描画にかかる描画時間の予測値を求め、それを表示優先度の高い順に積算し、積算値が前
記フレーム画像生成目標時間以下になるように、表示優先度の閾値を決定し、表示優先度
がその閾値より高い電子情報およびページのみ描画を行なう。
【００７８】
別の方法としては、直前フレームの画像生成時間を計測しておき、フレーム画像生成目標
時間に対するフレーム画像生成時間計測値の比を求め、それによって、次回のフレーム画
像生成時間が目標時間内に収まるように、表示優先度による描画打ち切りの閾値を増減さ
せる。具体的には、計測値が目標時間よりも大きい場合は閾値を上げ、計測値が目標時間
よりも小さい場合は閾値を下げる。
【００７９】
上記フレーム画像生成目標時間は、状況に応じて変更することが好ましい。具体的には、
視野移動中やページめくり動作中は、滑らかな動画生成が可能なようにフレーム画像生成
目標時間を短く設定し、視野移動やページめくりを行なっていない場合は、目標時間を長
くする。
【００８０】
上記のような構成により、表示内容の変化が速い場合は、動きの滑らかさを優先させた表
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示を行ない、表示内容の変化が遅い場合は、フレーム表示画像生成時間を長くして、忠実
度の高い表示を行なう。
・表示画像生成手段において表示画像を生成する時点で、表示画像上に描画すべき電子情
報のページ画像が未だページ画像記憶手段上に用意されていない場合は、表示画像生成手
段は、そのページについて、ページ画像を貼り付けず、ページの形態のみを表示する等の
簡易表示を行なう。
・以上、電子情報を表示対象として説明してきたが、電子情報のかわりに、３次元の立体
等、任意のオブジェクトを表示対象としてもよい。
【００８１】
この構成により、ページ画像の準備が間に合わない場合も、それを待たずに滑らかな動き
を優先した表示が為される。
・以上の電子情報閲覧装置は、任意のコンピュータを用いてソフトウェアによって実現し
てもよい。その場合、以上の機能をコンピュータのハードウェアを利用して実現するソフ
トウェアを記述し、それをコンピュータによって読込み可能な媒体に記録しておく。
【００８２】
この構成により、２次元的な電子情報に限らず、多様な形態を持つオブジェクトが表示さ
れる。
【００８３】
上記のような本発明は、記憶媒体に記憶された本発明の機能を実現するためソフトウェア
をコンピュータで読みこむことにより、本発明の機能を実現するように構成しても良い。
【００８４】
【発明の実施の形態】
本発明の実施形態の構成を図１に示す。
【００８５】
本実施態様および図面においては、電子情報として、主として HTML等のハイパーテキスト
形式で記述した電子文書を取り扱う例を示す。また、実施例および図面における電子文書
には、動画、動的な表示内容を生成するためのプログラム、および立体形状を定義した電
子情報を含む。従って、以下の説明における「電子文書」または「文書」は、請求の範囲
で記述した「電子情報」に対応するものである。
【００８６】
図１の電子文書閲覧装置の実施形態では、文書定義データ獲得手段、文書定義データ保存
手段、文書定義データ管理手段、文書定義データ記憶手段、文書定義データ解析手段、ユ
ーザ指示受付手段、視野情報記憶手段、視野情報更新手段、文書配置情報記憶手段、文書
配置情報作成更新手段、ページ画像生成手段、ページ画像記憶手段、表示画像生成手段、
表示画像記憶手段、画像出力手段、表示装置を有する。
【００８７】
図２および、図３に、本発明に係る電子文書閲覧装置の外観の実現例を示す。
【００８８】
図２は、固定設置型の電子文書閲覧装置の実現例であり、リモコンによって指示入力を行
なう。この装置は、汎用のパソコンを用いて、ソフトウェアによって実現してもよい。
【００８９】
図３は、携帯型の電子文書閲覧閲覧装置の実現例であり、装置上に指示入力手段である視
点移動ボタン等を有する。
【００９０】
図４は、本発明の実施形態における表示画面例である。画面上に、文書１が表示され、文
書１の手前に文書２が表示され、さらに文書２の手前に文書３が表示されている。この表
示例では、文書１、文書２、および文書３については、ハイパーテキスト構造のリンクが
定義されており、文書１の文書定義データにおいては文書２へのリンクが、また、文書２
の文書定義データにおいては文書３へのリンクが定義されているものとする。それらのリ
ンクの定義に基づき、各文書の仮想空間における幾何学的配置が決定され、さらに、それ
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らの文書と視野との幾何学的関係が決定され、その視野に基づいて表示画像を生成し、表
示装置に出力することにより、図４の表示例が得られる。さらに、ユーザの指示に基づい
て、仮想空間における、文書と視野との幾何学的関係を連続的に変化させ、そのときの視
野に基づく画像をリアルタイムで連続的に生成し、表示装置に出力することにより、ユー
ザは仮想空間における視野を連続的に移動させながら、ハイパーテキスト構造のリンクの
張られた電子文書に到達したり、電子文書の見かけを連続的に変化させながら閲覧できる
。そのような視野変化に伴う表示画面の変化例を図６に示す。
【００９１】
図４の表示例では、文書が配置されている仮想空間は３次元空間であり、空間に配置され
た各文書は、高速透視変換手段によってリアルタイムで透視変換され、画面に表示される
。
図４の表示例では、文書１からリンクされた文書２は、リンク元である文書１の手前に、
文書１に対して縮小された状態で配置され、表示されている。さらに、文書２からリンク
された文書３は、リンク元である文書２の手前に、文書２に対して縮小された状態で配置
され、表示されている。図４の表示例において、文書３は画面に対してかなり小さく表示
されており、そのため、表示優先度が文書１や文書２よりも低く算定され、その結果、文
書３は半透明に表示され、文書２の一部が文書３を透過して見えている。
【００９２】
図１５に、ズームインにより、画面に表示されている電子文書を拡大表示することにより
、当該電子文書の一部に重ねてあらかじめ関連付けられた別の電子文書を表示する例を示
す。
【００９３】
状態Ａにおいては、文書１と、文書１に重ねて、文書１に関連付けられた文書２が画面に
表示されている。
【００９４】
視点を移動してズームインすることにより、画面の表示は状態Ｂに移行する。文書１およ
び文書２はそれぞれ拡大表示され、さらに、文書２にあらかじめ関連付けられた文書３が
、文書２の上に重ねて半透明に表示される。
【００９５】
さらに視点を移動してズームインすると、画面の表示は状態Ｃに移行する。文書１、文書
２、および文書３はそれぞれ拡大表示され、文書３は不透明に表示される。
【００９６】
図６は、３次元の仮想空間に配置した文書と視野との幾何学的関係を変化させることによ
る、表示画像の連続的変化を示したものである。
状態１の表示画面において、文書１、文書２、および文書３が表示されている。この状態
から、視点を相対的に正面の注視点に近付けて行くと、表示画面上の各文書は次第に大き
くなり、状態２の表示画面となる。次に、視野を各文書の文書面と平行に文書左下方に移
動させると、画面上で各文書は右上方に移動し、状態３の表示画面となる。
【００９７】
図５は、複数のページからなる印刷物の書籍を模して、電子文書を表示した表示画面例で
ある。図５において、文書４、文書５、文書６は、それぞれ複数のページからなる書籍を
模した表示が為されている。文書４の開かれたページの手前に、そのページからのリンク
の定義された文書５が配置され、文書５の開かれたページの手前に、そのページからのリ
ンクの定義された文書６が配置され、表示されている。
【００９８】
以上のような機能は、図１に示す構成によって実現できる。以下、各構成要素について説
明する。
【００９９】
文書定義データ獲得手段は、装置外のネットワーク等との通信手段、あるいは、情報記憶
媒体から情報を読み取る手段、および、それらの制御回路、制御プログラム等によって構
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成し、他のモジュールからの要求に従い、文書定義情報を獲得する。
【０１００】
文書定義データ保存手段は、ハードディスク等の情報保存手段と、その制御プログラム等
によって構成し、獲得した文書定義データや、本装置内で作成した文書定義データを保存
する。
【０１０１】
文書定義データ記憶手段は、メモリ等によって構成し、他のモジュールが文書定義データ
の内容を参照する際に、随時参照可能な状態で一時的に記憶する。
【０１０２】
文書定義データ管理手段は、ＣＰＵ上で動作するプログラム等によって構成し、文書定義
データ保存手段や、文書定義データ記憶手段に記憶されている文書定義データを管理し、
文書配置情報作成更新手段、文書定義情報解析手段、ページ画像生成手段が文書定義デー
タを参照する必要が生じたとき、必要な文書定義データを文書定義データ記憶手段上に用
意する。必要な文書定義データが文書定義データ保存手段内に存在する場合は、それを読
み出し、存在しない場合は、文書定義データ獲得手段に指示を出して、文書定義データを
獲得し、文書定義データ記憶手段に送る。
【０１０３】
文書定義データ解析手段は、文書定義データ記憶手段上に置かれた文書定義データを参照
してその内容を解析し、ページ画像生成手段におけるページ画像生成に必要となる、文書
の構成等に関する情報、および、文書配置情報作成更新手段における文書配置情報に作成
および更新に必要となる、文書のリンク情報等を抽出する。
【０１０４】
ページ画像生成手段は、文書定義データ記憶手段に記憶された文書定義データと、それを
文書定義データ解析手段で解析した結果を用いて、文書のページ画像を生成する。ページ
画像生成においては、一つのページについて複数の解像度のページ画像を生成する。
【０１０５】
ページ画像記憶手段は、ページ画像生成手段で生成したページ画像を一時的に記憶する。
ユーザ指示受付手段は、リモコンや入力ボタン、ジョイスティック等の指示入力装置と、
その制御プログラム等によって構成し、ユーザによる、視野の前後移動、上下左右移動、
角度変化、ページの前後送り等の指示を受け付け、受け付けた指示を、視野情報更新手段
および、文書配置情報作成更新手段等に伝える。
【０１０６】
文書配置情報作成更新手段は、文書配置情報記憶手段に記憶された文書配置情報、視野情
報記憶手段に記憶された視野情報、および、文書定義データ解析手段による文書定義デー
タ解析結果を用いて、あらかじめ定めた規則に従って、仮想空間に配置する文書間の相対
的な幾何学的関係を決定し、決定した内容を、文書配置情報とする。
【０１０７】
文書配置情報で定義する内容は、仮想空間に配置する文書間の各リンクについての、リン
ク元とリンク先の文書の相対的な幾何学的関係と、表示画像生成に必要となる、仮想空間
に配置する文書に関する情報とする。
【０１０８】
文書配置情報記憶手段は、上記文書配置情報を記憶する。
【０１０９】
視野情報更新手段は、ユーザ指示受付手段から受け取ったユーザの指示に従い、仮想空間
における文書と視野との幾何学的関係を定義する視野情報を、連続的に更新する。
【０１１０】
視野情報においては、仮想空間中の文書のうちの、いずれか一つに対する視野の幾何学的
関係を定義する。仮想空間中の文書は全てリンクで結合され、各リンクについて幾何学的
関係が定義されているから、結果として、上記視野情報の定義により、全ての文書に対し
、視野の幾何学的関係が確定する。
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【０１１１】
視野情報記憶手段は、上記視野情報を記憶する。
【０１１２】
表示画像生成手段は、文書配置情報記憶手段に記憶された文書配置情報、視野情報記憶手
段に記憶された視野情報、および、ページ画像記憶手段に記憶されたページ画像を用いて
、表示画像を生成する。
【０１１３】
視野情報が連続的に変化した場合、表示画像生成手段は、視野情報に基づき、連続的に変
化する表示画像をリアルタイムで生成する。
生成された表示画像は表示画像記憶手段に記憶され、画像出力手段を介して表示装置に出
力される。
【０１１４】
以上、図１に示す実施形態の各構成要素の基本的動作について説明した。
以下、さらに具体的な実施形態について説明する。
文書を配置する仮想空間は２次元であっても良いが、以下に説明する実施形態では、仮想
空間は３次元とする。
【０１１５】
３次元仮想空間に配置した文書について、連続的に視野を変化させ、滑らかに変化する表
示画像を生成するために、表示画像生成手段には、ページ画像をマッピングしたページを
、リアルタイムで高速に透視変換し、表示画像として描画する機能を設ける。
【０１１６】
図７に、視野情報、文書配置情報、ページ画像、および文書定義データのデータ構造実現
例を示す。第８図は、文書配置情報のデータ項目の例である。
【０１１７】
図９は、視野と文書の幾何学的関係の定義に関する説明図である。
【０１１８】
３次元の仮想空間においては、視野および文書の位置の定義において、仮想空間の絶対座
標は用いず、全て相対的な幾何学的関係の定義によって行なう。
【０１１９】
一般にハイパーリンク構造を持つ文書では、リンク先方向に無限の階層を持つリンクの定
義が可能なため、単一の仮想空間の絶対座標で文書配置を定義すると、深くリンクを辿っ
た先では、リンクのルートの文書に対してスケールが極めて小さいものとなり、数値表現
が困難になったり、誤差が大きくなったりする。これを避けるために、文書配置情報にお
いては、各リンクについてのリンク元とリンク先の文書の相対的な幾何学的関係のみを定
義する。
【０１２０】
視野の定義についても、仮想空間の絶対座標を用いず、上記のように相対的な幾何学的関
係を定義した文書のうちの一つに対する相対的な幾何学的関係によって、視野を定義する
。
【０１２１】
視野の定義においては、図９に示すように、直行座標系である視点座標系を定義する。視
点座標系の X,Y,Z 軸方向の単位方向ベクトルを、 vx,vy,vzとする。この視点座標系の原点
を、表示画像を生成する際の視点と定義する。注視点方向、すなわち、表示画面の中心と
なる方向は、視点座標系の Z 軸正方向とする。
視点座標系において、 XY平面に平行で、中心が Z 軸上にあるような長方形の仮想画面を考
える。この仮想画面は、 Z 座標値が正となる位置に置くものとする。また、仮想画面右方
向が視点座標系 X 軸正方向と、仮想画面下方向が視点座標系 Y 軸正方向と一致するように
する。視点から仮想空間を観測したときに、この仮想画面の長方形枠内に見える領域を、
視野と定義する。すなわち、視点座標系原点に関し、仮想空間内の文書を上記仮想画面上
に射影したものを表示画像とする。仮想画面の位置の Z 座標値を固定して長方形の大きさ
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を変化させることにより、視野角を変化させることができる。本実施形態では、視野情報
のパラメタの一つとして視野角を定義する。視野角は例えば、表示画面水平方向の視野の
角度として定義し、それと視野角が一致するような仮想画面を想定して表示画像生成を行
なう。
【０１２２】
視野と文書との幾何学的関係を定義するために、基準面というものを考える。この基準面
と文書との幾何学的関係を固定したまま、視野と基準面との幾何学的関係を変化させるこ
とにより、文書と視野との幾何学的関係を変化させる。
基準面については、 XY平面が基準面と一致し、 Z 軸が基準面に対して垂直になるような、
基準面座標系を定義する。この基準面座標系と視点座標系の幾何学的関係を定義すること
によって、文書と視野との関係を定義する。
【０１２３】
図７に示すように、本実施形態では、視点座標系と基準面座標系の関係を定義するパラメ
タとして、基準面上の注視点位置、視点座標系に対する基準面座標系のスケール比、視点
から基準面上の注視点までの距離、回転角、および、ティルト角を用いる。さらに視野角
を合わせて視野情報を定義する。
【０１２４】
図９を用いて上記各パラメタの意味を説明する。
【０１２５】
図９において、基準面座標系は、 Obを原点とし、ベクトル bx,by,bzを X,Y,Z 軸方向とする
。基準面上の注視点位置は P であり、視野情報のパラメタとしては、 P の位置を基準面座
標系において定義する。視点座標系に対する基準面座標系のスケール比は、視点座標系と
基準面座標系の単位長の比である。視点から基準面上の注視点までの距離は、 P と V の距
離を視点座標系で定義したものである。回転角は、視点座標系 X 軸と基準面座標系 X 軸の
なす角である。ティルト角は、視点座標系 Z 軸と基準面座標系 Z 軸のなす角である。
【０１２６】
文書配置情報において、仮想空間中の文書の幾何学的関係を定義するために、各文書およ
び、文書に属する各ページについて、それぞれ、文書座標系およびページ座標系を定義す
る。
【０１２７】
それらの座標系の関係を、図７に示すようなデータ構造の文書配置情報で定義し、仮想空
間中の文書およびページの幾何学的関係を定義する。文書配置情報においては、代表文書
配置データ、文書配置データ、ページ配置データといった構造体データを定義する。各構
造体データのデータ項目例を図８に示す。
【０１２８】
基準面座標系と文書座標系との関係を定義するために、文書配置情報作成更新手段は、あ
らかじめ決めた規則に従い、仮想空間に配置する文書の中から代表文書を決定する。また
、代表文書の文書座標系と基準面座標系との幾何学的関係を決定し、図７および図８に示
す代表文書配置データを作成する。代表文書配置データでは、代表文書座標系から基準面
座標系への座標変換行列を定義する。　また、文書配置情報作成更新手段は、仮想空間中
のリンクされた文書とページの幾何学的関係を決定し、図７および図８に示す文書配置デ
ータおよびページ配置データを作成する。文書配置データでは、文書座標系から、この文
書へのリンク元ページのページ座標系への変換行列を定義する。ページ配置データでは、
ページ座標系から、このページが属する文書の文書座標系への変換行列を定義する。
【０１２９】
その他、図８中に記載した各ポインタにより、ハイパーテキスト構造を持つ文書について
、図７のような文書配置情報のデータ構造が定義され、視野情報と合わせて、表示画面へ
の文書の配置が確定する。
【０１３０】
図１０は、ページが表示画面に描画されるまでの座標変換の流れを示す。ページ形状デー
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タでは、ページ座標系におけるページ画像の配置が定義されている。このページ形状デー
タは、ページ配置データ中に定義されている座標変換行列によって文書座標系に変換され
、さらに、文書配置データ中に定義されている座標変換行列によって、リンク元のページ
座標系に変換され、それが繰り返され、最終的には、代表文書配置データ中で定義されて
いる座標変換行列によって、基準面座標系に変換される。ただしこれは、代表文書よりも
下方にリンクされている文書のページについてである。それ以外の場合は、座標変換順序
は若干異なる。
【０１３１】
基準面座標系に変換されたページはさらに、視野情報に定義されている各パラメタによっ
て、視点座標系に変換され、射影変換されて、画面座標系に変換され、表示画面に描画さ
れる。
【０１３２】
つぎに、実施形態における実際の処理手順を説明する。
【０１３３】
初期状態において、文書配置情報には少なくとも一つの文書の文書配置データおよびペー
ジ配置データが定義され、文書のうち一つが代表文書と定義され、代表文書配置データが
定義されているものとする。また、視野情報にも適切な値が定義されているものとする。
【０１３４】
図１１は、連続的な画像生成の処理手順を示す。
【０１３５】
一連の処理において、まず、ユーザ指示受付手段によるユーザ指示の受付を行なう。それ
に基づき、視野情報更新手段は視野情報の更新を行なう。続いて、代表文書更新、文書配
置情報更新およびページ画像生成を行ない、さらに、表示優先度閾値を決定し、表示画像
生成を行なう。表示画像生成においては、表示画像生成時間の計測を行なう。連続画像生
成を継続するならば、以上の処理を繰り返す。終了するならば、そのまま終了する。
【０１３６】
ユーザ指示受付手段では、例えば図２あるいは図３に示すような視野移動ボタンあるいは
ジョイスティックからの、視野移動指示を受け付ける。視野移動指示としては、上下左右
の移動および、ズームイン、ズームアウトの指示等を受け付ける。
【０１３７】
上下左右移動の指示を受け付けた場合、視野情報更新手段は、視野情報のうち、基準面上
の注視点位置を連続的に変化させる。注視点の移動速度は、幾何学的に、視点から基準面
上の注視点までの距離に比例させることにより、見かけの移動速度を常に一定にすること
ができる。
【０１３８】
ズームインあるいはズームアウトの指示を受け付けた場合、視野情報更新手段は、視野情
報のうち、視点座標系に対する基準面座標系のスケール比を連続的に変化させる。視点座
標系に対する基準面座標系のスケール比を変化させるかわりに、視点から基準面上の注視
点までの距離を変化させてもよい。これらの値は、変化率を一定として変化させることに
より、基準面に対する見かけのズーム速度を一定とすることができる。
【０１３９】
その他、回転角、ティルト角、視野角についても、それぞれ指示を受け付けて、視野情報
を更新する。
【０１４０】
表示優先度閾値の決定においては、文書およびページの表示優先度について、文書を表示
するか否かを決定する閾値、ページを表示するか否かを決定する閾値、ページを半透明表
示するか否かを決定する閾値、ページ画像生成の必要性を判断する閾値などを決定する。
【０１４１】
画面に動きがある場合にも滑らかな動きの表示を行なうために、文書およびページを表示
するか否かを決定する閾値の決定においては、前回の表示画像生成時間計測の結果に基づ
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き、計測結果が、滑らかな動きを得るための目標時間よりも長い場合は現在よりも閾値を
上げ、目標時間よりも短い場合は必要であれば閾値を下げる。
【０１４２】
十分滑らかな動きの表示を行なうためには、毎秒３０回程度の表示画像生成を行なう必要
があるため、代表文書更新、文書配置情報更新およびページ画像生成は、表示画像生成か
ら独立したループにより実行し、表示画像生成と並行して動作させ、表示画像生成のルー
プを優先的に実行するようにしても良い。
【０１４３】
図１２は、代表文書更新の処理手順である。
代表文書は、文書配置情報更新および表示画像生成の処理における文書のリンクの探索に
おいて、代表文書を起点として文書のリンクを辿るのがなるべく効率的になることを目標
に決定する。そのために、まず、代表文書としての適性を判定する手段を設けておく。
【０１４４】
代表文書更新処理では、まず、現在の代表文書をＤとする。続いて、Ｄへのリンク元文書
をＤｐとする。ここで、それぞれについて代表文書としての適性を判定し、ＤよりＤｐの
ほうが代表文書としての適性が高い場合は、Ｄｐを新たなＤとし、上記Ｄｐの設定以降の
処理を繰り返す。ＤｐよりＤのほうが代表文書としての適性が高い場合、今度は、Ｄから
のリンク先文書中で最も代表文書としての適性が高いものをＤｃとし、ＤとＤｃの代表文
書としての適性を比較し、Ｄｃのほうが適性が高い場合、Ｄｃを新たなＤとし、上記処理
を繰り返す。
【０１４５】
ＤｃよりＤのほうが代表文書としての適性が高い場合、そのＤを新たな代表文書と決定す
る。以上の処理により代表文書が変更されたときは、代表文書配置データおよび視野情報
を更新する。代表文書配置データの更新においては、代表文書のページを開いたときの面
が基準面となるべく一致するように、代表文書座標系から基準面座標系への変換行列を決
定する。同時に、視野と各文書との幾何学的関係を保つように、視野情報も変更する。
【０１４６】
あらかじめ、上記変換行列を単位行列としても良いように文書座標系を定義しておき、変
換行列決定の手間を省くようにしてもよい。
【０１４７】
さらに、代表文書配置データおよび視野情報の数値を適切な範囲に保つため、正規化を行
なう。具体的には、視点から基準面上の注視点までの距離が、あらかじめ定めた値になり
、かつ表示画像の見かけが変化しないように、視点座標系原点を中心に相似的に拡大ある
いは縮小する。これは、視点座標系に対する基準面座標系のスケール比と、視点から基準
面上の注視点までの距離を同じ比率で変更することによって実現できる。
【０１４８】
図１３は、文書配置情報更新の処理手順である。
【０１４９】
あらかじめ、上方および下方にリンクを探索するときに探索を継続するか否かを判定する
ための、探索条件を定めておく。
【０１５０】
図１３の、文書配置情報更新およびページ画像生成の処理手順では、まず代表文書をＤと
し、Ｄが上方探索条件を満たす間、Ｄのリンク元文書を新たなＤとすることを繰り返し、
上方探索条件を満たさなくなったところで、サブルーチンＤｏｃＲｅｎｅｗ（Ｄ）を呼ぶ
。
【０１５１】
サブルーチンＤｏｃＲｅｎｅｗ（Ｄ）では、まず文書Ｄの表示優先度を計算する。Ｄの文
書定義データを未取得の場合は、Ｄの文書定義データを取得して、文書定義データ記憶手
段上に配置し、文書定義データの解析結果に基づいて、Ｄに属するページのページ配置デ
ータを作成し、さらに、それらの各ページからのリンク先文書の文書配置データを作成す

10

20

30

40

50

(23) JP 3646582 B2 2005.5.11



る。それらの結果を反映させ、Ｄの文書配置データを更新する。
【０１５２】
続いて、Ｄに属するページのうち、下方探索条件を満たす各ページを引数Ｐとして、サブ
ルーチンＰａｇｅＲｅｎｅｗ（Ｐ）を呼ぶ。
【０１５３】
サブルーチンＰａｇｅＲｅｎｅｗ（Ｐ）では、まずページＰの表示優先度を計算する。続
いて、ページＰの表示優先度が、ページ画像生成の必要性に達していると判定された場合
、ページ画像を未生成であるならば、ページ画像を生成し、ページ画像記憶手段上に配置
する。
【０１５４】
それらの結果を反映させて、Ｐのページ配置データを更新した後、Ｐからリンクされた文
書のうち、下方探索条件を満たす各文書を引数Ｄとして、サブルーチンＤｏｃＲｅｎｅｗ
（Ｄ）を呼ぶ。以上において、上方および下方の探索条件は、表示に関係する文書および
ページが漏れなく探索され、表示に関係の薄い文書およびページは探索されないように設
定しておく。ページおよび文書の表示優先度の計算においては、表示画面上での位置およ
びサイズが閲覧に適しているものほど、優先度の値が高くなるように表示優先度値を決定
するものとする。
【０１５５】
図１４は、表示画像生成処理手順を示す。
【０１５６】
表示画像生成においては、まず代表文書をＤとし、Ｄが上方探索条件を満たす間、Ｄへの
リンク元の文書を新たなＤとすることを繰り返し、上方探索条件を満たさなくなったとこ
ろで、文書Ｄを引数としてサブルーチンＲｅｎｄｅｒ（Ｄ）を呼ぶ。
【０１５７】
サブルーチンＲｅｎｄｅｒ（Ｄ）では、文書Ｄの表示優先度が、文書表示の閾値を超えな
い場合、そのまま処理を終了する。それ以外の場合、まず文書Ｄに属するページのうち、
最も表示優先度の高いものをＰとする。
【０１５８】
ページＰの表示優先度がページ表示閾値を超えない場合は、そのまま処理を終了する。そ
れ以外の場合、Ｐのページ画像が既に生成済みであれば、そのページ画像を用いて表示画
面にページＰを描画し、ページ画像生成が完了していない場合は、表示画面にページＰを
簡略表示する。さらに、ページＰからリンクされた各文書を引数Ｄｃとしてサブルーチン
Ｒｅｎｄｅｒ（Ｄｃ）を実行した後、文書Ｄに属するページのうち、Ｐの次に表示優先度
の高いページを新たにＰとし、Ｐが空で無ければ、上記ページ表示閾値の判定以下の処理
を繰り返す。
ページ画像を用いた、表示画面へのページの描画においては、表示画面上でのページの見
かけの大きさに応じて、ページ画像記憶手段に記憶されている、該当ページの複数の解像
度のページ画像のうち、最も適する解像度のものを用いて描画を行なう。
【０１５９】
また、ページの描画において、表示優先度が半透明表示か否かを判断する閾値よりも低い
ページについては、半透明表示とする。このとき、表示優先度が低いほど透明度が高くな
るようにする。
【０１６０】
以上の実施形態においてさらに、図１の構成に加えて、文書定義データ作成編集手段を設
けることにより、ユーザが既存の文書へのリンクを再配置してブックマークデータを作成
したり、新たな文書定義データを作成することが可能となる。この文書定義データ作成編
集手段は、ユーザ指示受付手段が受け付けた、ユーザからの文書定義データ作成あるいは
編集の指示に基づき、文書定義データ管理手段を介して、文書定義データ保存手段に保存
されている文書定義データを更新し、あるいは新たに作成する。
【０１６１】

10

20

30

40

50

(24) JP 3646582 B2 2005.5.11



例えば、文書定義データ保存手段に文書１および文書２の文書定義データが保存されてお
り、画面の表示が図１６の状態１であり、文書配置情報において、代表文書が文書１と定
義されているものとする。このとき、ユーザ指示受付手段が、現在の代表文書を記録せよ
というユーザ指示を受け付けた場合、ユーザ指示受付手段はその指示を文書定義データ作
成編集手段に通知し、文書定義データ作成編集手段は、代表文書である文書１に関する情
報を記録する。
【０１６２】
続いて、ユーザの指示によって視点が移動し、表示画面が状態２となり、代表文書が文書
２になったとする。この状態でユーザ指示受付手段が、ブックマークを作成せよというユ
ーザ指示を受け付けた場合、ユーザ指示受付手段はその指示を文書定義データ作成編集手
段に通知し、文書定義データ作成編集手段は、現在の代表文書である文書２に関して、所
定の位置に文書１へのリンクを追加するよう、文書２の文書定義データを更新し、更新結
果を文書定義データ保存手段に保存する。同時に、文書２の文書定義データ更新結果を文
書定義データ記憶手段に送り、文書配置情報作成手段は、文書定義データ解析手段の解析
結果に基づき、文書２の手前に文書１を縮小して配置する文書配置情報を作成し、その結
果、表示画像は図１６の状態３となる。以上により、文書２上に文書１へのリンク、すな
わちブックマークが作成される。
【０１６３】
また、上記において表示画面が状態２となったところで、ユーザ指示受付手段が、コピー
を作成せよというユーザ指示を受け付けた場合、ユーザ指示受付手段はその指示を文書定
義データ作成編集手段に通知し、文書定義データ作成編集手段は、文書１の文書定義デー
タのコピーを作成して文書定義データ保存手段に保存し、保存された文書１のコピーへの
文書２からのリンクを、上記のブックマーク作成と同様の手続きで作成し、その結果、表
示画面は図１６の状態３となる。以上により、文書１のコピーの文書定義データが作成さ
れ、保存されると同時に、コピーされた文書１への文書２からのリンクが定義される。
以上の実施形態により、ユーザがブックマークデータを作成したり、文書定義データを作
成することが可能となる。
【０１６４】
なお、本発明で表示の対象とするハイパーリンク構造を持つ電子文書には、地図および地
図に関連する情報を含んでもよい。
【０１６５】
電子文書が地図である場合、地図を定義する文書定義データにおいて、ある地図からより
詳細な地図へのリンクを定義しておく。このリンク情報においては、リンク元の地図に対
するリンク先の地図の位置およびスケールを定義しておく。リンク元の地図からズームイ
ンすることにより、リンク元の地図の上に重なるようにリンク先の詳細地図を表示する。
このリンクは、より詳細な地図へと何段階にも定義してもよい。これにより、概要地図か
ら詳細地図へと連続的にズームして閲覧することができる。
【０１６６】
さらに、地図から地図以外の電子文書へのリンクを定義してもよい。この場合、地図上で
リンクの定義された場所にズームインすると、そこからリンクされた電子文書が表示され
る。表示される電子文書は、例えば地図上に表示された店舗や施設等の案内や公告といっ
た情報を含むものである。
【０１６７】
更に本発明の応用として、画面上にイベント毎の複数の代表的な写真を配列表示しておき
、特定の代表写真をズームアップするとそれにリンクした関連写真が現れるように構成し
た電子アルバムが挙げられる。この構成により家庭での写真情報の閲覧の利便性が向上す
る。
【０１６８】
また、本発明で表示の対象とするハイパーリンク構造を持つ電子文書は、計算機のディレ
クトリ（フォルダを含む）であってもよい。この場合、計算機の一つのディレクトリを一
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つの電子文書と見なす。
【０１６９】
ディレクトリ自体を一つの電子文書として画面に表示する際は、その電子文書がディレク
トリであることを表す画像、あるいは当該ディレクトリについてあらかじめ指定した画像
を、そのディレクトリのページ画像として表示する。後者の場合、例えば、当該ディレク
トリから特定のファイル名でリンクされた画像を、そのディレクトリのページ画像とする
。
【０１７０】
ディレクトリからリンクされた別のディレクトリあるいはファイルは、リンク元のディレ
クトリの手前に、縮小した状態で表示する。
【０１７１】
以上の実施形態において、文書定義データ解析手段およびページ画像生成手段に、動画あ
るいは動的にページ内容が生成されるような文書定義データを解析し、規定のタイミング
でページ画像を生成する機能を持たせることにより、動的なページの表示が可能となる。
【０１７２】
文書定義データに定義されている電子文書が動画である場合、文書定義データ解析手段は
、該文書定義データを解析し、解析結果をページ画像生成手段に伝え、それに基づいてペ
ージ画像生成手段は、動画を構成するフレームの画像を順次生成し、規定のタイミングで
、ページ画像記憶手段に記憶されている、該当するページ画像を更新する。ページ画像生
成に必要なデータがあらかじめ文書定義データ記憶手段上に無い場合、ページ画像生成手
段は、必要なデータを、文書定義データ獲得手段あるいは文書定義データ保存手段を介し
て受け取り、ページ画像を生成する。表示画像生成手段は、ページ画像記憶手段に記憶さ
れている最新のページ画像を用いて、リアルタイムで表示画像を生成する。以上により、
文書定義データに定義された動画が、表示画面に表示される。
【０１７３】
文書定義データに定義されている電子文書が、プログラムにより動的に表示内容を生成す
るものである場合、文書定義データ解析手段は、該文書定義データを解析し、解析結果を
ページ画像生成手段に伝え、それに基づいてページ画像生成手段は、規定のタイミングで
、ページ画像記憶手段に記憶されている、該当するページ画像を更新する。これにより、
上記の動画の場合と同様に、動的な電子文書の内容が表示画面に表示される。
【０１７４】
また、文書定義データで定義された３次元の立体を表示するために、文書定義データ解析
手段は、文書定義データに定義された立体を表示するためのデータを作成し、表示画像生
成手段に伝える機能を備えるものとする。
【０１７５】
電子文書が立体を定義したものである場合も、他の電子文書の場合と同様に、文書座標系
を定義するものとし、リンク元の文書の文書座標系あるいはページ座標系に対する該立体
の文書座標系の幾何学的関係を文書配置情報作成更新手段において作成し、文書配置情報
記憶手段はそれを記憶する。上記、立体を表示するためのデータは、該立体の文書座標系
を基準として立体を構成する幾何形状を定義したものとする。表示画像生成手段は、立体
を表示するためのデータを受け取り、視野情報と立体の位置関係に基づき、立体を含む表
示画像を生成する。以上により、文書定義データで定義された立体が表示画面に表示され
る。
【０１７６】
文書定義データにより定義された立体の一部または全体が動画を含む場合、前記の動画表
示の場合と同様に、ページ画像生成手段は、文書定義データの定義に基づいてページ画像
を生成し、ページ画像記憶手段に記憶されているページ画像を規定のタイミングで更新し
、表示画像生成手段は、文書定義データの定義に基づき、立体の一部または全体にページ
画像を貼り付けて、表示画像を生成する。以上により、一部または全体に動画が貼り付け
られた立体が表示される。

10

20

30

40

50

(26) JP 3646582 B2 2005.5.11



【０１７７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、ハイパーテキスト構造を持つ電子文書が、全て一
つの連続した空間に配置され、ユーザはその仮想空間内で視野を連続的に変化させながら
、ハイパーテキストのリンクを辿って文書を閲覧したり、文書を連続的に拡大表示するこ
とができる。これにより、リンクで結ばれた全ての電子文書を、連続的な画面変化で閲覧
できるようになり、従来と比べて、より快適な電子文書閲覧環境を実現することができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の電子文書閲覧装置の構成図である。
【図２】　電子文書閲覧装置の一実施態様の外観を示す図である。
【図３】　携帯型電子文書閲覧装置の一実施態様の外観を示す図である。
【図４】　表示画面の例を示す図である。
【図５】　複数ページからなる電子文書の表示画面の例を示す図である。
【図６】　視野移動による表示画面の変化例を示す図である。
【図７】　データ構造の例を示す図である。
【図８】　文書配置情報のデータ項目の例を示す図である。
【図９】　視野と文書の幾何学的関係定義の説明図である。
【図１０】　ページの座標変換順序を示す図である。
【図１１】　連続画像生成の処理手順を示すフローチャートである。
【図１２】　代表文書更新の処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】　文書配置情報作成更新の処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】　表示画像生成の処理手順を示すフローチャートである。
【図１５】　ズームインによるリンク先文書の表示の例を示す図である。
【図１６】　ブックマークの作成を示す図である。

10

20

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(27) JP 3646582 B2 2005.5.11



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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