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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ページ情報をサーバーから受信する受信手段と、この受信手段にて受信しているページ
情報を記憶する電子情報メモリと、この電子情報メモリに格納されるページ情報を表示す
る表示部と、前記電子情報メモリに格納されたページ情報の表示を制御する表示コントロ
ーラとを備え、
　前記表示コントローラが、前記電子情報メモリに格納されたページ情報の内容を表示す
るタグを前記表示部に表示するタグ付与部と、前記受信手段によるページ情報の受信が一
頁ずつ完了する度に前記タグ付与部にタグを当該一頁ずつ付与させるストリーミング時動
的タグ付与制御部とを備えたことを特徴とするページ情報表示装置。
【請求項２】
　総ページ数が予め定められたページ情報をサーバーから受信する受信手段と、この受信
手段にて受信しているページ情報を記憶する電子情報メモリと、この電子情報メモリに格
納されるページ情報を表示する表示部と、前記電子情報メモリに格納されたページ情報の
表示を制御する表示コントローラとを備え、
　前記表示コントローラが、前記電子情報メモリに格納されたページ情報の内容を表示す
るタグを前記表示部に前記総ページ分表示するタグ付与部と、前記受信手段によるページ
情報の受信の進展に応じて受信が完了したタグの色を受信が完了していないタグの色と異
なる色に着色するストリーミング時動的タグ着色制御部とを備えたことを特徴とするペー
ジ情報表示装置。



(2) JP 4063246 B2 2008.3.19

10

20

30

40

50

【請求項３】
　ページ情報をサーバーから受信する受信手段と、この受信手段にて受信しているページ
情報を記憶する電子情報メモリと、この電子情報メモリに格納されるページ情報を表示す
る表示部と、前記電子情報メモリに格納されたページ情報の表示を制御する表示コントロ
ーラとを備え、
　前記表示コントローラが、前記電子情報メモリに格納されたページ情報の内容を表示す
るタグを前記表示部に表示するタグ付与部と、前記受信手段によるページ情報の受信の進
展に応じて１ページ分のページ情報のうち既に受信した情報量に応じた長さのタグを前記
タグ付与部に生成させるストリーミング時動的タグ長さ制御部とを備えたことを特徴とす
るページ情報表示装置。
【請求項４】
　前記表示部はタッチパネルであることを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか
ひとつに記載のページ情報表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ページ情報表示装置に係り、特に、予め定められた大きさのページを単位と
した電子情報を表示するページ情報表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、仕事や学習や生活に必要な情報は、書籍や、新聞や雑誌等の定期刊行物とい
う媒体を用いて情報の発信者から受け手へと提供されている。また、行政や司法による情
報も、やはり、刊行物や書面により提供されている。
【０００３】
　近年、ＴＣＰ／ＩＰによるインターネット（ネットワーク間通信網）が整備され、政府
、企業、大学、個人などの有するコンピュータが直接又は電話回線網を介して相互に接続
されるようになった。このインターネットを介した情報提供の発展により、種々の情報が
マークアップランゲージに基づいて作成したＭＬページ（例えば、ＨＴＭＬページやＸＭ
Ｌページ）として作成され、このページ（一般的には、ホームページと呼ばれる）をコン
ピュータを使用して閲覧できるようになっている。また、ＭＬページで記述するには大量
である文書については、ＰＤＦなどのフォーマットで作成され、それぞれのホームページ
からダウンロードできるようになっている。また、特許公報がＣＤ―ＲＯＭにて提供され
るように、インターネット以外のコンピュータ可読媒体にて重要な情報が公示又は頒布さ
れている。
【０００４】
　このようにコンピュータを用いて閲覧する形式にて提供される情報としては、各企業が
製造する製品のデータ・シートや、新製品に関する情報や、行政により作成される文書や
、作成中の法案や、最高裁判例の要旨や、大学の研究室の研究成果や、ある地域の宿泊施
設の詳細情報や、ニュース、天気予報など、極めて多岐に渡る情報源からの大量の情報が
ある。これらは、他の新聞紙面や雑誌、カタログ等の紙媒体によっても重ねて提供される
場合もあるが、インターネットやコンピュータ可読媒体のみで提供される場合もある。ま
た、過去の情報となると、実質的に紙媒体による情報が入手困難な場合も多い。
【０００５】
　このため、今後、世界中でインターネットなど情報インフラの整備が進むにつれて、情
報化がますます社会に浸透することで、コンピュータの利用経験の深いユーザーと、コン
ピュータの利用経験の浅いユーザーとの間に、必要な情報を獲得できる量や質に、個人的
な格差が生まれることが懸念される。
【０００６】
　コンピュータを操作する手段として、現実世界にある机の作業環境を比喩したグラフィ
カルユーザインタフェース（ＧＵＩ，以下、デスクトップメタファと呼ぶ）が多用されて
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いる。デスクトップメタファによるユーザインタフェースでは、机の作業環境を漫画的に
描画して、コンピュータに特有の抽象的でわかりにくいファイル構造を、フォルダやファ
イルのように、机の作業環境に存在するものに対応付けることで、コンピュータの初心者
でも直観的にコンピュータを操作することが可能なように考慮されたものである。例えば
あるファイルを消去するのに、紙のメタファーとなっているアイコンで示されたファイル
を、ゴミ箱にドラッグアンドドロップするなどの操作である。
【０００７】
　しかし、このようなデスクトップメタファのユーザインタフェースを使用しても、コン
ピュータを利用して単に電子情報を閲覧する行為でさえ、難しいと感じている人が世の中
には大勢存在する。すなわち、デスクトップメタファのユーザインタフェースでは、コン
ピュータの表示装置に描画されたボタンや、ポップアップメニューや、スライドバー等の
仮想的な装置を、コンピュータに特有のマウスやキーボード等の入力装置を操作して、こ
れら仮想的な装置を間接的に指示操作することにより、電子情報を閲覧しなければならな
いからである。
【０００８】
【特許文献１】特開平５－１６５５９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　このように、上記従来例では、コンピュータを用いて情報を閲覧することが難しい、と
いう不都合があった。すなわち、このようなコンピュータに特有の操作体系は、操作方法
を習熟するために多くの時間が必要であり、よってコンピュータが持つ電子情報を、誰も
が気軽に利用することが困難である。すると、各個人間で取得可能な情報の質及び量に差
が生じてしまう。また、コンピュータを利用しづらいと感じている人が多いと、情報提供
者は、もれなく伝達される必要のある情報について紙媒体を廃止して全面的に電子情報に
移行することができなくなってしまう。
【００１０】
　例えば、大手の企業にて紙媒体を廃止して業務連絡及び決済をすべてコンピュータを用
いて行う制度を導入するに際して、準備期間を２年間に設定し、その内の１年間以上を各
社員がコンピュータに慣れるための教育期間としたことで、全社的な電子化に成功した例
などが報告されている。また、各大学ではコンピュータの基礎的な使用法を教育するため
のコンピュータリテラシーの授業等が行われるようになってきている。一般的に、企業や
官庁の新人研修ではコンピュータの操作に関する教育が行われている。これらは情報の閲
覧のみならず情報の入力及び発信についても教授されるものであるが、一般的に、コンピ
ュータを全く使用したことがない人にとっては、電子情報を閲覧するだけでも困難な作業
となる。
【００１１】
　そのため、デスクトップメタファよりも、直感的で操作が容易であるユーザインタフェ
ースを提供することが望まれており、特に、電子情報を閲覧することに着目したシンプル
な外観と操作を有する情報閲覧装置は有望である。
【００１２】
　このような課題に対して、デスクトップメタファを改良した閲覧装置の従来技術として
、上記特許文献１に記載されている手法がある。これは、本の外観を表示装置の上に実現
しており、複数単位の文章を僅かに位置をずらして、ページが重ね会う状態を表示装置に
出力することで、電子情報の情報量を可視化する手法である。そして、文章の内容を集合
単位として、その集合を象徴する見出し情報を付加することで、デスクトップメタファを
改良している。しかし、この従来例では、ページ数の増加に比例して、表示すべき情報が
増加するため、表示領域を十分に確保することが困難となり、そのため閲覧領域が小さく
なってしまい閲覧が困難になるという問題点がある。
【００１３】
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　また、ＣＲＴや液晶ディスプレイは、年々高解像度となっている。例えば、Ａ４サイズ
にて１５０ｄｐｉ程度の解像度が実現できると、新聞１面全体をＡ４サイズで閲覧するこ
とが可能となる。すなわち、ファクシミリ程度の解像度で表示が可能となると、新聞や雑
誌などを実際のサイズよりも小さくしても可読可能となる。このような高解像度ディスプ
レイでは、１２００×１６００ドットの表示をＡ４実サイズにて行うことが可能となるた
め、従前のオペレーティングシステムのアイコンでは物理サイズが小さくなり、煩雑な印
象を与え、かえって判りづらいユーザ・インタフェースとなってしまうことも想定される
。
【００１４】
　このため、コンピュータの初心者にとっても直感的に利用できる次世代のユーザインタ
フェースの開発が必要となる。このとき、高解像度ディスプレイを採用したとしても、そ
の操作性に変化がないことが望ましい。すなわち、操作の習熟が容易で、かつ解像度に依
存しないユーザインタフェースの開発が望まれる。
【００１５】
　本発明の目的は、かかる従来例の有する不都合を改善し、特に、コンピュータの使用経
験にかかわらず万人にとって判りやすい情報閲覧用のユーザインタフェースを提供するこ
とを、その目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　そこで、本発明であるページ情報表示装置では、総ページ数が予め定められたページ情
報をサーバーから受信する受信手段と、この受信手段にて受信しているページ情報を記憶
する電子情報メモリと、この電子情報メモリに格納されるページ情報を表示する表示部と
、電子情報メモリに格納されたページ情報の表示を制御する表示コントローラとを備え、
表示コントローラが、電子情報メモリに格納されたページ情報の内容を表示するタグを表
示部に表示するタグ付与部と、受信手段によるページ情報の受信が一頁ずつ完了する度に
タグ付与部にタグを当該一頁ずつ付与させるストリーミング時動的タグ付与制御部とを備
えている。
【００１７】
　上記表示コントローラが、電子情報メモリに格納されたページ情報の内容を表示するタ
グを表示部に総ページ分表示するタグ付与部と、受信手段によるページ情報の受信の進展
に応じて受信が完了したタグの色を受信が完了していないタグの色と異なる色に着色する
ストリーミング時動的タグ着色制御部とを備えるようにしても良い。
【００１８】
　上記表示コントローラが、電子情報メモリに格納されたページ情報の内容を表示するタ
グを表示部に表示するタグ付与部と、受信手段によるページ情報の受信の進展に応じて１
ページ分のページ情報のうち既に受信した情報量に応じた長さのタグをタグ付与部に生成
させるストリーミング時動的タグ長さ制御部とを備えるようにしても良い。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、タグ付与制御部が、ダウンロードしたページ情報についてタグを付す
るため、ユーザは、どのページまでダウンロードしたのかを現ページを閲覧しつつ把握す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。第１実施形態では、１ページず
つのページ捲り処理を行い、第２実施形態では、複数ページを一括して一度にページ捲り
処理を行う。第３実施形態では、ページ捲り処理中の表示形式について開示する。第４実
施形態では、タグを用いた操作と、上記各実施形態での要素とを関連させている。ページ
情報が複数の記事情報を有する場合や、ページ情報をサーバーからダウンロードする場合
などの例については、実施例として後述する。
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【００２１】
　＜第１実施形態＞
　第１実施形態では、直感的操作を可能とすることで、電子情報に対するアクセスを容易
とするために、タッチパネル等の操作部上への操作に応じてページ捲り処理を行う。この
とき、操作された方向に応じてページ捲りを行う方向を定める。図１は、第１の実施形態
によるページ情報表示方法の一例を示すフローチャートである。本実施形態によるページ
情報表示方法は、予め定められた大きさのページを単位として複数のページ情報を有する
電子情報を記憶した記憶部（電子情報メモリ）４と、この記憶部に格納された電子情報を
ページを単位として表示する表示部１と、この表示部と略同一領域に設けられページ情報
の閲覧に関する操作が入力される操作部１Ｃ（図２（ｂ）参照）とを備えた情報閲覧装置
を使用して電子情報を表示する。表示部１としてタッチパネルを採用する例では、表示部
１と操作部１Ｃとが一体化している。
【００２２】
　図１を参照すると、ページ情報表示方法は、記憶部４から読み出した現在表示対象とな
る現ページ上で予め定められたページ捲り方向と平行又は反平行に操作部上をドラッグさ
れたときにページ捲り操作検出信号を出力するページ捲り操作検出工程Ａ１と、このペー
ジ捲り操作検出工程Ａ１にてページ捲り操作検出信号が出力された場合には当該ドラッグ
操作の方向に応じて現ページに対して１ページ分前後の前ページ又は後ページを次に表示
するページである次表示ページに設定する次表示ページ設定工程Ａ２と、この次表示ペー
ジ設定工程にて設定された次表示ページを現ページに変えて表示部１に表示させるページ
捲り処理工程Ａ３と、を備えている。
【００２３】
　ページ捲り操作検出工程Ａ１は、例えば、ページ捲り方向に直交する方向に予め定めら
れた許容誤差領域内にてページ捲り方向にて予め定められた最低操作長を越えた操作をペ
ージ捲り操作と判定するページ捲り操作判定工程を備える。次表示ページ設定工程は、現
ページのページ番号に対して、ドラッグ操作の方向に応じて１を加減算したページ番号を
次表示ページに設定する。そして、ページ捲り処理工程Ａ３では、次表示ページを新たな
現ページとするために、ページ捲り処理を行う。すなわち、操作部１Ｃ上で、ポインタを
ページ捲り方向へドラッグすることで、次ページを表示する。また、ページ捲り方向の反
平行方向へポインタがドラッグされた場合には、前ページを表示する。ポインタとしては
、マウス等のポインティングデバイスを用いるものでも良いし、一方、ユーザの指先など
でも良い。また、タッチパネル１を用いてページ捲り操作を行う場合には、タグが表示さ
れている領域を選択する場合と比較して、より広い領域を用いてページ捲り操作を行うこ
とができる。
【００２４】
　ページ捲り処理は、例えば、現ページを表示部１から削除して、次表示ページを表示部
１に表示させる処理である。このページ捲り処理を段階的に行うことで、ページを捲って
いるという状態をより直感的にユーザに伝えるために、現ページを除々に小さくし、次表
示ページを段階的に表示部へ表示させるようにしても良い（第３実施形態参照）。このと
き、ページ捲り操作検出工程Ａ１が、ページ捲り操作の速度であるページ捲り速度を算出
する操作速度算出工程を備え、ページ捲り処理工程Ａ３が、操作速度算出工程にて算出さ
れたページ捲り速度に応じた表示速度で現ページから次表示ページへ表示を変更させる表
示速度設定工程を備えるようにしても良い。すると、ページ捲り操作と、ページ捲り処理
との関係をより明確にユーザに伝えることができる。
【００２５】
　図２は、図１に示した第１実施形態でのページ情報表示装置の一例を示すブロック図で
あり、図２（Ａ）は全体構成を示す図で、図２（Ｂ）は表示コントローラの詳細構成を示
す図である。本実施形態によるページ情報表示装置は、予め定められた大きさのページを
単位として複数のページ情報を有する電子情報を記憶した電子情報メモリ４と、この電子
情報メモリ４に格納された電子情報をページを単位として表示すると共にページ情報の閲
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覧に関する操作が入力されるタッチパネル１と、このタッチパネル１に入力される操作内
容に基づいて電子情報メモリ４に格納されたページ情報の表示を制御する表示コントロー
ラ３とを備えている。
【００２６】
　そして、表示コントローラ３が、電子情報メモリから読み出した現在表示対象となる現
ページ上にて予め定められたページ捲り方向３４と平行又は反平行にタッチパネル１上を
ドラッグされたときにページ捲り操作検出信号を出力するページ捲り操作検出部６０と、
このページ捲り操作検出部６０によってページ捲り操作検出信号が出力された場合には当
該ドラッグ操作の方向に応じて現ページに対して１ページ分前後の前ページ又は後ページ
を次に表示するページである次表示ページに設定する次表示ページ設定部６１と、この次
表示ページ設定部６１にて設定された次表示ページを現ページに変えてタッチパネルに表
示させるページ捲り処理部６２と、を備えている。この各部を有する表示コントローラ３
が動作することで、図１に示す処理が実現される。
【００２７】
　図３は、図１及び図２に示した構成でのページ捲り動作の一例を示す説明図である。図
３に示すように、一次元の構造（ブック構造）を持つページ情報を順次ページ捲りするこ
とで閲覧するため、コンピュータの操作に慣れていないユーザであっても、必要な情報を
確実に入手することができる。
【００２８】
　図１及び図２に示す処理内容は、ページ情報表示用プログラムを表示コントローラが実
行することで実現することができる。この場合、ページ情報表示用プログラムは、図１及
び図２に示す構成に対応した指令を有する。具体的には、表示コントローラ３を動作させ
る指令として、電子情報メモリから読み出された現在表示対象となる現ページ上で予め定
められたページ捲り方向と平行又は反平行にタッチパネル上をドラッグされたときにペー
ジ捲り操作検出信号を出力させるページ捲り操作検出指令と、ページ捲り操作検出信号が
出力された場合には、当該ドラッグ操作の方向に応じて、現ページに対して１ページ分前
後の前ページ又は後ページを、次に表示するページである次表示ページに設定させる次表
示ページ設定指令と、この次表示ページ設定指令に応じて設定される次表示ページを現ペ
ージに変えてタッチパネルに表示させるページ捲り処理指令と、を備える。これら各指令
が表示用コントローラ３によって実行されると、図２（Ｂ）に示す構成が実現し、図１に
示す処理が実行される。ページ情報表示装置の機能を追加、変更する場合には、その追加
、変更する機能に応じた指令を新たに導入すれば良い。
【００２９】
　このようなページ情報表示用プログラムは、ＣＤ―ＲＯＭ等の記憶媒体１７に格納され
、図２（Ａ）に示すディスクドライブ１６等によって読取制御され、図示しないハードデ
ィスク等に格納される。ハードディスク等に格納されたページ表示用プログラムは、表示
コントローラ３によって使用される。
【００３０】
　ページ捲り操作であるか否かの判定の一例としては、操作された座標の変化及び軌跡に
よる判定がある。図２（Ａ）に示すように表示部（操作部）１上にｘｙ座標を定義してお
き、指先が操作部１Ｃに最初に触れた時の入力座標（Px, Py）が、一定時間内に入力座標
（PX,PY）までの移動したときの移動量を計測する。ここで、Y軸方向の移動量|PY-Py|が
任意の大きさ(DY)よりも小さくて、尚且つX軸方向の移動量|PX-Px|が任意の大きさ(DX)よ
りも大きいとする。すなわち、ページ捲り方向での操作が任意の大きさ(DX)よりも大きく
、一方、ページ捲り方向に直交する方向でのポインタの移動量が任意の大きさ(DY)よりも
小さいとする。そして、「PX-Px」が負の値ならば、次表示ページ設定部６１は、現ペー
ジの次のページのページ情報を次表示ページに設定する。「PX-Px」が正の値ならば、現
ページの前のページを次表示ページに設定する。
【００３１】
　従って、例えば、操作部１Ｃ上で図２中右側にポインタ２Ａを移動させると、表示して
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いるページ情報が左から右に捲られながら、次のページが徐々に現れる。同様に、左側に
ポインタ２Ａを移動させると、表示しているページ情報が右から左に捲られながら、前の
ページが徐々に現れる。このように、ページ捲りの様子を視覚的に表示しながらページ情
報を表示することで、一ページずつページを捲って閲覧する閲覧方法を実現することが可
能となる。すなわち、この例によると、表示部１及び操作部１Ｃにあるポインタ（入力カ
ーソル）の動作方向を検出することで、ページや章を指先で直接捲る模擬動作のように直
感的な閲覧操作が可能である。
【００３２】
　また、タグによる操作及び情報閲覧領域での操作は、操作の速度や圧力に応じて捲るペ
ージ量や連続表示の際の表示速度などを制御するようにしても良い。すると、より直感的
な操作で微妙な表示制御が可能となる。
【００３３】
　＜第２実施形態＞
　第２実施形態では、直感的操作を維持しつつ、操作性を向上させるために、複数ページ
を掴む処理を導入する。図４は、本発明の第２実施形態によるページ掴み処理を行う構成
例を示すフローチャートである。図２に示すように、第２実施形態によるページ情報表示
方法は、電子情報メモリ４から読み出した現在表示対象となる現ページ上で予め定められ
たページ掴み操作が行われたときにページ掴み操作検出信号を出力するページ掴み操作検
出工程Ａ１１と、このページ掴み操作検出工程Ａ１１にてページ掴み操作の検出が開始さ
れた場合にはページ掴み操作の操作量に応じた全掴みページ数を表示部に表示させる掴み
ページ数表示工程Ａ１２と、ページ掴み操作検出工程Ａ１１にてページ掴み操作検出信号
が出力された場合には現ページに対して掴み操作量を加算又は減算したページ番号のペー
ジを次に表示するページである次表示ページに設定する次表示ページ設定工程Ａ１３と、
この次表示ページ設定工程Ａ１３にて設定された次表示ページを現ページに変えて表示部
に表示させるページ捲り処理工程Ａ１４と、を備えている。
【００３４】
　ページ掴み操作検出工程は、例えば、操作部１Ｃが圧力検出型である場合には、当該操
作部１Ｃの略同一箇所に加えられる圧力の大きさに応じて掴みページ数を算出する圧力別
掴みページ数算出工程を備える。また、圧力別掴みページ算出工程に代えて、操作部１Ｃ
の略同一箇所で継続する押下操作の経過時間に応じて掴みページ数を算出する時間別掴み
ページ数算出工程を備えるようにしても良い。従って、本実施例では、書籍のページを捲
るときに書籍の端部にて力を加えつつ複数枚連続的にページ捲りする操作を隠喩して、表
示部１上に加える圧力に応じて複数ページを「掴む」処理を実現する。
【００３５】
　ページ捲り処理工程Ａ１４では、複数ページを掴んだ状態で、指先を左右に動かすペー
ジ捲り動作を行うことで、複数ページ捲りを実行する。もし、複数ページを掴んでもユー
ザがページ捲り動作を行わずにタッチパネルから手を離せば、複数ページを掴んだことは
キャンセルされ、もとの操作状態に戻す。
【００３６】
　掴みページ数の表示に関しては、種々の形式を採用することができる。現に掴んでいる
総ページ数を数値にて表示するようにしても良いし、また、ページを掴んでいる状態を何
らかの形で表示するようにしても良い。例えば、図５は、図４に示した構成での掴みペー
ジ数表示例を示す説明図であり、図５（Ａ）は圧力円の一例を示す図で、図５（Ｂ）は時
間円の一例を示す図である。図５（Ａ）及び（Ｂ）に示す例では、図４に示す掴みページ
数表示工程が、ページ掴み量に応じた大きさの半径で定義される掴み表示円６３，６４を
表示部１に表示させる工程を備えている。
【００３７】
　この掴み表示円６３を表示部に表示することで、自らの操作によって掴んだページ数を
直感的に把握することができる。図５（Ａ）に示す圧力円では、圧力の大きさに応じて指
先を中心とした円の径が増減する。「圧力の大きさに応じて」というときには、必ずしも
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円の径が圧力に比例的な場合のみならず、例えば圧力に応じて加速度的に円の径が大きく
させる（掴みページ数を増大させる）場合を含む。圧力による複数ページ捲り操作の場合
、掴めるページ数が圧力センサーの分解能に依存するため。最大径（＜∞）は初期ファイ
ルなどで設定する。圧力円の半径算出は、次式による。
【００３８】
（圧力円の径）＝（最大径）×（現在の圧力値）／（圧力センサーの分解能）
（掴んだページ数）＝（圧力円の径）／（ユーザの圧力に対する弁別閾）
【００３９】
　指の動作によるページ捲り操作を実現させて、尚且つ圧力や時間で複数ページを掴む機
能（以下、複数ページ捲り操作）を実現させるためには、ページ捲り操作と複数ページ捲
り操作の違いをシステムが容易に識別できることが必要である。本実施形態では、複数ペ
ージ捲り操作を有効にするために、図５（Ｃ）に示すように、必ず指先がタッチパネルな
どに連れた状態で一定時間停止しておくことで識別する。複数ページ捲り操作が有効にな
ったことを明示するために、図５（Ｄ）に示すように複数ページ捲り操作が有効になると
指先に圧力の円を小さく表示する。
【００４０】
　図５（Ｂ）に示すように、「時間」を利用して複数ページを捲る場合は、経過時間の長
さに応じて掴みページ数を増加させる。時間円の径は、圧力円とは異なり、最大径を設定
しなければ無限大となる。つまり、時間で複数ページを掴む場合は、捲るページが存在す
るだけ掴むことができる。圧力円の場合でも径を無限大に設定できますが、圧力センサの
分解能に限度があるため径を無限大に設定すると非常にセンシティブとなってしまう。時
間円（前述の圧力円に相当する）の径を求めるアルゴリズムは次の通りである。
【００４１】
（時間円の径）＝F（経過時間）
（掴んだページ数）＝（定数）×（時間円の径）
F（経過時間）は時間を変数とする関数を意味する。ただし増加関数とする
【００４２】
　図６（Ａ）はページ情報表示装置の構成例を示す図である。図６（Ａ）に示すように、
第２実施形態でのページ情報表示装置では、表示コントローラ３が、電子情報メモリ４か
ら読み出した現在表示対象となる現ページ上で予め定められたページ掴み操作が行われた
ときにページ掴み操作検出信号を出力するページ掴み操作検出部６４と、このページ掴み
操作検出部によってページ掴み操作の検出が開始された場合にはページ掴み操作の操作量
に応じた全掴みページ数を表示部に表示させる掴みページ数表示部６５とを備えている。
他の構成は図２に示す第１実施形態と同様である。ページ掴み操作検出部６４は、操作部
１Ｃに加えられる圧力や経過時間に応じてページ掴数を検出する。そして、掴みページ数
表示部６５は、この掴みページ数を表示部１に表示する。
【００４３】
　図６に示す表示コントローラ３を実現するには、電子情報メモリから読み出した現在表
示対象となる現ページ上で予め定められたページ掴み操作が行われたときにページ掴み操
作検出信号を出力させるページ掴み操作検出指令と、このページ掴み操作検出指令に応じ
てページ掴み操作の検出が開始された場合にはページ掴み操作の操作量に応じた全掴みペ
ージ数を表示部に表示させる掴みページ数表示指令とを備えたページ情報表示プログラム
を実行すると良い。
【００４４】
　図６（Ａ）の表示部には、圧力円６３Ａが表示されている。圧力円６３Ａでは、円弧以
外には描画しないため、操作中に下の記事を読み取ることができる。一方、この例では、
現に掴んでいる掴みページ数を表示することができず、どの程度掴んでいるかを直径に応
じて把握できるようになるために複数回の操作が必要となることが想定される。これに対
し、図６（Ｂ）に示す例では、圧力円の内部（又は外形近く等）に掴みページ数を数値に
て表示する。図６（Ｂ）に示す例では、４ページを掴み中であり、この状態でページ捲り
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操作を行うと、ページ捲り操作の方向に応じて４ページ前のページか、又は４ページ後の
ページが表示される。
【００４５】
　図７は、図４に示す構成で多重輪を表示する一例を示す説明図である。図７に示す例で
は、掴みページ数表示工程Ａ１２が、中心を同一とする複数の円であってページ掴み量に
応じた数の円を有する多重輪を表示させる工程を備えている。多重輪を表示する手法では
、圧力に応じた年輪のように輪の数として増減する。そのため、輪が掴んだページのメモ
リの役目をする。また、例えば輪は５頁ごとに色や線の太さを変えることで、掴んだペー
ジ数が計算しやすくなる。すなわち、定規が５ｃｍ、１０ｃｍで目盛りが読みやすくなっ
ているのと同様に、５頁毎のメモリとして輪の色や線の太さを変化させると良い。図７（
Ｂ）に示す例では、掴み中であることを表示する円を内周部に持ち、その外周に掴みペー
ジ数に応じた数の輪を有している。この図７（Ｂ）に示す多重輪６３Ｃは、２ページを掴
み中であることを表示し、図７（Ｃ）に示す多重輪６３Ｃは、４ページを掴み中であるこ
とを表示する。また、掴み中であることを表示する円の表示を省略するようにしても良い
。
【００４６】
　図８は、図４に示す構成で塗り円を表示する一例を示す説明である。この図８に示す例
では、掴みページ数表示工程Ａ１２が、予め定められた大きさの半径で定義される円で当
該円内の塗りをページ掴み量に応じた塗りに設定した塗り円を表示させる工程を備えてい
る。塗り円では、図８及び図９に示す種々の塗り形式が存在する。各塗り形式の塗り円で
は、掴みページ数に応じて直径を変化させることが望ましいが、塗りの色や変化の程度で
掴みページ数を表示するようにしても良い。この場合、塗り円自体の直径は変化しない。
【００４７】
　図８（Ａ）は単色でのべた塗りを行う塗り円の一例を示す図である。この単色でのベタ
塗りを行うと、現ページのページ情報の内容が読めなくなるため、ページ情報の一部を拡
大する操作などとの混同が生じがたくなる。図８（Ｂ）は透明度を有する塗り円の一例を
示す図である。塗り円を半透明とすると、複数ページ捲り操作中であっても下の記事を読
むことができる。
【００４８】
　図８（Ｃ）はグラデーションを有する塗り円の一例を示す図である。この表示方法は、
圧力を用いて掴みページ数を検出する場合に好適に用いられる。このグラデーションは、
圧力の大きさに応じて中心部の色を濃くすることで、分解能の限界や現在の操作の状態を
良好に表示することができる。実際の圧力分布を表示しなくとも、この効果を得ることが
できる。すなわち、実際の紙面を強く押せば（たくさんページを捲るときは紙面を強く押
すという行為に対応する）、物理的に窪むように圧力が高いであろう中心部分の色を濃く
（暗く）して、中心から外へ向かうに連れて色が薄くなるようにグラデーションをつける
ことで、操作状態を良好に表示することができる。グラデーションのついた塗り円は、図
８（Ｂ）に示すような半透明とすれば、より紙面が圧力で窪んだ感じを表現することがで
きます。
【００４９】
　図９は、図４に示す構成で塗り円を表示する他の例を示す説明図である。この表示方法
は、圧力に応じて３次元的に紙面を変形させることで、紙面が指で窪んだ感じを表現する
。図９（Ａ）に示す例では、塗り円の外輪が線で描画されているが、この外輪は省略する
ことができる。「3次元的に」と言う表現は、必ずしも紙面を3次元グラフィックスとして
扱う必要はなく、へこんだ感じが表現されれば足りる。例えば、図９（Ｂ）に示す基準に
描画されている現ページの一部のイメージデータを、図９（Ｃ）や（Ｄ）に示す枠組みに
マッピングすることで中程度の圧力や、大きい圧力の場合の歪みを表現するようにしても
良い。
【００５０】
　＜第３実施形態＞



(10) JP 4063246 B2 2008.3.19

10

20

30

40

50

　第３実施形態では、操作した結果の閲覧装置の反応及び経過処理を判りやすく表示する
ことで、操作内容と処理内容との対応の理解を促すために、ページ捲り処理中の現ページ
と次表示ページとについて効果的な表示を行う。
【００５１】
　図１０は、第３実施形態により表示形式を選択する処理例を示すフローチャートである
。図１０を参照すると、ページ情報表示方法は、操作部に１ページ分又は複数ページ分の
ページを捲るページ捲り操作が行われたときに掴みページ数及びページ捲り方向とが定義
されたページ捲り操作検出信号を出力するページ捲り操作検出工程Ａ２１と、このページ
捲り操作検出工程Ａ２１にてページ捲り操作が完了すると共にページ捲り操作検出信号が
出力された場合に、ページ捲り方向に応じて現ページに対して掴みページ数分前後の前ペ
ージ又は後ページを次に表示するページである次表示ページに設定する次表示ページ設定
工程Ａ２２と、この次表示ページ設定工程Ａ２２にて設定された次表示ページを現ページ
に変えて表示部に表示させるページ捲り処理工程と、を備えている。
【００５２】
　そして、このページ捲り処理工程は、次表示ページが設定されたときに当該次表示ペー
ジを記憶部から読み出す次表示ページ読み出し工程Ａ２３と、ページ捲り操作検出信号が
出力された時に表示部に表示中の現ページを構成する現ページデータを単位表示時間毎に
変形させると共に当該現ページを変形させた捲り状態表示データを生成する捲り状態表示
データ生成工程Ａ２４と、次表示ページ読み出し工程にて読み出した次表示ページに捲り
状態表示用データ生成工程にて生成された捲り表示用データを当該捲り状態表示用データ
が無くなるまで単位表示時間毎に上書きする捲り状態表示データ上書き工程Ａ２５と、を
備えている。
【００５３】
　本実施形態では、ページ捲り処理を行うに際して、現にページを捲っていることを視覚
的に表示することで、現ページの表示が表示部１から削除され、次表示ページが表示部１
に現れることに対する直感的理解を促す。また、ページ捲り処理の表示を良好に行えると
、ユーザが行ったページ捲り操作が正しい操作であることを習得しやすくなる。ここでは
、ページ捲り操作検出工程Ａ２１は、第１実施形態での１ページ分のページ捲りと、第２
実施形態での複数ページのページ掴みのいずれかを検出する。１ページ分のページ捲りは
、１ページのページ掴み操作と考えることもできる。次表示ページ設定工程Ａ２２は、ペ
ージ捲り操作検出工程Ａ２１にて検出されたページ捲りの方向とページ掴み枚数とに基づ
いて、次表示ページを特定する。ページ捲り処理は、次表示ページを段階的に表示させる
と共に、現ページを段階的に消去することで行う。このため、次表示ページに、変形させ
た現ページを上書きする。現ページの変形形式については、種々の手法を採用することが
できる。
【００５４】
　図１１は、第３実施形態でのページ情報表示装置の構成例を示すブロック図である。図
１１を参照すると、ページ情報表示装置は、予め定められた大きさのページを単位として
複数のページ情報を有する電子情報を記憶した電子情報メモリ４と、この電子情報メモリ
４に格納された電子情報をページを単位として表示すると共にページ情報の閲覧に関する
操作が入力されるタッチパネル１と、このタッチパネル１に入力される操作内容に基づい
て電子情報メモリに格納されたページ情報の表示を制御する表示コントローラ３とを備え
ている。
【００５５】
　そして、表示コントローラ３は、図２（Ｂ）に示す第１実施形態と同様に、タッチパネ
ルに１ページ分又は複数ページ分のページを捲るページ捲り操作が行われたときに掴みペ
ージ数及びページ捲り方向とが定義されたページ捲り操作検出信号を出力するページ捲り
操作検出部６０と、このページ捲り操作検出部６０でのページ捲り操作が完了すると共に
ページ捲り操作検出信号が出力された場合に、ページ捲り方向に応じて現ページに対して
掴みページ数分前後の前ページ又は後ページを次に表示するページである次表示ページに
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設定する次表示ページ設定部６１と、この次表示ページ設定部によって設定された次表示
ページを現ページに変えて表示部に表示させるページ捲り処理部６２と、を備えている。
【００５６】
　このページ捲り処理部６２は、図１１に示すように、次表示ページが設定されたときに
当該次表示ページを電子情報メモリから読み出す次表示ページ読み出し機能６８と、ペー
ジ捲り操作検出信号が出力された時にタッチパネル１に表示中の現ページを構成する現ペ
ージデータを単位表示時間毎に変形させると共に当該現ページを変形させた捲り状態表示
データを生成する捲り状態表示データ生成機能６９と、次表示ページ読み出し機能６８に
よって読み出された次表示ページに捲り状態表示用データ生成機能６９によって生成され
た捲り表示用データを当該捲り状態表示用データが無くなるまで単位表示時間毎に上書き
する捲り状態表示データ上書き機能７０と、を備えている。
【００５７】
　図１１に示すページ捲り処理部を実現するページ情報表示用プログラムでは、ページ捲
り処理指令が、次表示ページが設定されたときに当該次表示ページを電子情報メモリから
読み出させる次表示ページ読み出し指令と、ページ捲り操作検出信号が出力された時に表
示部に表示中の現ページを構成する現ページデータを単位表示時間毎に変形させると共に
当該現ページを変形させた捲り状態表示データを生成させる捲り状態表示データ生成指令
と、次表示ページ読み出し指令に応じて読み出した次表示ページに捲り状態表示用データ
生成指令に応じて生成された捲り表示用データを当該捲り状態表示用データが無くなるま
で単位表示時間毎に上書きさせる捲り状態表示データ上書き指令と、を備える。
【００５８】
　図１２及び図１３を参照して現ページの変形形式（ページ捲り処理の表示形式）を説明
する。図１２及び図１３に示す例では、ページ捲り方向は図中左向きとし、また、説明を
簡略化するためにページ情報として全面にアルファベットを有するものや、三角又は丸を
有するものを例とする。図１２（Ａ）は上書き型の表示形式の一例を示す図である。図１
２（Ａ）に示す例では、捲り状態表示データ生成工程Ａ２４が、単位時間毎にページ捲り
方向の起点側の領域を削除する上書き表示制御工程を備える。図１２（Ａ）に示す例では
、現ページ７１の図中右側を段階的に削除することで、捲り状態表示データ７１Ａを生成
する。この捲り状態表示データ７１Ａを次表示ページ７２に重ねることで、捲り状態を表
示する。この上書き型では、現ページの右側から次表示ページが次々と上書きされる表示
形式となる。
【００５９】
　図１２（Ｂ）はスライド型の表示形式の一例を示す図である。図１２（Ｂ）に示す例で
は、捲り状態表示データ生成工程Ａ２４が、単位時間毎にページ捲り方向の終点側の領域
を削除すると共に当該削除した領域分現ページデータをページ捲り方向側へシフトさせる
スライド表示制御工程を備える。図１２（Ｂ）に示す例では、現ページデータ７１Ｂの図
中左側を消去し、消去した分ページ捲り方向にシフトさせる。このシフトさせたイメージ
データを捲り状態表示データ７１Ｃとして、次表示ページ７２に上書きする。この図１２
（Ｂ）に示す例では、現ページがページ捲り方向に除々にスライドすることで次表示ペー
ジ７２が出現する表示形式となる。
【００６０】
　図１３（Ａ）は圧縮型の表示形式の一例を示す図である。図１３（Ａ）に示す例では、
捲り状態表示データ生成工程Ａ２４が、単位時間毎にページ捲り方向の表示長さを縮小す
ると共に当該縮小した表示長さへ現ページデータを当該ページ捲り方向に圧縮させる圧縮
表示制御工程を備える。図１３（Ａ）に示す例では、ページ捲り方向の端部（図中、左端
）にて現ページを表示部の法線方向（ｚ軸方向）へ持ち上げた場合を隠喩する。現ページ
７１の表示領域を小さくし、ページ捲り方向にて圧縮すると、符号７１Ｄに示す形状とな
り、さらに圧縮すると、符号７１Ｅに示す形状となる。これらを次表示ページ７２に重ね
ると、符号７３Ｄで示す状態から、符号７３Ｅで示す状態へと順次変化する。図１３（Ａ
）に示すｘｚ平面でのθを定義すると、このθの変化速度（角速度）を一定とするように
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現ページ７１の変形を行うと、よりページを捲っている状態が動的に表される。
【００６１】
　図１３（Ｂ）は３Ｄ型の表示形式の一例を示す図である。図１３（Ｂ）に示す例では、
捲り状態表示データ生成工程Ａ２４が、表示部の法線方向へ仮想的な空間を定義する三次
元空間設定工程と、ページ捲り方向の終点側を軸として現ページを仮想的な空間内を回転
変形させる現ページ回転変形工程と、この現ページ回転工程にて仮想的に回転変形された
現ページの表側及び裏側を表示部の法線方向を視点とする二次元平面データに描画すると
共に当該描画データを捲り状態表示データに設定する三次元表示制御工程とを備える。こ
の図１３（Ｂ）に示す例では、三次元空間にて紙を捲る状態を二次元内にて表示させる。
現ページ回転変形の例としては、図１３（Ｂ）の符号７１Ｇで示す形状がある。この場合
の現ページの裏側を符号７１Ｈで示す。この回転変形した現ページを二次元に描画し、次
表示ページ７３Ｆと重ねると、符号７３Ｇで示す如くとなる。本実施形態ではページの裏
側にはページ情報を表示させないため、ページの裏側には、例えば現ページの内容が裏側
から透けた状態を描画しても良いし、また、次表示ページの内容が反射して映り込んだ状
態を表示するようにしても良い。
【００６２】
　＜第４実施形態＞
　第４実施形態では、タグとの関連で操作性を向上させつつ、操作内容と処理内容の関連
の理解を容易にすることを目的として、操作状態の表示にタグを有効活用する。すなわち
、第４実施形態では、総ページ数や現ページの位置を示すと共に、ページめくりの操作を
直感的に行うための手法として、タグを用いる。図１４乃至図２８を用いてタグの表示手
法を説明し、その後、複数ページ掴みとタグとの関係や、上述した第３実施形態について
タグを用いた場合についての拡張を説明する。
【００６３】
　図１４は第４実施形態によるページ情報表示処理の一例を示すフローチャートであり、
図１５はこの処理の実施に好適なページ情報表示装置の構成例を示すブロック図である。
本実施形態では、図１５に示す表示部１にページ情報を表示する情報閲覧領域５を設け、
さらに、この情報閲覧領域５の左右又は上下に一方および他方のタグ表示領域６，７を設
けている。情報閲覧領域に表示したページのタグを右側のタグ表示領域に表示すると共に
、この現ページタグの下に現ページよりもページ番号が大きく後ろのページを示すタグ（
後ページタグ９）を付する。そして、左側のタグ表示領域には現ページよりも前のページ
を示すタグ（前ページタグ１０）を付する。図１５に示す例では、第４ページを表示して
いる。
【００６４】
　図１５に示す例では、ページ情報表示装置は、予め定められた大きさのページを単位と
して複数のページ情報を有する電子情報を記憶した記憶部（電子情報メモリ）４と、この
記憶部４に格納された電子情報をページを単位として表示する情報閲覧領域５と当該情報
閲覧領域５の両端に設けられページの内容を示すタグを表示するタグ表示領域６，７とを
有する表示部（ディスプレイ）１と、記憶部４から読み出したページ情報にタグを付して
表示部に表示する表示コントローラ３とを備えている。表示コントローラは、図１４に示
す処理を実行する。
【００６５】
　図１４を参照すると、表示コントローラは、まず、ページ指定情報で指定されたページ
の電子情報を読み出す（ステップＳ１）。続いて、読み出した現ページのページ番号に基
づいて現ページタグの高さを決定する（ステップＳ２，現ページタグ高さ決定工程）。さ
らに、現ページタグ以前及び以後のページを示すタグの色及び形状を設定する（ステップ
Ｓ３）。このステップＳ３では、現ページタグの強調表示や、タグに付する色又は色の変
化の設定や、タグの形状の変化の設定を行う。
【００６６】
　続いて、ステップＳ４では、記憶部から読み出した現在表示対象となる現ページを情報
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閲覧領域に表示させ、さらに、ステップＳ５では、当該現ページに付するタグを一方又は
他方のタグ表示領域に表示させる（現ページ表示工程）。そして、この現ページ表示工程
に前後して現ページ（図１５に示す例では、第４ページ）以後の各ページ（第５ページ乃
至第７ページ）に付するタグ９を一方のタグ表示領域に表示する（Ｓ６、後ページタグ表
示工程）。また、現ページ表示工程に前後して当該現ページのページ番号よりも前の各ペ
ージに付するタグを他方のタグ表示領域に表示する（Ｓ７、前ページタグ表示工程）。そ
して、図１４に示す例では、各タグにそのタグが示す内容であるタグ内容を表示する（ス
テップＳ８）。図１５に示す例では、タグ内容としてページ番号を表示している（ページ
番号表示工程）。ページ番号以外に、ページの場所を示すマークや、文字などでも良い。
【００６７】
　図１５を参照すると、表示コントローラ３は、図１４に示す処理を実現するために種々
の機能を有している。具体的には、記憶部４から読み出した現在表示対象となる現ページ
のページ情報を情報閲覧領域５に表示する電子情報表示部１１と、一方又は他方のタグ表
示領域に表示させる現ページタグ表示部１２とを備えている。表示コントローラ３はさら
に、現ページ以後の各ページに付するタグを一方のタグ表示領域中で現ページタグよる高
さよりも手前となる位置にそれぞれ表示する後ページタグ表示部１３と、現ページのペー
ジ番号よりも前の各ページに付するタグを他方のタグ表示領域中で現ページによる高さよ
りも奥側となる位置にそれぞれ表示する前ページタグ表示部１４とを備えている。また、
好ましい例では、表示コントローラ３は、各タグの形態（形状及び色彩）を設定するタグ
表示形態設定部１５を備える。また、現ページタグ表示部１２が、電子情報の総ページ数
に対する現ページのページ番号の比率に基づいて、現ページのページ高さを算出する現ペ
ージタグ高さ算出機能を備えるようにしても良い。
【００６８】
　表示コントローラ４は、ページ情報表示用プログラムを実行するＣＰＵと、このＣＰＵ
の主記憶となるＲＡＭとを備える。ページ情報表示用プログラムは、ＣＤ―ＲＯＭ等の記
憶媒体に格納されてページ情報表示装置まで搬送される。表示コントローラ４はＣＤ―Ｒ
ＯＭドライブ等のプログラム読み出し部１６にてプログラムを読み出し、記憶部４等に格
納する。このページ情報表示用プログラムが実行されると、図１４に示す処理が実施され
る。
【００６９】
　このページ情報表示用プログラムは表示コントローラ４を動作させる指令として、記憶
部４から読み出した現在表示対象となる現ページを情報閲覧領域５に表示させると共に当
該現ページに付するタグを一方又は他方のタグ表示領域６，７に表示させる現ページ表示
指令と、この現ページ表示工程に前後して現ページ以後の各ページに付するタグを一方の
タグ表示領域に表示する後ページタグ表示指令と、現ページ表示工程に前後して当該現ペ
ージのページ番号よりも前の各ページに付するタグを他方のタグ表示領域に表示する前ペ
ージタグ表示指令とを備える。また、各工程に応じた指令をさらに備えるようにしてもよ
い。
【００７０】
　図１５に示すように、ディスプレイ１上のタグ表示領域６，７は、情報閲覧領域５と、
情報閲覧領域５の側面に設けたタグ表示領域６，７とからなる。例えば、電子情報表示部
１１は、記憶部４に格納された閲覧情報をディスプレイ１の情報閲覧領域５に描画する。
さらに、タグ表示形態設定部１５が、予め選択された設定に応じて、タグの表示形態を特
定する。続いて、各タグ表示部１２，１３，１４が、ページ番号等のタグ内容１８を記し
たタグ８，９，１０を付加して、一枚のタグ付きシートの外観でタグ表示領域６，７に描
画する。情報閲覧領域５に表示した情報閲覧領域５に付加した現ページタグ８は、その他
のタグ９，１０と区別することを容易にするため、例えば、ページ番号等のタグ内容１８
のフォントを強調して描画したりするなどの特別な色や形状等の外観を有することが望ま
しい。
【００７１】
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　各タグ８，９，１０は、ページ番号等のタグ内容１８に従って整列している。ページ情
報のページの整列順序がより明確になるように、各タグの重なり具合を漫画的に描画する
ことで、コンピュータが持つ情報の絶対的な位置関係を明示する。例えば、一方のタグ表
示領域６に表示するタグ１０は、現ページのページ番号よりもページ番号が小さいタグで
あり、ページ番号が小さいタグよりもページ番号が大きいタグの方が視覚的に手前に存在
するように重なり合う状態で描画する。更に、他方のタグ表示領域７に表示するタグは、
現ページのページ番号よりもページ番号が大きいタグであり、ページ番号の大きいタグを
ページ番号が小さいタグよりも視覚的に後ろに存在するように重なり合う状態で描画する
。
【００７２】
　情報閲覧領域５に付加したタグ８，９，１０のページ番号等のタグ内容１８と比較して
、ページ番号等のタグ内容１８が大きいタグは一方のタグ表示領域６に表示し、ページ番
号が小さいタグは他方のタグ表示領域７に表示する。また、タグのページ番号の大小に応
じてタグ８，９，１０の外観が変化することは、閲覧情報らの相対的な位置関係を明示す
る有効な描画手法である。
【００７３】
　図１６は、本実施形態によるタグの表示の初期状態の一例を示す説明図であり、図１７
は、この図１６に示した構成で第４ページを表示した場合のタグ表示例を示す説明図であ
る。ここでは、表示部１に、情報閲覧領域５と、タグ表示領域６，７とを設ける。記憶部
４が持つ電子情報１Ａは、情報閲覧領域５に表示可能な情報量をページ単位としたページ
情報として再構成して、情報閲覧領域５に表示する。ページ情報は、大きさの定められた
１ページを単位とするデータである。
【００７４】
　また、ページ情報表示装置は、ページ単位のページ情報を、本のように紙を重ねて並べ
たように、ページ情報の配置が線形的な情報構造を持つことを明示するために、ページ番
号等のタグ内容１８を記したタグ８，９，１０を各ページの端に付加して、ページ番号等
のタグ内容１８の順序に従ってタグ８，９，１０整列させることで表現する。
【００７５】
　図１６に示す例では、電子情報の総ページ数は７ページであり、このタグ表示領域７の
長さをこのページ数７で割った長さのタグを７つ表示している。図１６に示すようにタグ
の重ね合わせを行うのであれば、このタグ長さは割った長さに重ね合わせ分の長さを加え
たものとなる。一般的に、現ページに付するタグ８の高さは、図１５に示す現ページタグ
高さ決定工程Ｓ２にてタグ表示方向での高さ又は位置を電子情報の総ページ数に対する現
ページのページ番号に基づいて決定するとよい。
【００７６】
　また、図１６に示す例では、ページ番号表示工程Ｓ８にて、各タグ内に表示するタグ内
容として当該タグを付するページのページ番号を表示させた。従って、図１６の各タグに
付された番号は電子情報のページ番号である。図１６に示すように、１つの情報閲覧領域
５のみを使用してページ情報を閲覧する場合であっても、ページ番号を有するタグをタグ
表示領域に表示することで、電子情報の全体量や奥行きなどを直感的にユーザに伝えるこ
とができる。そして、タグ８，９，１０にページ番号を記す例では、見出し情報を記すタ
グとは異なり、タグ８，９，１０にページ番号を書ききれないなどの問題は発生しない。
もちろん、タグ表示領域６，７に十分な表示領域があるのであれば、これら文字情報や又
はページ情報の内容を示唆するアイコン等を付するようにしても良い。
【００７７】
　また、ページ番号表示工程Ｓ８に前後して、現ページのタグ８の表示を強調させる現ペ
ージタグ強調表示工程を備えるようにしても良い。図１６及び図１７に示す例では、現ペ
ージタグのフォントとして太文字（ボールド）を使用している。
【００７８】
　図１６及び図１７を参照してタグの重ね合わせを説明すると、まず、図１６に示す現ペ
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ージタグ８に対して、符号９ａ乃至９ｆで示す後ページタグはより下位のタグとなる。そ
して、このときの順序は、現ページから離れるに従ってより下位の階層となる。従って、
現ページタグ８を最上位として、符号９ａ，９ｂ，…，９ｆの順で下位となる。タグの重
ね合わせは、最下位にあるタグ９ｆを最も下として、９ｅ，９ｄ，…，９ａの順に重ね合
わせていく。すると、ユーザに対しては、現ページから第７ページまでの構造を一目で知
らせることができる。このときに、第４ページを閲覧する旨の操作があった場合には、こ
の他方のタグ表示領域７のみで重ね合わせの上下関係を変化させるのではなく、本実施形
態では、図１７に示すように、一方のタグ表示領域６に前ページタグを移す。これにより
、電子情報の総ページ中の現在ページの位置を素早くかつ正確にユーザに知らせる。
【００７９】
　図１７に示すように、前ページタグ１０に関しては、現ページの１つ前のページ（第３
ページ）を示すタグ１０ｃを最上位として、ページ番号が小さくなるに従って下位に属す
る。これにより、電子情報の奥行きを表現する。階層関係は、結局、現ページを最上位と
して、現ページとのページ番号差の絶対値が大きくなるに従って下位に位置づけることと
なる。このため、タグ関係定義工程は、現ページのタグ８又は現ページの前後のページの
タグを最上位として、現ページとタグを付すページのページ数の差の絶対値が大きくなる
に従って下位に位置づける。そして、重ね合わせ設定工程では、タグ関係定義工程にて定
義された各ページの階層に従って一方又は他方のタグ表示領域にて下位のタグに上位のタ
グを重ね合わせる。ページの整列順序がより明確になるように、各タグの重なり具合を漫
画的に描画することで、タグ表示領域６，７の上に、ページの奥行きを視覚化する。この
ように、本実施形態では、ページ情報にページ番号等のタグ内容１８を明示するタグ８，
９，１０を付加して、タグ表示領域６，７に表示することで、入力部２を用いてタグ８，
９，１０を直接に指定して、タグ８，９，１０のページ番号等のタグ内容１８に対応する
ページ情報を情報閲覧領域５に表示する。このとき、ページ情報に付加したタグ８，９，
１０の表示形態が変化することで、コンピュータが持つ情報量や、情報構造を容易に把握
することが可能である。なぜならば、例えば、図１５に示すように、一方のタグ表示領域
６と他方のタグ表示領域７にあるタグの数を比較することは視覚的に容易だからである。
【００８０】
　さらに、本実施形態では、情報閲覧領域５においても、ページを捲る等の閲覧のための
入力操作を検知することが可能であり、例えば、タッチパネルのような指先の入力操作が
可能な装置を用いることで、タグ表示領域６，７の全体を入力領域として、ページを捲る
ジェスチャ動作によって直観的に閲覧の操作が可能なユーザインタフェースとすることが
できる。
【００８１】
　図１４に示す処理を行う例では、ページタグによって、コンピュータの出力装置上の表
示領域に、閲覧領域と、操作領域を設けて、情報閲覧領域に表示した電子情報の一覧性を
十分に確保することができる。さらに、情報閲覧領域に表示可能な情報量をページ単位と
した電子情報に、ページ番号を明示するタグを付加して、各タグの重なり具合を適切に描
画することで、電子情報がページ毎に整列している状態を視覚的に把握することが容易に
可能である。そのため、コンピュータの利用経験の浅いユーザであっても電子情報のペー
ジ順序から情報構造を容易に把握することができるようになる。
【００８２】
　本実施形態によるとさらに、タグの整列順序によって、コンピュータが持つ情報量に対
して、現在閲覧しているページの絶対的な位置を視覚的に把握することが容易に可能であ
り、そして、タグの整列順序によって、現在閲覧しているページや章と、任意のページや
章との相対的な位置を視覚的に把握することについても、容易に可能となる。
【００８３】
　図１８は、本明細書で使用する「タグ幅」等の用語の定義を行うための説明図である。
通常、英文や横書きの日本文であれば、文字は左から右へ流れ、そして、ページを捲ると
きには右から左へ捲っていく。一方、縦書きの日本文であれば、右から左へページを捲る
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。また、Ａ４等の用紙で作成した報告書などで、上部にて止められている場合、ページは
下から上へ捲る。このように、書籍や報告書や雑誌などにはページの捲り方向が存在する
。ここで、「ページ捲り方向」というときには、符号３４で示すようにある一方向を示し
、図１８では右から左へページを捲る場合を示している。ページ捲り方向は、一般に、文
字の流れる方向と平行（反平行を含む）か又は直交する。そして、本実施形態では、ペー
ジ捲り方向に直交する方向に「タグ表示方向」を定義する。タグは、このタグ表示方向３
５に沿って表示される。右から左へページ捲りする場合には、タグ表示方向は上下方向と
なる。下から上へページ捲りする場合には、タグ表示方向は図１４で示したように左右方
向となる。
【００８４】
　ここでは、「タグ長さ」というときには、タグ表示方向でのタグの開始点から終了点ま
での距離をいう。「タグ幅」というときには、ページ捲り方向でのタグの長さをいう。従
って、タグ長さとタグ幅が定まると、タグ１つ表示するために必要な大きさが定まる。ま
た、本実施形態では種々の要素に応じてタグを配置する位置をタグ表示方向に沿って可変
としている。このとき、タグ表示方向の一方の端点からの長さを、ここでは「タグ高さ」
という。タグが台形である場合には、台形側面の角度が定まると、１つのタグを特定する
要素は上記「タグ長さ」、「タグ幅」及び「タグ高さ」となる。
【００８５】
　＜閲覧開始時のタグ長さ調節＞
　本実施形態では、閲覧開始時のタグ長さの決定手法を開示する。電子情報１Ａ又は閲覧
情報１Ｂは、その内容によって総ページ数が変化する。図１６及び図１７で示す例では、
タグ表示方向の長さを総ページ数で割った長さをタグ長さとして表示した。しかし、総ペ
ージ数が多くなると、単純な均等割付ではタグ長さが不十分となってしまう。図１９に示
す例では、この総ページ数が多い場合のタグ表示を良好に行うための解決手段が示される
。
【００８６】
　操作領域上にタグ同士を十分な間隔を置いて描画することが困難なほどページ数が多い
場合、図２０に示すように、閲覧領域に付随するタグと他のタグとのページ番号の差の絶
対値に比例したタグの高さで、任意のページ範囲まで徐々にタグ同士の間隔を狭くして描
画する（セマンテック表示）。任意のページ範囲を超えるタグは、タグ同士が一定間隔で
密に重なった状態で描画する。
【００８７】
　セマンテック表示は、タグ長さを各タグ毎に連続的に短くするものであるため、現ペー
ジ及びその近傍のページを示すタグにはページ番号等のタグ内容が良好に表示され、かつ
、総ページに対する現ページの位置が明確となり、さらに、総ページ数の量が一目で認知
可能なインタフェースを構築することができる。
【００８８】
　図１９に示すように、まず、基準となるタグ長さ等を参照して、現ページに付する現ペ
ージタグ８の長さを決定する（ステップＳ４１，タグ長さ算出工程）。続いて、現ページ
タグ８のタグ長さを最大値として各タグの長さをタグの階層が低くなるに従って短くなる
ように設定する（ステップＳ４１，セマンテック表示設定工程）。そして、総ページ数に
対してタグ表示領域の長さが短い場合には、一定範囲について線タグ表示５１Ａと設定す
る（ステップＳ４３，線タグ表示設定工程）。そして、タグをセマンテック表示する（ス
テップＳ４４）。ページ情報の内容によっては、一定ページ間隔毎にタグの形状線の太さ
を変化させる等の間隔表示線を挿入するようにしてもよい（間隔表示線挿入工程）。そし
て、表示するタグ長さと表示するフォントサイズに応じてタグ内容を表示可能なタグにペ
ージ番号等のタグ内容を表示する（ステップＳ４６）。さらに、現ページのページ情報を
情報閲覧領域へ表示する。
【００８９】
　図２０を参照すると、現ページは第２８ページであり、この現ページタグ８のタグ長さ
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を最大値としてタグ９ａ，９ｂ，・・・，９ｅの順にタグ長さを短くしている。この例で
は、現ページタグ長さから１つのタグ毎にタグ長さを０．８倍していくことで、セマンテ
ック表示を行っている。そして、符号５１Ａで示すタグの形状の内下の線のみを重ねた線
タグ表示も、この０．８倍により実現している。タグの線間隔に表示解像度追従できなく
なると、連続的にタグが表示される形となる。図２０で示す例では、他方のタグ表示領域
７の現ページタグ８のタグ長さを基準として、その前後のタグを０．８倍したため、一方
のタグ表示領域にて表示される最上位のタグ（第２７ページを示すタグ）の長さは第２９
ページを示すタグと同じ長さとなっている。このように現ページの１ページ前のタグにつ
いてもタグ長さを現ページのタグ長さよりも短くすることで、現ページタグを強調すると
共に、奥行き間をより豊かにしている。
【００９０】
　図２０に示すセマンテック表示は、ページ情報の総ページ数に無関係に常におこなうよ
うにしても良いが、セマンテック表示を行うと総ページ数が少ない場合にタグ表示領域の
有効利用が図れなくなってしまう。このため、ページ情報の総ページ数に応じて図１６及
に示す通常表示と、図２０に示すセマンテック表示とを切り替えることが望ましい。この
表示手法の切替は、現ページタグについての最低基準長に基づいて行うことができる。す
なわち、図１６に示すようにタグ表示方向でのタグ表示領域の長さ全体についてすべての
タグを割り当てようとしたときに、１タグ当たりのタグ長さが基準長未満となればセマン
テック表示を行うものである。
【００９１】
　図２１はこのような表示手法の切替を行うために必要なページ情報表示用データのデー
タ構造の例を示す図表である。最低基準長は、ディスプレイの物理長さ及び解像度が予め
定まっている場合には、図２１（Ａ）に示すよう最低基準長さをドット数で定めるのが簡
易である。一方、実際のディスプレイに依存しないデータ構造とするためには、実行時に
ディスプレイの物理長及び表示ドット数の入力を受け付けて、最低基準長についてはメー
トル等の物理長さで定めるとよい。すると、タグを用いたページ捲り操作や奥行きの表示
について異なる装置を使用するユーザの感覚が変化しなくなる。また、セマンテック表示
を行う場合には、必ずしも左右にタグ表示領域を設けなくとも、総ページ数に応じた奥行
き感を表現することができるが、やはり、現ページ位置を即座に認識可能とするためにタ
グ表示領域を左右に設ける方が望ましい。
【００９２】
　図２１（Ａ）に示す例では、ページ情報表示用データは、表示部のページ捲り方向及び
タグ表示方向のそれぞれの表示ドット数データと、記憶部に格納された電子情報の総ペー
ジ数データと、ドット数データによるドット数を総ページ数データによる総ページ数で割
ったドット数である単位タグ当たりのドット数データと、この単位タグ当たりドット数と
比較されるページ捲り方向でのタグの長さについて予め定められたタグの最低基準幅及び
タグ表示領域でのタグの長さについて予め定められたタグの最低基準長を有する最低基準
データとを備えている。図２１（Ａ）に示す例では、単位タグ長さは最低基準長である８
０ドットか、又は１６００ドットを総ページ数ａｐで割った値のうち大きい方となる。こ
のデータを用いることで、現ページタグのタグ長さを決定すると共に、通常表示とセマン
テック表示とを切り替えることができる。
【００９３】
　図２１（Ｂ）に示す例では、最低基準長は２ｃｍか又はタグ表示領域長を総ページ数ａ
ｐで割った値のうち大きい方となる。ページ情報管理部４３は、表示ドット数データとタ
グ表示領域長との関係から、１ドット当たりの物理長さを求め、これにより単位タグ長さ
のドット数を得ることができる。
【００９４】
　またページ情報表示用データは、単位タグ当たりのドット数データが最低基準データよ
りも短い場合に参照されるタグ比率データを備えるようにしても良い。このタグ比率デー
タは、最低基準データによるタグ長さに対して電子情報の現ページから終了ページ又は開
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始ページまで順次変化させるタグ長さの比率である。そして、タグの長さをこのタグ比率
データを参照して階層が高い方から低い方へ順次算出し、続いて、階層の低い方から高い
方へ上書きしつつタグをタグ表示領域へ描画すると、タグの重ね合わせが良好に行われ、
また、総ページ数が多い場合には解像度に応じて自動的に線タグが生じ、一貫したインタ
フェースを構築することができる。
【００９５】
　図２２は、図２１に示すページ情報表示用データを使用してタグの形状を特定するため
の構成を示す機能ブロック図である。図２２に示す例では、予め定められた大きさのペー
ジを単位として複数のページ情報を有する電子情報を記憶した記憶部４と、この記憶部４
に格納された電子情報をページを単位として表示する情報閲覧領域５を有する表示部（デ
ィスプレイ）４９と、外部入力されたページ指定情報に基づいて記憶部４に格納された電
子情報を読み出して情報閲覧領域に表示させるページ情報表示部５６とを備えている。
【００９６】
　そして、ディスプレイ４９は、情報閲覧領域５にてページ情報をページ捲りする方向で
あるページ捲り方向の一方又は双方の端部にて情報閲覧領域に併設されたタグ表示領域６
を備えている。さらに、ページ捲り方向に直交する方向であるタグ表示方向でのタグ表示
領域の長さと記憶部４に格納された電子情報の総ページ数ａｐとに基づいて各ページに付
する各タグのタグ表示方向の長さを算出するタグ形状算出部と、このタグ形状算出部にて
算出された各タグの長さに基づいてタグ表示領域にタグを表示するタグ表示部５５とを備
える。
【００９７】
　タグ形状算出部は、例えば、タグの最低基準幅と電子情報のページ捲り方向の大きさと
に基づいてタグ表示領域の幅を決定するタグ表示領域幅決定部５３を備える。例えば、ペ
ージ情報の縦の長さをディスプレイの縦の長さまで拡大又は縮小したときのページ捲り領
域の残り長さと、最低基準幅とを比較し、最低基準幅未満であればページ情報の拡大又は
縮小の比率を変化させるようにするとよい。また、タグ形状算出部は、タグ表示方向のデ
ィスプレイ４９の長さを電子情報の総ページ数ａｐで割った単位タグあたりのタグ長さを
現ページのタグ長さに設定すると共に当該タグ長さがタグの最低基準長よりも短かった場
合には現在表示するページに付する現ページタグの長さを最低基準長に設定する現ページ
タグ長設定部５４とを備えるとよい。現ページのタグの長さを最低基準長とした場合には
、ここでは、セマンテック表示を行い、一方、最低基準長としなかった場合には、通常表
示を行う。
【００９８】
　また、最低基準長に基づいたタグを表示するには、記憶部４にディスプレイ４９の大き
さに基づいて予め定められたページ捲り方向でのタグの最低基準幅及びタグ表示方向での
タグの最低基準長が記されたタグテーブル（又は、図２１に示すページ情報表示用データ
）を格納しておき、タグ表示部５５が、タグ表示領域幅決定部５３によって決定された幅
で且つ現ページタグ長設定部５４によって設定された長さのタグをタグ表示領域に表示す
るようにしてもよい。
【００９９】
　図１５に示した場合と同様に、図２２に示す構成についても、各部の動作はＣＰＵとプ
ログラムとにより実現することができる。例えば、図２１に示すデータ構造のページ表示
情報を使用してタグ長さを算出するためのプログラムは、タグ表示方向でのタグ表示領域
の長さと記憶部４に格納された電子情報の総ページ数ａｐとに基づいて各ページに付する
各タグのタグ表示方向の長さを算出するタグ長さ算出指令と、このタグ長さ算出指令に応
じて算出された各タグの長さに基づいてタグ表示領域にタグを表示するタグ表示指令とを
備える。タグ長さ算出指令は、図２１（Ｂ）に示す最低基準長を物理長とする例では、こ
の物理長とドット数とを相互に変換させる指令を含む。
【０１００】
　図２３は、図２１（Ｂ）に示すデータ構造のデータを使用してタグの幅とタグの長さを
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決定する処理の一例を示すフローチャートである。まず、ディスプレイ４９のページ捲り
方向での物理長情報を取得する（ステップＳ５１，物理長取得工程）。続いて、この物理
長取得工程Ｓ５１にて取得した物理長情報と予め物理長にて定められたページ捲り方向で
のタグの最低基準幅とに基づいて表示部の解像度でのタグの最低基準幅を算出する（最低
タグ幅算出工程）と共に、この最低タグ幅算出工程Ｓ５２にて算出されたディスプレイ４
９に依存した最低基準幅と電子情報の大きさとに基づいてタグ表示領域の幅を決定する（
ステップＳ５２，タグ表示領域幅決定工程）。
【０１０１】
　続いて、表示部のページ捲り方向に直交する方向であるタグ表示方向での物理長情報を
取得する（ステップＳ５３，物理長取得工程）。続いて、この物理長取得工程Ｓ５３にて
取得した物理長情報と予め物理長にて定められたタグ表示方向でのタグの最低基準長とに
基づいて表示部の解像度でのタグの最低基準長を算出し（最低タグ長算出工程）、タグ表
示方向の表示部の長さを電子情報の総ページ数で割った単位タグあたりのタグ長さが最低
基準長よりも短かった場合には現在表示するページに付する現ページタグの長さを最低基
準長に設定する（ステップＳ５４，現ページタグ長設定工程）。
【０１０２】
　そして、このタグ表示領域幅決定工程Ｓ５２にて定められた幅で、かつ、現ページタグ
長設定工程Ｓ５４にて定められた長さのタグを当該タグ表示領域に表示する（ステップＳ
５５，タグ表示工程）。これにより、解像度に依存しない状態で良好な形状のタグを表示
することができる。
【０１０３】
　図２４は、通常表示とセマンテック表示とを切り替える処理の一例を示すフローチャー
トである。図２４に示すように、ページ情報の表示を開始する際に、まず、電子情報の総
ページ数を取得する（ステップＳ６１）。そして、タグ表示方向のドット数を総ページ数
で割り、１タグ当たりのタグ長さを算出する（ステップＳ６２）。続いて、算出したタグ
長さと例えば図２１に示す最低基準タグ長さとを比較し、算出したタグ長さの方が長い場
合には、通常表示を行う（ステップＳ６４）。一方、算出したタグ長さが最低タグ長さよ
りも短い場合には、０．８倍ずつ等のセマンテック表示を行う（ステップＳ６５）。
【０１０４】
　このような表示方式の選択を行うページ情報表示装置は、図２２に示す構成に加えて、
電子情報の総ページ数が予め定められた数以内である場合にはタグ表示領域に表示するタ
グの長さを一定長さにする通常表示を選択すると共に、総ページ数が予め定められた数を
超えた場合にはタグの長さを現ページタグを中心として段階的に小さくするセマンテック
表示を選択するタグ表示方式選択部を備えるとよい。
【０１０５】
　＜ページ捲り後のタグ長さ調整＞
　次に、ディスプレイに表示されたページ情報及びタグに対してなんらかの操作が行われ
、異なるページを表示した後にどのようにタグを再表示するのかについての具体例を開示
する。ページ捲り後にタグをどのように表示するのかに関しては、タグの高さの調節処理
をどのように行うかを定めなければならない。図１６及び図１７に示す例では、通常表示
を行い、そして、タグの高さを一定に保ちながら他方のタグ表示領域６から一方のタグ表
示領域７へ現ページタグを移動させた。図２０に示したセマンテック表示では、タグの高
さを一定にしつつタグを移動させ続けることができない。ここでは、この点の解決策が開
示される。
【０１０６】
　図２５は、ページ捲り後に再度タグを表示する処理の例を示すフローチャートである。
図２５に示す例では、まず、現ページのタグ高さを算出する（ステップＳ７１）。この現
ページタグ高さ算出工程Ｓ７１は、現在表示対象となる現ページ番号に付する現ページタ
グの高さを電子情報の総ページ数に対する現ページの比率に基づいて算出する。すると、
通常表示であれば、一度表示したタグの高さは変化しない。一方、セマンテック表示であ
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れば、表示する現ページのページ番号に応じて現ページタグの高さは変化する。
【０１０７】
　続いて、記憶部４から読み出した現ページを情報閲覧領域に表示させると共に、当該現
ページに付するタグを一方又は他方のタグ表示領域６，７に現ページタグ高さ算出工程Ｓ
７１にて算出した現ページタグ高さで表示させる（ステップＳ７２，現ページタグ表示工
程）。この現ページ表示工程Ｓ７２に前後して現ページ以後の各ページに付するタグ９を
一方のタグ表示領域９に現ページタグ高さよりも小さい高さにて表示する（ステップＳ７
３，後ページタグ表示工程）。一方、現ページのページ番号よりも前の各ページに付する
タグについては、他方のタグ表示領域１０に現ページタグよりも大きい高さにて表示する
（ステップＳ７４，前ページタグ表示工程）。
【０１０８】
　続いて、ページ捲り操作を待機する（ステップＳ７５）。さらに、ページ捲り操作があ
った場合には、図２６に示すように、現ページタグのタグ高さを維持しながら捲り中のペ
ージにタグを付した状態でページ捲りをアニメーション表示する（ステップＳ７６）。続
いて、ページ捲り後のページを現ページに設定する（ステップＳ７７）。
【０１０９】
　そして、ここでは、現ページを再設定した後の処理が通常表示とセマンテック表示とで
異なる。すなわち、セマンテック表示中であれば（ステップＳ７８）、現ページのタグ高
さを総ページに対する比率に基づいて再度算出する（ステップＳ７１，同比率高タグ再表
示工程）。一方、通常表示中であれば、各タグに与えられたタグ高さを維持しつつ現ペー
ジタグを表示する（ステップＳ７２，同一高さタグ再表示工程）。以後、この処理を繰り
返す。
【０１１０】
　この処理を実現するためのページ表示用プログラムは、例えば、タグ長さ算出指令と、
通常表示指令と、セマンテック表示指令と、タグ高さ制御指令とを備えると良い。具体的
には、プログラムは、電子情報の総ページ数情報とタグ表示領域の長さとに基づいて１タ
グ当たりのタグ長さを算出させるタグ長さ算出指令と、この算出されるタグ長さが予め定
められたタグ長さよりも長い場合には当該算出したタグ長さを表示用タグ長さに設定する
通常表示指令と、算出されるタグ長さが予め定められたタグ長さよりも短い場合には当該
予め定められたタグ長さを現ページタグのタグ長さに設定すると共に当該現ページのタグ
の長さを最上位として当該現ページの前後に付するタグの長さを段階的に短い長さに設定
するセマンテック表示指令と、情報閲覧領域に表示した現ページを捲るページ捲り操作が
なされた場合には通常表示中は各タグの高さを一定としたままタグを再表示すると共にセ
マンテック表示中は新たに表示した現ページのページ番号に基づいてタグ高さを算出させ
るタグ高さ制御指令とを備える。セマンテック表示指令は、通常表示指令を実行し得ない
場合に起動されるようにしても良い。また、タグ高さ制御指令にて通常表示かセマンテッ
ク表示かの情報が必要となるため、現在表示中の表示手法がいずれであるかを示すフラグ
をページテーブル４１等に格納するようにしてもよい。
【０１１１】
　図２６を参照すると、第４ページが表示されていたときに、この第４ページである現ペ
ージを捲り、第５ページを表示させようとしている。このとき、書籍等を捲るときに現れ
る印象と同様の印象をユーザに与えるため、図２６に示す例では、捲り中のページの表示
領域を除々に小さくすると共に、次に表示するページの表示領域を除々に大きくするよう
に表示している。この表示例は種々のパターンがあるが、使用するコントローラの表示処
理能力に応じて選択するとよい。例えば、３Ｄ処理が高速なコントローラ（ＣＰＵ及びオ
ペレーティングシステム）であれば、用紙を捲る状態を三次元で表示するようにしても良
い。また、表示中のデータを捲り途中の位置に応じて変形させるなどして、ページがタグ
表示領域６のタグ表示方向を中心軸として回転する様子を表示するようにしてもよい。
【０１１２】
　そして、図２６に示す例では、符号５８で示すように、捲りのページの移動に、タグの
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移動を追従させている。すなわち、本実施例によるページ情報表示方法は、タグ表示領域
に表示したタグに対して操作が加えられた時に現ページをページ捲り方向に移動させる共
に当該タグの操作により表示するページを情報閲覧領域へ表示させるページ捲り工程と、
このページ捲り工程にて現ページが移動する際に当該現ページに付されたタグを当該現ペ
ージの移動と共に一方及び他方のタグ表示領域間にてページ捲り方向に移動させるタグ移
動工程とを備えている。これにより、移動中のページの位置が明確となる。また、ページ
捲りを三次元的に表示する例では、タグ形状を変形させつつページに追従して移動させる
ようにしても良い。例えば、タグ幅を除々に細くするようにすると、ページが回転により
上方へ移動している様子を表すことができる。
【０１１３】
　図２７はセマンテック表示中にタグを押し広げる処理の一例を示すフローチャートであ
る。ここでは、まず、タグはセマンテック表示されている（ステップＳ８１）。そして、
タグ表示領域の近くにてポインタイベントがあれば、例えば、選択表示しているタグ表示
領域にポインタ２Ａが近づいた場合、ポインタイベントが生じた座標近くに表示中のタグ
を特定する。図２８に示す例では、例えば、符号２Ａで示すポインタが線タグ表示されて
いたタグのうち第４８ページを示すタグの線に近づいたと特定する。この場合、第４８ペ
ージを示すタグ及びその前後３つ又は５つのタグの長さを現ページタグ長さ程度の長さに
再設定し、表示する（ステップＳ８４，タグ押し広げ工程）。このとき、第４８ページの
ページ情報をキャッシュメモリ等へ格納するようにしても良い。
【０１１４】
　そして、タグ操作が無ければ（ステップＳ８５）、一定時間経過後にタグの表示を元通
りとする（ステップＳ８７）。一方、押し広げ表示したタグに対する操作があれば、ペー
ジ捲り等の処理を行う（ステップＳ８６）。この図２７に示す処理を実行するためのプロ
グラムは、タグ表示領域に表示されたタグとポインタの座標又は圧力との関係に基づいて
当該表示されたタグの長さを再設定するタグ押し広げ指令と、ポインタの座標又は圧力が
定常状態に戻った時から一定期間経過後に再設定したタグの長さを元の長さに戻すタグ長
さ復帰指令とを備えると良い。
【０１１５】
　図２８を参照して再度押し広げ処理を説明する。もし、ポインタ２Ａに最も近い距離に
あるタグ(図２８では第４９ページのタグ)は、タグと入力カーソルとの距離ｈが任意の距
離Ｈ１よりも短くなった場合に、距離ｈに反比例したタグの高さで、入力カーソルの座標
がタグ（４９ページのタグ）近づくにつれて徐々にタグ同士の間隔を広くして描画する。
指先の座標とタグ（４９ページのタグ）との距離が、予め決められた距離Ｈ２よりも離れ
た時には、離れてからの時間が一定の時間が経過すると、図２８に示したタグ同士の間隔
の変化は、図２０の表示状態に徐々に戻るようにする。
【０１１６】
　＜複数ページ掴みとタグ表示＞
　図２９（Ａ）はタグ一体型の表示形式の一例を示す図である。図２９（Ａ）に示す例で
は、図１０のステップＡ２４に示す捲り状態表示データ生成工程が、現ページにタグが付
されている場合には当該タグ部分を現ページと一体化して捲り状態表示データを生成する
工程を備えている。図２９（Ａ）で示す例では、図１３（Ａ）に示した圧縮型の表示を、
現ページに付したタグ７４Ａと共に行っている。圧縮型であるため、符号７４Ａで示すタ
グのタグ幅よりも、より圧縮が進行した符号７４Ｂで示すタグのタグ幅の方が狭くなって
いる。
【０１１７】
　図２９（Ｂ）は複数ページ一体型の表示形式の一例を示す図である図２９（Ｂ）に示す
例では、図１０に示す捲り状態表示データ生成工程Ａ２４が、ページ捲り操作検出工程で
検出された掴みページ数が２以上である場合には当該各掴みページの変形を現ページに対
する変形よりも各掴みページ毎に遅らせる工程を備えている。図２９（Ｂ）に示す例では
、図１２（Ｂ）に示したスライド型の表示形式について、「Ａ」を表示した現ページ７５
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Ａ、「Ｂ」を表示した現ページの次のページ７５Ｂ、「Ｃ」を表示した次表示ページ７５
Ｃという３つの連続したページについて、現ページ７５Ａ及びその次のページ７５Ｂを時
間差を持たせながら変形させている。これにより、次のページ７５Ｂがページ捲り処理中
に表示され、複数ページを捲っている状態がより直感的にユーザに表示される。図２９（
Ｂ）に示すように、各ページにタグが付されている場合には、そのタグについても各ペー
ジに追従して移動させると良い。
【０１１８】
　図３０は、第４実施形態での掴み操作に応じたタグ表示制御の一例を示すフローチャー
トである。図３０を参照すると、ページ情報表示方法は、電子情報メモリ４から読み出し
た現在表示対象となる現ページ上で予め定められたページ掴み操作が行われたときにペー
ジ掴み操作検出信号を出力するページ掴み操作検出工程Ａ３１と、当該ページ掴み操作検
出工程Ａ３１にてページ掴み操作の検出が開始された場合には、現ページに付したタグを
表示している一方のタグ表示領域にてページ掴み操作によって掴まれた掴み対象ページの
タグの色を他のタグの色と異なる色に着色する捲り前掴み対象ページタグ着色工程Ａ４２
とを備えている。このステップＡ４２にて、ページ掴み操作によって現に掴んでいるペー
ジのタグを着色するため、ユーザは、圧力や時間に応じた掴み操作による掴みページ数へ
の影響を一目で確認できる。特に、ページタグの位置で目的とするページの大まかな位置
を把握している場合には、圧力を微妙に変化させつつタグの着色の有無を確認することで
、より正確な操作を簡単に行うことができる。
【０１１９】
　そして、ページ掴み操作検出工程A３１にてページ掴み操作検出信号が出力された場合
には現ページに対して掴み操作量を加算又は減算したページ番号のページを次に表示する
ページである次表示ページに設定する次表示ページ設定工程Ａ３４と、この次表示ページ
設定工程Ａ３４にて設定された次表示ページを現ページに変えて表示部に表示させるペー
ジ捲り処理工程Ａ３５とを備えている。
【０１２０】
　図３０に示す例では、ページ捲り処理工程Ａ３５に続いて、ページ捲り処理後に新たに
現ページとなった現ページに付したタグを表示していない他方のタグ表示領域にて当該ペ
ージ捲り処理を完了した掴み対象ページのページタグの色を、他のタグの色と異なる色に
着色する捲り後掴み対象ページタグ着色工程Ａ３６を備えている。
【０１２１】
　また、情報閲覧領域での掴み操作のみならず、タグ上にて掴み操作を行うようにしても
良い。図３１はタグ上で掴み操作を行う一例を示す説明図であり、図３１に示すように、
押し広げを行ったタグ７６上に所定圧力を加えることで、複数ページ掴みを実現する。
【０１２２】
　また、掴み表示円をタグ上に表示するようにしても良い。図３２及び図３３に示す例で
は、掴み操作によるタグの着色と、タグ上の掴み表示円の表示とを併用する場合を例示す
る説明図である。図３１に示した例では、現ページから後ろ又は押し広げたタグよりも後
ろのページのみを掴むこととしていたが、前ページ側のタグ表示領域６側にて同様の操作
を行うことで、前ページを掴むことが可能となる。すなわち、図３２にて掴んだページ７
７は、現に操作しているタグよりも前のページである。一方、図３３に示す例では、掴ん
だページ７７は現に操作しているタグよりも後のページである。
【０１２３】
　図３４は、複数ページを一括してページ捲り処理する場合のタグ表示例の一例を示すフ
ローチャートである。図３４に示す例では、ページ情報表示方法は、記憶部４に格納され
た電子情報の総ページ数に対する現ページの位置に基づいて現ページタグの表示高さを算
出する現ページタグ高さ算出工程Ａ４１と、この現ページタグ高さ算出工程にて算出され
た現ページタグのタグ高さと後ページの総ページ数とに基づいて後ページタグの表示形式
を特定する後ページタグ表示形式特定工程Ａ４２と、この後ページタグ表示形式特定工程
に前後して現ページタグのタグ高さと前ページの総ページ数とに基づいて前ページタグの
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表示形式を特定する前ページタグ表示形式特定工程Ａ４３とを備えている。
【０１２４】
　各表示形式特定工程Ａ４２，４３は、第４実施形態にて説明したタグ表示方法によって
表示形式を特定するようにすると良い。すなわち、現ページタグ高さの位置を最優先して
、この位置の残りページ数に応じて表示形式を定める。
【０１２５】
　そして、現ページ上で予め定められたページ掴み操作が行われたときにページ掴み操作
検出信号を出力するページ掴み操作検出工程Ａ４４と、ページ掴み操作検出工程Ａ４４に
てページ掴み操作検出信号が出力された場合には現ページに対して掴み操作量を加算又は
減算したページ番号のページを次に表示するページである次表示ページに設定する次表示
ページ設定工程Ａ４５と、この次表示ページ設定工程にて設定された次表示ページを現ペ
ージに変えて表示部に表示させるページ捲り処理工程Ａ４６乃至Ａ４９とを備えている。
【０１２６】
　そして、このページ捲り処理工程では、まず、ページ捲り処理を開始する（ステップＡ
４６）。続いて、掴み対象ページタグの表示制御を行う（ステップＡ４７）。この掴み対
象ページタグの表示制御工程は、捲り処理対象となる現ページ及び掴み操作で掴まれた掴
み対象ページに付されていたタグを、前ページタグ表示形式特定工程Ａ４２又は後ページ
タグ表示形式特定工程Ａ４３にて特定される表示形式のうちページ捲り処理の方向に応じ
た表示形式にて、現ページの捲り処理による現ページの変形又は移動に追従して情報閲覧
領域内に表示させる。続いて、ページ捲り処理を行い（ステップＡ４８）、さらに、ペー
ジ捲り処理の完了まで掴み対象ページタグの表示制御工程Ａ４７を繰り返す（ステップＡ
４９）。
【０１２７】
　また、図３５（Ａ）に示すように、ページタグが押し広げられている状態で、複数ペー
ジめくりを実行すると、複数ページを掴んだ部分と現ページ（紙面のこと）を含む指で指
示したページよりも前のページまでを、ひとまとめにしたページ捲り処理となる。このと
き、図３４に示す処理例では、図３５符号７９で示す部分のタグ表示を、前ページのタグ
を表示するタグ表示領域６での表示形式にあわせて、タグの幅方向にて描画を反転させた
状態で表示する。すなわち、ページ捲り処理の実行が開始した状態で、次表示ページを現
ページとして扱い、タグ高さを再計算し、後ページ側のタグ表示領域にてタグを再表示す
る。そして、ページ捲りにて移動中の現ページから掴み対象ページの最終ページまでに付
するタブを、前ページでの表示形式にあわせて表示させ、ページ捲り処理による移動に追
従させる。
【０１２８】
　また、図３５に示す例では、図３４に示すページ掴み操作検出工程Ａ４４に続いて、当
該ページ掴み操作検出工程Ａ４４にてページ掴み操作の検出が開始された場合には、現ペ
ージに付したタグを表示している一方のタグ表示領域にてページ掴み操作によって掴まれ
た掴み対象ページのタグの色を他のタグの色と異なる色に着色する捲り前掴み対象ページ
タグ着色工程を備えている。例えば、閲覧領域５内に第３実施形態による圧力円を表示す
る場合には、圧力円だけでは掴んだページ数が慣れないと把握できないことも想定される
ため、掴んだページはタグの色が変化することで対応する。
【０１２９】
　図３６は、図３４に示した処理による情報閲覧領域でのタグ表示を強調した説明図であ
る。この図３６に示す例では、掴み対象ページタグ表示制御工程Ａ４７が、捲り処理対象
となる現ページ及び掴み操作で掴まれた掴み対象ページに付されていたタグを各タグの間
隔を密に且つ等間隔の表示形式に設定する工程を備えている。図３６符号７９Ｂに示すよ
うに、各タグの間隔を密に且つ等間隔の表示形式に設定することで、複数ページが一括し
てページ捲りされる状態を良好に表示しつつ、ページ捲り後の現ページの位置を即座に明
示することができる。
【０１３０】
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　図３７は、複数ページの一括ページ捲り完了後のタグ表示例を示す説明図である。この
図３７に示す例では、ページ捲り処理工程Ａ４９に続いて、ページ捲り処理後に新たに現
ページとなった現ページに付したタグを表示していない他方のタグ表示領域にて当該ペー
ジ捲り処理を完了した掴み対象ページのページタグの色を、他のタグの色と異なる色に着
色する捲り後掴み対象ページタグ着色工程を備えている。この捲り後掴み対象ページタグ
着色工程を備えることで、複数ページを一括してページ捲りした場合に元のページの位置
が明確となり、特に、視覚的に位置を記憶しておくことで対応できるため、掴み操作によ
るページ捲りを行った後に、元のページに戻ることが容易となる。
【０１３１】
　図３８は、タグ上に圧力円を表示する例を示す説明図であり、図３８（Ａ）は左側ペー
ジタグの場合の例を示す図で、図３８（Ｂ）は右側ページタグの場合の例を示す図で、図
３８（Ｃ）はタグの着色とタグ内圧力円とを併用する例を示す図である。この図３８に示
す例では、ページ掴み操作検出工程Ａ４４に続いて、当該ページ掴み操作検出工程Ａ４４
にてページ掴み操作の検出が開始された場合には、当該ページ掴み操作が検出されたタグ
に当該ページ掴み操作による掴み対象ページ数に応じた円７８を表示するタグ上掴み円表
示工程を備えている。タグ上の掴み円を表示することで、単純なクリックによるページ捲
りとの相違を視覚的に表示させることができる。
【０１３２】
　図３９は、タグ上の操作方向に応じて掴み対象ページを変化させる例を示す説明図であ
り、図３９（Ａ）は前ページを掴む場合の一例を示す図で、図３９（Ｂ）は後ページを掴
む場合の例を示す図である。この図３９に示す例では、指先でページタグを指示して複数
ページ捲り操作が有効になった時を「基準」として指先を上または下に動かすことで前ペ
ージまたは後ページを掴むかを決定する。上下に動かす範囲は、１つのタグ内とすること
で、タグのドラッグによる連続ページ捲りと区別することができる。そして、圧力の大き
さによって掴むページ数を決定して複数ページ捲りを実行する。
【０１３３】
　＜実施例＞
　次に、本発明の実施例を図面を参照して説明する。図４０は、本実施例のハードウエア
資源の構成を示すブロック図であり、以下の各実施例に共通する構成である。そして、以
下の実施例によるページ情報表示装置は、図４０に示すように、ポインタイベントが入力
される入力部２と、ページ情報及びタグを表示するディスプレイ１である出力部４９と、
各種情報を記憶した記憶部４と、を備えている。出力部４９には、この出力部４９を制御
するディスプレイ・ドライバである表示管理部４４と、表示部１画面分又は２画面分の画
像データを記憶する一次記憶部４６とが併設されている。また、入力部２には、入力部２
にて発生したポインタイベントに基づいて閲覧操作指令を表示管理部等に出力する閲覧操
作管理部４５と、この閲覧操作中の経過時間を計測するためのタイマ４８とが併設されて
いる。
【０１３４】
　記憶部４には、複数ページ分のページ情報である電子情報１Ａと、電子情報１Ａを情報
閲覧領域５に表示可能な情報量をページ単位とするページ情報１Ｂと、この閲覧情報１Ｂ
の構成が記載されたページテーブル４１とが格納されている。記憶部４には、電子情報１
Ａが、テキスト形式、ワープロにより作成した文書形式、画像形式、ＨＴＭＬ形式、ＸＭ
Ｌ形式、ＰＤＦ形式、スキャンした画像形式などの一般的なファイル形式で保存されてい
る。もちろん、ここで述べる電子情報１Ａは、電話回線やＬＡＮなどのネットワークで接
続された遠隔地の記憶装置に蓄積されている場合であっても適応可能である。このような
電子情報１Ａは、本実施例では、ページ変換部４２によって線形な画像ファイルに変換さ
れる。例えば、１ページ１ファイルの画像データとすると表示処理が容易となる。この場
合、ページ情報は、ビットマップ形式、TIFF形式、PICT形式、JPEG形式、GIF形式の画像
形式の情報である。ページテーブル４１とは、ページ番号等のタグ内容１８とページ情報
とが１対１に対応するインデックス情報を有する。ページ情報は画像情報であるため、閲
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覧情報を著作権保護の機構もつページ変換部４２を通すことで、電子透かしを埋め込むこ
とはページ情報表示装置の構成上は容易に実現可能である。また、ページ情報管理部４３
は、ページ変換部４２によって変換された閲覧情報１Ｂのデータ構造や順序をページテー
ブル４１を参照して管理する。新聞等を表示する実施例では、１ページ分のページ情報内
にさらに複数の記事情報を定義するようにしてもよい。
【０１３５】
　本実施例によるページ情報表示装置は、表示用に高速な一次記憶部４６と、表示用の先
読みキャッシュとして機能する二次記憶部４７と、現在表示中のページや閲覧操作に応じ
て所定のページ情報を記憶部４から読み出して二次記憶部４７に格納しておくページ情報
管理部４３とを備えている。これにより、閲覧操作に対する応答性を向上させる。
【０１３６】
　従来は紙に印刷される情報などを電子化して直感的な操作で閲覧するために、本実施例
では、入力部２はタッチパネルのように指先で本のページを捲る感覚をできるだけ忠実に
模擬する入力操作が可能なデバイスを用いる。そして、ディスプレイ１には高精細表示が
可能なデバイスを用いることで、入力部２の入力領域がディスプレイ１のタグ表示領域６
，７を覆い、これにより、入力領域とタグ表示領域６，７とを一体とすることが好ましい
。もちろん、図６５に示すようなコンピュータの構成においても、電子情報の閲覧は十分
に可能であり、必ずしもタッチパネルや高精細表示が可能な出力装置を利用しなければな
らないことを意味するものではない。
【０１３７】
　図４１は、本実施例による動作の概要を示すフローチャートである。まず、キャッシュ
可能な容量を知るために、ページ情報管理部４３は、二次記憶部４７の容量を確認する（
ステップＳ２１）。続いて、ページ情報管理部４３は、電子情報１Ａとページテーブル４
１の有無を確認する（ステップＳ２１）。ページ情報管理部４３は、電子情報１Ａが記憶
部４に存在しており、かつ、ページテーブル４１が記憶部４に存在しない場合には、ペー
ジ変換部へ電子情報１Ａをページ情報１Ｂへ変換させる。この場合、ページ変換部４２は
、まず、電子情報１Ａのファイル形式を調べ（ステップＳ２２）、情報閲覧領域５に表示
することが可能な情報量をページ単位とするページ情報を自動的に作成する（ステップＳ
２４）。この変換処理の詳細は関連技術として後述する。そして、ページ情報管理部４３
は、ページ情報のページ番号等のタグ内容１８を、ページ情報が作成された順序に従って
決定し、電子情報１Ａがページ情報としてページテーブル４１に登録する（ステップＳ２
５）。
【０１３８】
　このステップＳ２４により、ファイル形式が異なる複数の電子情報１Ａは、線形的な情
報構造をもつ一冊の本として閲覧が可能になる。ページテーブル４１は、本実施例で閲覧
可能な線形的な情報構造を逸脱しない範囲であれば、書き換えて変更を加えることが可能
である。
【０１３９】
　本実施例では、ディスプレイ１に表示すべき閲覧情報を、情報の読み書きが最も高速な
一次記憶部４６に記憶する。また、記憶部４よりも情報の読み書きが高速な二次記憶部４
７には、ユーザが次に閲覧することが予想される閲覧情報らを予め記憶する。このため、
閲覧操作されて表示すべきページが定まると、ページテーブル４１を参照して（ステップ
Ｓ２６）、表示するページを一次記憶部４６へ（ステップＳ２７）、その前後のページを
二次記憶部４７へ格納する（ステップＳ２８）。これは、表示管理部４４が要求するペー
ジ情報が二次記憶装置４７にある場合には、二次記憶装置４７から一次記憶装置４６に移
し替えることで高速な表示を可能にするためである。もし、表示管理部４４が要求するペ
ージ情報が二次記憶装置４７に無い場合は、記憶部４４にある閲覧情報から取り出して一
次記憶装置４６に記憶する。
【０１４０】
　そして、図４２に示すように、ページに付加するタグ８，９，１０をタグ表示領域に描
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画する（ステップＳ３１）。そして、一次記憶部４６に格納したページ情報を情報閲覧領
域５へ表示する。続いて、タッチパネル等の入力部３への入力を待機する（ステップＳ３
３）。
【０１４１】
　入力部３へページ捲り操作等の閲覧操作が加えられると、閲覧操作管理部４５は操作の
内容を判断して閲覧の種類を表示画管理部４４へ伝える（ステップＳ３４）。閲覧の種類
は、例えば、一ページずつページを捲って閲覧する方法、閲覧しているページから別のペ
ージへ即座に切り替えて閲覧する方法、任意のページ範囲をぱらぱらとページを捲って閲
覧する方法や、電子情報に含まれる所望の記事だけを閲覧領域の全体へ詳細に表示して閲
覧する方法である。
【０１４２】
　そして、閲覧の種類が表示管理部４４へ伝わると、閲覧の種類から情報閲覧領域５に表
示すべきページ情報を決定する。例えば、ページ情報管理部４３に表示する閲覧情報を一
次記憶装置４６へ記憶するように要求するとき、一次記憶装置４６に記憶した閲覧情報が
二次記憶装置４７から得られたのであれば、二次記憶装置４７には新たにユーザが次に閲
覧することが予想される他のページ情報を記憶部４から取り出して記憶する（ステップＳ
３５）。
【０１４３】
　この二次記憶部４７への格納は、現在表示中のページよりも後のページをより多く格納
しておくと、一般的に閲覧はページ番号が増加する方向へ行われるため、よりヒット率が
高くなる。また、後述するタグの押し広げ処理等のポインタイベントがあったときには、
押し広げの中心となるページを先読みして二次記憶部４７へ格納するようにしてもよい。
【実施例１】
【０１４４】
　上述した例では、１ページ分の大きさを持つページ情報がデータの最小単位であった。
これに対し、新聞の一面全体を表示する場合や、雑誌記事を表示する場合などは、各記事
を拡大して表示するようにしても良い。これは、書籍のような情報であって、その書籍中
の図版について拡大可能としても良い。このような拡大は、ページ情報自体を予め高解像
度で作成しておき、イメージデータであるページ情報を拡大する手法や、また、テキスト
や線図のベクトルデータにてページ情報を作成しておき、これらを拡大表示するようにし
ても良い。記事等の拡大表示を行う場合には、現ページタグの長さを通常の数倍に設定す
るとよい。すると、タグの形状によって、例えば、電子情報に含まれる任意の記事を拡大
している場合を、直観的に把握することが可能である。
【０１４５】
　記事情報を有する場合には、ページ情報に、ページ情報に含まれる記事情報と、ページ
情報上での記事情報の座標範囲を明記するとよい。もし、ユーザが操作部（入力部）２を
用いてページ情報上を指先で指示した場合には、指先が指示した座標値が座標範囲に含ま
れれば、座標範囲に対応する記事情報がディスプレイ１に表示される。また、この記事情
報の座標範囲は、ページ情報の長さに対する比率で定義すると、デバイスに依存しないデ
ータとなる。
【０１４６】
　図４３は、実施例１による記事情報の拡大表示を行う処理例を示すフローチャートであ
る。図４３に示すように、本実施例でのページ情報表示方法は、記憶部４から読み出した
現在表示対象となる現ページに当該現ページを構成する複数の記事情報が定義されている
場合に操作部上で記事情報拡大操作を検出したときに当該記事情報拡大操作が行われた位
置情報を有する記事情報拡大操作検出信号を出力する記事情報拡大操作検出工程Ａ５１と
、この記事情報拡大操作検出工程Ａ５１にて記事情報拡大操作検出信号が出力された場合
には位置情報で示される位置の記事情報を拡大して表示部に表示させる記事情報拡大表示
工程Ａ５２とを備えている。記事情報の拡大表示を可能とすることで、例えば新聞情報を
電子情報とした場合に、より読みやすい状態での閲覧を可能とする。記事情報拡大操作検
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出工程Ａ５１は、例えば、操作部１Ｃ上をクリックされたときに当該クリック位置を位置
情報とする記事情報拡大操作検出信号を出力する工程を備える。すなわち、読みたい記事
情報の上をクリックすることで、その記事情報が拡大される。
【０１４７】
　図４３に示す例では、記事情報拡大表示工程Ａ５２に続いて、当該記事情報の拡大表示
中は通常のページ捲り操作を禁止する記事表示中ページ捲り禁止制御工程Ａ５３を備えて
いる。記事情報の拡大中にページ捲り操作を可能とすると、ページ情報が１ページずつ増
加するという本実施形態での線形構造が崩れてしまい、ユーザが混乱するおそれがある。
すなわち、記事情報を表示している状態で、頁を捲って閲覧を進めることができてしまう
と、その時点で情報構造が分岐するため、ページ情報が線形的な情報構造を持たなくなり
、ユーザは容易にその情報構造を思い描くことが困難になってしまう。このため、好まし
い実施例では、記事表示中のページ捲り処理を禁止する。従って、記事表示中に行われる
全ての操作は、その記事情報を有するページ情報の表示へ戻す操作と解釈する。
【０１４８】
　図４４は、複数記事のドラッグによる連続拡大操作を行う例を示す説明図である。この
複数記事の連続拡大操作を行う例では、記事情報拡大操作検出工程Ａ５１が、操作部上を
ドラッグされた場合に当該ドラッグの軌跡に記事情報が２以上含まれる場合には記事情報
連続拡大操作検出信号を出力する記事情報連続拡大操作検出工程を備える。そして、記事
情報拡大表示工程Ａ５２が、記事情報連続拡大操作検出信号が出力された場合にドラッグ
された順序で予め定められた時間毎に当該記事情報を個別に時系列にて連続させて拡大表
示させる連続拡大表示工程を備えると良い。連続拡大表示工程は、例えば、ドラッグの速
度に応じた時間間隔で２以上の記事情報を時系列にて連続させて拡大表示させる工程を備
えるようにしても良い。
【０１４９】
　図４４に示すように、記事情報８２Ａ，８２Ｂ，８２Ｃ，８２Ｄを有するページ情報（
第４ページ）を現ページとして表示しているとする。このとき、符号８２Ｆで示す矢印に
沿ってドラッグされた場合には、記事情報連続拡大操作と判定する。この場合、連続拡大
表示工程は、まず符号８２Ａで示す記事情報を表示し、予め定められた閲覧時間経過後、
または、記事情報縮小指示（例えば、拡大した記事情報表示中のタッチパネルへのクリッ
ク）があった時に、次の記事情報８２Ｂを表示し、続いて、８２Ｃを表示する。この記事
連続拡大操作を可能とすることで、操作を行った後、ゆっくりと記事情報を続けて閲覧す
ることが可能となり、インタフェースを複雑にしないまま、操作性を向上させることがで
きる。
【０１５０】
　図４５は、ワイヤーフレーム表示を伴う記事拡大表示の一例を示す説明図である。この
図４５に示す例では、記事情報拡大表示工程Ａ５２が、当該拡大する記事情報の外周を開
始領域とするワイヤフレームを表示部の外周に至るまで大きさを変化させて多段階に表示
させる拡大時ワイヤフレーム表示工程を備える。ワイヤフレーム表示を行うとき、図４５
に示す例では、まず、記事情報を囲む大きさのワイヤフレームを表示する。続いて、この
ワイヤフレームの外周と、情報閲覧領域５の外周とで縦横比率を同一としたまま複数のワ
イヤフレームを生成する。そして、記事情報を囲むワイヤフレームから情報閲覧領域５の
外周まで順次ワイヤフレームを表示する。このワイヤフレームを表示することで、記事情
報の拡大を行うことを明確にすると共に、どの位置にあった記事情報を拡大したのかを視
覚的にユーザに表示することができる。
【０１５１】
　また、記事情報拡大表示工程Ａ５２に続いて、記事情報の拡大を完了させる拡大完了操
作がなされたときに当該表示部の外周を開始領域とするワイヤフレームを現ページ上の記
事情報の外周位置に至るまで大きさを変化させて多段階に表示させる縮小時ワイヤフレー
ム表示工程を備えるようにしても良い。すると、現に拡大していた記事情報がページ情報
中どの位置にあったのかを良好に表示することができる。
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【０１５２】
　記事情報の拡大をより明確に行うには、記事情報を一旦浮き上がらせた後、拡大を行う
ようにしても良い。また、ワイヤフレーム表示ではなく、記事情報自体を物理的に拡大し
つつ描画するようにしても良い。図４６は、記事情報を浮き上がらせた後に拡大する処理
の一例を示す説明図である。この図４６に示す例では、記事情報拡大表示工程が、現ペー
ジ中選択された記事を表示上浮き上がらせる工程を備えている。
【０１５３】
　図４６（Ａ）は浮き上がらせるために記事に陰を付した状態を示す図で、図４６（Ｂ）
は選択された記事を拡大中の状態を示す図で、図４６（Ｃ）は拡大処理完了後の状態を示
す図である。ここでは、記事情報８４に陰影８５を付することで、浮き上がり処理を実現
している。また、浮かせる記事データを縮小したものをページ情報に重ねて表示するよう
にしても良い。紙面データから拡大する記事データ部分の画像を切り取って表示すること
で、記事の拡大が終了したときに浮かせた部分と記事データと入れ替えるようにしても良
い。
【０１５４】
　図４７は、記事情報拡大時のタグ表示の一例を示す説明図である。図４７に示す例では
、記事情報拡大表示工程Ａ５２が、現ページがタグを有している場合には当該タグを拡大
すると共に当該拡大したタグを当該拡大した記事情報に付する拡大タグ付加工程を備えて
いる。図４７に示す例では、紙面の全体にページ情報を表示しているのか、記事情報を詳
細に表示しているのかを明示するために、タグの外観が変化させている。これにより、閲
覧操作による閲覧状態の遷移をユーザに明示することができる。例えば、記事情報を拡大
表示するとき、その記事情報を含んだページ情報に付随するタグ８Ａを拡大する。このよ
うに、タグも記事情報と共に拡大して表示することで、記事情報の拡大閲覧中であること
を明示する。
【０１５５】
　図４８は、ページ情報と記事情報を対応付ける記事情報テーブルの一例を示す図表であ
る。記事情報の格納の手法として、高解像度のページ情報を有し、その記事情報の座標範
囲を参照してページ情報の一部を拡大するようにしても良い。この場合、図４８に示すよ
うに、各ページ情報に記事情報の有無及び名称等を定義し、各記事情報毎に座標範囲を定
める。この記事情報テーブルを記憶部４に格納することで、記事情報の拡大を行う。
【実施例２】
【０１５６】
　実施例２では、ポインタイベントに応じてページ情報の捲り操作等を行う処理例を説明
する。この実施例では、イベント駆動型のページ捲り処理となる。そして、タグに対する
操作と、ページ情報（情報閲覧領域）に対する操作とにより種々のページ捲り処理を実現
する。
【０１５７】
　＜タグによるページ捲り動作＞
　図１６又は図２０に示すようなタグの表示は、電子情報の総ページ数や総ページ数に対
する現ページの位置などを直感的にユーザに伝達できる点で優れたインタフェースである
のみならず、線形に定義された複数のページ情報のうちユーザが見たいページを表示する
ための道具としても有用である。ここでは、書籍のページを捲る操作をメタファーとして
、人工的な存在ともいえるタグを利用しつつも、コンピュータの利用経験の有無にかかわ
らず操作を直感的に理解し得るインタフェースが開示される。
【０１５８】
　本実施例では、ポインタ駆動型のインタフェースを採用する。ポインタは、タッチパネ
ル式のディスプレイ４９を用いるのであれば、指先やペンタイプのポインタであり、コン
ピュータ１００に接続されたＣＲＴ等を用いるのであれば、マウス１０５やキーボード１
０４の矢印キーにより操作され画面に表示される矢印等がポインタとなる。より直感的な
理解を促すためには、タッチパネル式が望ましい。
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【０１５９】
　書籍でのページの捲り方は、一般的に、１枚ずつ読みながら捲っていく手法と、なんら
かのキーワードなどを探索しつつぱらぱらと比較的速く捲っていく手法と、ページ番号を
参照しながら所定のページを開く手法と、多少力を入れて複数枚を一度に捲る手法とがあ
る。また、比較的速く捲る場合、ページの全体を表示することなく、ページの端部を押さ
えつつ紙の弾性を用いて捲る手法もある。これらの操作を隠喩するために、タグに対する
種々のポインタイベントを用いる。
【０１６０】
　閲覧しているページから別のページへ即座に切り替えて閲覧する方法を実現する手段の
一例としては、タグのクリックであるが適している。書籍のページを捲るときに用紙の端
部を擦るようにして捲る場合があるが、これと同様の操作をタグのクリックにより行う。
閲覧したいページのタグ８，９，１０に直接に触れることで、指示されたタグ８，９，１
０のページ番号等のタグ内容１８に対応するページ情報を、ページが捲れる様子を視覚的
に表示しながら、情報閲覧領域５に所望のページ情報を表示する。また、タグ内でポイン
タダウンがあり、かつ、同一のタグ内でポインタアップがあった場合に、当該タグが付さ
れたページを捲るようにしても良い。
【０１６１】
　任意のページ範囲をぱらぱらとページを捲って閲覧する方法を実現する手段の一例は、
ぱらぱらとページを捲って読みたいページ情報に付随する複数のタグを、指先でなぞりな
がら連続して触れて指先を離すことで、触れたタグの順序に従って各閲覧情報を、一定の
表示間隔で連続して情報閲覧領域５に表示する。このとき、複数のタグを触れ終わるまで
の時間をタイマ４８によって計測して、その計測時間に比例した表示速度でページ情報を
次々と表示することが可能である。実際に、書籍の用紙をぱらぱらと捲る場合には、用紙
の端部を押さえてぱらぱらと捲りたい部分を次々と放すことが行われる。これと同様にタ
グを次々と押さえることで、連続的なページ捲りを行う。
【０１６２】
　図４９及び図５０を参照してポインタイベント駆動型のインタフェースを詳細に説明す
る。図４９は本発明の第２の実施例の処理例を示すフローチャートである。まず、現ペー
ジが表示中であるとする（ステップＳ９１）。そして、各タグも通常表示又はセマンテッ
ク表示にて表示されている（ステップＳ９２，タグ表示工程）。その後、ポインタイベン
トを待機し（ステップＳ９３）、イベントが生じた場合にはイベントの種類に応じてペー
ジ捲り処理を行う（ステップＳ９４，イベント駆動型表示制御工程）。
【０１６３】
　ポインタイベントとページ捲り処理の関係を図５０に示す。まず、あるタグがドラッグ
された場合には、当該ドラッグされたページを図２６に示すように除々に移動させ、その
タグの次のページを表示する（ページ捲り工程）。このとき、当該移動させるページにタ
グを付したままタグと共に移動させる用にしても良い。また、あるタグがクリックされた
場合には、クリックされたタグが示すページを表示する。また、同一タグ内でポインタダ
ウン位置とポインタアップ位置に差があり、その差がページ捲り方向に所定のしきい値以
上である場合には、当該タグの次のページを表示するようにしても良い。
【０１６４】
　複数のタグ間がドラッグされた場合、すなわち、あるタグでポインタダウンが生じ、続
いてポインタアップが無いままタグ表示方向へポインタが移動し、その後別のタグでポイ
ンタアップされた場合には、当該ドラッグされたタグが示すページをドラッグされた順序
で次々に表示する。あるタグまたはタグの近傍の情報閲覧領域にて、ポインタダウンの時
間又は圧力が予め定められたしきい値を越えた場合には、その時間又は圧力に応じた枚数
を掴んだものとして、複数枚を一度に移動させるようにしても良い。このとき、時間や圧
力の変化に応じて掴みつつあるタグを動的にポインタ近傍へ移動させるようにしても良い
。
【０１６５】
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　このようなページ捲り処理を行うページ情報表示装置では、閲覧操作管理部４５が、イ
ベント駆動型表示制御部を備えるようにすると良い。また、図５０に示す各処理はプログ
ラムを実行するＣＰＵにより実現することもできる。この場合、各ポインタイベントに対
するメソッドとして各処理を定義したプログラムを用いると良い。
【０１６６】
　＜情報閲覧領域でのイベント＞
　図５０を再度参照すると、ポインタダウンの時間又は圧力が一定以上の場合に、複数ペ
ージを掴む処理は、タグ上及びページ情報上共に共通する。ページ捲り方向でのドラッグ
によってページ捲りを行う処理は、ページ情報に対するポインタイベントである。また、
記事情報のクリックや、複数の記事のドラッグについても、ページ情報に対する操作とな
る。
【０１６７】
　ページ捲りを行うためのドラッグと、記事の連続拡大を行うためのドラッグとは、ドラ
ッグの軌跡により判定することができる。図５１は、ドラッグの軌跡でページ捲りと記事
情報連続表示の一方を選択する処理の一例を示す説明図である。この図５１に示す例では
、イベント駆動形表示制御部が、ポインタのダウンからアップまでのポインタの軌跡に基
づいて現に表示しているページに対してページ番号の小さいページ又は大きいページを選
択する軌跡方向別ページ選択機能を備えている。また、イベント駆動形表示制御部は、軌
跡の経路に基づいて当該経路と重なる記事情報を連続的に拡大表示する記事連続表示機能
を備えるようにしても良い。
【０１６８】
　図５１（Ａ）は直線での軌跡を示す図で、図５１（Ｂ）は曲線を有する軌跡を示す図で
ある。図５１（Ａ）に示すように、所定領域Ｒを超えた直線状の軌跡８６である場合には
、ページ捲り処理と判定できる。一方、図５１（Ｂ）に示す用に、曲線を有する軌跡８７
の場合には、記事情報の選択と判定することができる。
【０１６９】
　このように本実施例によると、タグを指定し、又はページ情報上を操作することにより
、閲覧しているページから任意のページにある電子情報又へ、すばやく表示を切り替えて
閲覧することが可能であるため、ユーザは、ページ情報の切替を容易な操作で行うことが
できる。
【実施例３】
【０１７０】
　実施例３では、ページ情報の先読みを行う場合の処理例を開示する。一般的に、ページ
情報は１ページずつ順次読み込まれる可能性が高いため、現ページに続く複数ページを予
め先読みしてＶＲＡＭ（一次記憶部）４６又はキャッシュメモリ（二次記憶部）２７に格
納しておくことが考えられる。しかし、上述した実施形態等では複数ページ捲りを行うた
め、この場合の対策を以下開示する。
【０１７１】
　図５２は本実施例の動作例を示すフローチャートである。図５２に示す例では、まず、
現ページＡを表示中とする（ステップＡ５６）。そして、ページ捲り操作を識別すると（
ステップＡ５７）、複数ページ捲りが有効か否かを確認する（ステップＡ５８）。複数ペ
ージ捲り出ある場合には、圧力を計測し（ステップＡ５９）、圧力に対応するページ数を
算出する（ステップＡ６０）。そして、現ページＡと掴んだページ数Ｎとから、今の時点
で捲り操作を行った場合で次に表示すべきページＣを決定する（ステップＡ６１）。
【０１７２】
　そして、ＶＲＡＭにページＣを確保する容量があるか否かを確認する（ステップＡ６２
）。ＶＲＡＭに容量が無い場合には、ＶＲＡＭに格納されている時間が最も長いページＢ
を破棄する（ステップＡ６３）。このとき、破棄したページＢの番号Ｂｎは記憶しておく
。一方、ＶＲＡＭにページＣを記憶する容量があれば、ページＣをＶＲＡＭに保存する（
ステップＡ６４）。
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【０１７３】
　実際にページ捲り操作が行われた場合には、ページＣを現ページとし（ステップＡ６７
）、次の処理を行う（ステップＡ６８）。一方、ページ捲り操作が無い場合には、複数ペ
ージ捲りがキャンセルされたため、ページＣをＶＲＡＭから削除し、そしてページＢを再
度ＶＲＡＭへ格納する（ステップＡ６５）。
【０１７４】
　図５３は、複数ページを一括してページめくりする状態の一例を示す説明図である。図
５３に示すように、本実施例によるページ情報表示装置では、表示コントローラ３が、電
子情報メモリ４に格納された電子情報の内タッチパネルに表示されると判定されるページ
情報を一時的に記憶するキャッシュメモリ（二次記憶部）４７と、タッチパネルに現に表
示している現ページのページ番号に続くページ番号のページ情報をキャッシュメモリに予
め格納する連続ページ先読み制御部３Ｂと、タッチパネル１での操作に応じて１頁又は複
数ページを選択してページ捲り処理を行うページ捲り処理制御部６２とを備えている。そ
して、連続ページ先読み制御部３Ｂが、ページ捲り処理制御部６２によって複数ページの
ページ捲り操作が検出された場合には当該複数ページ内のページデータをキャッシュメモ
リ４７から削除する複数ページ捲り時削除機能３Ｄを備えている。
【０１７５】
　連続ページ先読み制御部３Ｂは、現ページに続く複数のページを予め記憶部４から読み
出して二次記憶部４７に格納しておく。一方、複数ページ捲り時削除機能３Ｄは、ページ
捲り処理制御部６２によって複数ページのページ捲り操作が検出された場合には当該複数
ページ内のページデータをキャッシュメモリ４７から削除する。複数ページ捲りによって
読み飛ばされたデータをキャッシュメモリ４７から削除することで、キャッシュメモリの
容量を有効利用することができる。
【０１７６】
　また、記事情報を扱う実施例では、表示コントローラ３が、現ページに記事情報が含ま
れる場合には当該現ページ内の記事情報をキャッシュメモリに格納する記事情報先読み制
御部を備えるようにしても良い。図５４は、高解像度のページ情報を記憶しておく例を示
す説明図である。図５４に示す例では、１つのページデータからそれぞれ個別の記事デー
タを生成する。この例では、記事情報先読み制御部は、現ページ表示中に記事情報を予め
生成しておき、キャッシュメモリ又はＶＲＡＭに格納する。図５５は、ページ情報と記事
情報とを個別に記憶しておく例を示す説明図である。この場合、記事情報先読み制御部は
、個別の記事情報を予め記憶部４から読み出しておき、ＶＲＡＭ４６等に格納する。
【実施例４】
【０１７７】
　次に、記憶部４に蓄積した電子情報１Ａから、ページ情報表示装置で閲覧可能なページ
情報を生成する方法について具体的に説明する。上述したページ情報表示装置は、テキス
ト形式、画像形式、ＨＴＭＬ形式、ＸＭＬ形式、ＰＤＦ形式などの電子情報として流通す
る一般的なファイル形式を閲覧するものである。そのため、閲覧情報の線形的な情報構造
を規定する場合には、各ファイル形式が本のようにページ単位の情報として考慮した情報
構造を持つことが望ましい。ただし、各ファイル形式が持つ特有の情報構造に関しては、
その特有の構造がページ情報表示装置で理解できることが前提である。その理由は、ペー
ジ情報表示装置は、各ファイル形式に特有の構造を解析することが主の目的ではなく、ま
た従来技術としてすでにファイル形式から情報構造を容易に解析することが可能であると
考えるのが一般的だからである。
【０１７８】
　電子情報として流通する一般的なファイル形式は、情報構造の差異によって四つに分類
する。一つめの分類は、テキスト形式に代表される情報構造である。その特徴は、文章の
一行の長さ、フォントのサイズや種類が規定されておらず、ページという単位を持たない
巻き物のように行数を規定しない点である。そのため、ページ情報表示装置でページ単位
で閲覧するには、フォントのサイズや種類を最初に定義しておき、1ページに収まる情報
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量を決定することで、ページの画面イメージが確定できるので、それらの画面イメージを
閲覧情報として記憶装置に保存することで、ページ情報表示装置で閲覧することが可能に
なる。
【０１７９】
　二つめの分類は、ビットマップ形式、ＴＩＦＦ形式、ＰＩＣＴ形式、ＪＰＥＧ形式、Ｇ
ＩＦ形式など画像形式の情報である。ページ情報表示装置では、の画像形式の情報の全体
が閲覧領域に収まるように画像サイズを変換した閲覧情報を作成する。次にの画像形式の
情報を閲覧領域の大きさで分割した、記事情報を作成する。そして、閲覧情報と記事情報
をページテーブルに登録することで、ページ情報表示装置で閲覧することが可能になる。
【０１８０】
　三つめの分類は、ＨＴＭＬ形式やＸＭＬ形式に代表される情報構造である。ページ情報
表示装置において、これらのファイル形式を閲覧するには、ハイパーリンク構造と、フレ
ーム（表示画面分割したそれぞれの領域に電子情報を表示する手段）とに対応したページ
テーブルの作成が必要である。まず、ページ情報表示装置におけるハイパーリンク構造の
変換方法について述べる。ハイパーリンク構造は、インターネット上のファイルをリンク
先に設定することが可能であるため、あらゆるＨＴＭＬ形式やＸＭＬ形式の情報に対して
、リンク先を自動的に辿って線形的な情報構造を定義するのは、無尽蔵にページを増やす
ことになりかねないので無意味である。そのため、ページ情報表示装置では、ＨＴＭＬ形
式やＸＭＬ形式の情報を線形的な情報構造に変換するために、電子情報の同一ドメイン内
に存在する電子情報のみを対象とした閲覧情報の作成をおこない、リンク先が同一ドメイ
ン外を指定する電子情報の場合は、それらの電子情報は線形型の情報構造の作成過程で無
視することにする。
【０１８１】
　四つめの分類は、ＰＤＦ形式（Adobe社：AcrobatReaderなどのソフトで閲覧可能なファ
イル）による情報構造である。ＰＤＦ形式の電子情報は、ページ単位の電子情報であるた
め、ページ情報表示装置では、ＰＤＦ形式の電子情報に規定されるページ順序をそのまま
利用する。閲覧情報は、ＰＤＦ形式の電子情報における各ページの画像情報を閲覧領域に
表示可能なサイズに変換して作成する。ＰＤＦ形式の電子情報がリンク構造を持つ場合、
それらのリンクはすべて無視することで線形的な情報構造を確保することで、ＰＤＦ形式
の情報構造を閲覧することが可能になる。
【０１８２】
　一般的には、これら種々の形式のデータを一度画像データへ変換することが望ましい。
閲覧情報を画像情報として取り扱うことは、第三者がコンテンツを容易に変更できないこ
とに加えて、閲覧情報に電子透かしを埋め込むことが従来技術で容易に実現することが可
能である。また、閲覧情報をテクスチャ情報として仮想的なオブジェクトの表面に張りつ
けることは容易に可能である。
【０１８３】
　図５６は、本発明の第４実施例によるＭＬデータの変換を行うページ情報処理装置の構
成例を示すブロック図である。図５６に示す例では、ページ情報表示装置は、マークアッ
プランゲージで記述されたＭＬデータを通信回線を介してサーバーから受信する受信手段
９３と、この受信手段９３で受信したＭＬデータを予め定められた大きさのページを単位
とするイメージデータに変換するＭＬデータ変換手段９４と、このＭＬデータ変換手段９
４によって変換されたイメージデータであるページ情報を記憶する電子情報メモリ４と、
この電子情報メモリ４に格納されたページ情報を表示すると共に当該ページ情報の閲覧に
関する操作が入力されるタッチパネル１と、このタッチパネル１に入力される操作内容に
基づいて電子情報メモリに格納されたページ情報の表示を制御する表示コントローラ３と
を備えている。
【０１８４】
　そして、ＭＬデータ変換手段９４が、ＭＬデータのリンク構造を一次元のブック構造へ
変換すると共に当該変換後のページ情報にページ番号を連番で付与するページ番号付与部
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９５を備えている。さらに、表示コントローラ３が、タッチパネル上でのポインタのダウ
ンからアップまでの軌跡に応じてタッチパネルに次に表示するページを現に表示している
ページ番号よりもページ番号が小さいページ又は大きいページのページ情報を選択するイ
ベント駆動型表示制御部９７を備えている。
【０１８５】
　すなわち、図５６に示す例では、第３のデータ形式であるリンク構造を有するマークア
ップランゲージによるページデータを、本実施例で扱える線形構造に変換する。図５７は
、ＭＬページのリンク構造の一例を示す説明図であり、図５７（Ａ）はリンク構造の一例
を示す図で、図５７（Ｂ）はブック構造に変化させた場合の例を示す図である。ルートと
なるホームページＮ１から３階層Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３にそれぞれページＮ２乃至Ｎ７が定義
されている場合、このままでは本実施形態でのページ情報として扱うことができない。
【０１８６】
　本実施例では、特定のＭＬデータがＵＲＬ等で指定された場合に、そのドメイン内のＭ
Ｌデータをダウンロードし、その後、ブック構造に変換する。単一のドメイン内とするこ
とで、ハイパーリンクによる無尽蔵のページのダウンロードを防止する。ページ番号付与
部９５は、ＭＬデータのリンク構造を一次元のブック構造へ変換すると共に当該変換後の
ページ情報にページ番号を連番で付与する。そして、ＭＬデータ変換手段９４は、図５７
に示す構造のＭＬデータを予め定められた大きさのページを単位とするイメージデータに
変換する。
【０１８７】
　このページ番号付与部９５により、ＭＬデータが線形構造を有するブック構造に変換さ
れる。そして、各ページについてページ番号が付されるため、１ページずつのページ捲り
操作や、タグの付与や、複数ページの掴み処理などが可能となる。
【０１８８】
　図５７に示す例では、図５７（Ａ）に示すリンク構造２００を図５７（Ｂ）に示す構造
へと変換する。具体的には、ＭＬページＮ１の下にリンクしているＭＬページＮ２，Ｎ３
，Ｎ４を、リンクする順序に従って整列させる。同様に、ＭＬページＮ２、Ｎ３の下にリ
ンクするＭＬページＮ５，Ｎ６，Ｎ７は、それぞれがリンクするＭＬ情報Ｎ２，Ｎ３の下
に、リンクする順序に従って整列させる。この走査を繰り返すことで、図５７（Ｂ）に示
す構造を生成する。
【０１８９】
　また、ＭＬデータ変換手段は、例えば、ＭＬデータのリンク構造２００のうち単一の木
構造を特定すると共に当該木を予め定められたなぞり順序で探索することで一次元のブッ
ク構造に変換する木構造変換部９６を備えるようにしても良い。この木構造変換部９６は
、図５７に示す例では、ＭＬデータのリンク構造を深さ優先探索する。また、幅優先探索
を行うようにしても良い。深さ優先探索を行う場合には、木のルートに近い側から出力す
る前順走査（preoder）とすると良い。
【０１９０】
　図５８は、ＭＬページのリンク構造の他の例を示す説明図である。この例では、一つの
ＭＬページＮ７が、上位の階層Ｃ２に存在する二つ以上のＭＬページとリンクＬ３７，Ｌ
４７を有する場合には、階層Ｃ２のページ番号が小さいＭＬ情報Ｎ３へのリンクＬ３７を
有効として、ページ情報Ｎ４へのリンクＬ４７を無視する。また、図５９に示すように、
同一階層Ｃ２，Ｃ３にリンクＬ２３，Ｌ６７が存在する場合には、それらのリンクは全て
無視する。また、フレームを規定したＨＴＭＬ形式のファイルをページ情報とする場合、
他のページの見出しとなっているフレームを上位階層として上述した処理を行うと良い。
【０１９１】
　また、このＭＬページの変換を行いつつページ情報の閲覧を行う場合には、表示コント
ローラ３が、タッチパネル１の両端部にページ情報のページ番号を示すタグを付するタグ
付与部９８を備え、このタグ付与部が、ページ番号付与部によってページ番号が付された
ページについてタッチパネルにタグを表示する変換済みページタグ表示機能を備えるよう
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にしてもよい。すると、変換が終了して閲覧が可能なページ情報の位置及び量が明確とな
る。
【０１９２】
　上述したように本実施例によると、インターネットを介して提供される情報を、簡単な
操作で閲覧することができる。
【実施例５】
【０１９３】
　図６０は、第５実施例によるストリーミング時にタグ表示を制御するページ情報表示装
置の構成例を示すブロック図である。図６０に示すように、本実施例によるページ情報表
示装置は、ネットワーク９１を介してページ情報をサーバー９０から受信する受信手段９
３と、この受信手段９３にて受信しているページ情報を記憶する電子情報メモリ４と、こ
の電子情報メモリ４に格納されるページ情報を表示すると共に当該ページ情報の閲覧に関
する操作が入力されるタッチパネル１と、このタッチパネル１に入力される操作内容に基
づいて電子情報メモリに格納されたページ情報の表示を制御する表示コントローラ３とを
備えている。
【０１９４】
　そして、表示コントローラ３が、電子情報メモリに格納されたページ情報の内容を表示
するタグをタッチパネルに表示するタグ付与部９８と、受信手段によるページ情報の受信
の進展に応じてタグ付与部を動作させるストリーミング時動的タグ付与制御部９９Ａとを
備えている。タグ付与制御部９９Ａが、ダウンロードしたページ情報についてタグを付す
るため、ユーザは、どのページまでダウンロードしたのかを現ページを閲覧しつつ把握す
ることができる。
【０１９５】
　また、表示コントローラ３は、受信手段９３によるページ情報の受信の進展に応じて受
信が完了したタグの色を受信が完了していないタグの色と異なる色に着色するストリーミ
ング時動的タグ着色制御部９９Ｂや、受信手段９３によるページ情報の受信の進展に応じ
て１ページ分のページ情報のうち既に受信した情報量に応じた長さのタグをタグ付与部に
生成させるストリーミング時動的タグ長さ制御部９９Ｃとを備えるようにしても良い。
【０１９６】
　図６１は、図６０に示す構成にてダウンロード済みのデータ量に応じたタグを表示制御
する例を示す図であり、図６１（Ａ）はダウンロードが完了したページのタグを表示する
例を示す図で、図６１（Ｂ）はダウンロード中のページのタグはダウンロードした容量に
応じたタグ長さに設定する例を示す図である。本実施例では、ストリーミング技術を利用
する場合に、表示ページがローカルに保存されていない部分は、タグが表示されないとい
う具合に操作を制御する。タグを表示しないことで、そのページが閲覧できないことをユ
ーザに表示する。
【０１９７】
　図６１（Ａ）に示す例では、第６頁までがダウンロード完了している場合を示す。図６
１（Ｂ）に示す例では、ページデータのダウンロードが完了してない場合には、タグの長
さを短くする。また、拡大操作ができないことを示すためにダウンロード中のデータをイ
ンターレース表示するようにしても良い。
【０１９８】
　図６２は、図６０に示す構成にて全ページ中ダウンロード済みのデータ量に応じたタグ
の表示制御を行う例を示す図で、図６２（Ａ）はページのタグのみを正常表示する例を示
す図で、図６２（Ｂ）は１ページについてもダウンロードが完了した量に応じたタグ長さ
分正常表示する例を示す図である。ダウンロードすべき対象（コンテンツ）のページ総数
が最初に本システム側で確認できる場合、図６２（Ａ）に示すように、ページ総数に見合
うページタグを描画して、ダウンロード済みのページのページタグを番号つきで表示する
。例えば、ダウンロードが完了してないページデータに関しては、ダウンロード済みのペ
ージタグとは一見して異なるようにページ番号を表示しない、もしくはページタグの色を
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違う色にするなどにより明示する。
【０１９９】
　図６２（Ｂ）に示す例では、例えば、ダウンロードが７０％完了した場合、ページタグ
の色を７０％だけバーグラフのように表示するようにすることで、ストリーミングによる
データのダウンロード状況を視覚化する。上記のように、ダウンロードが完了（０％）し
ていないページは、閲覧できないなどの制限を設けることで、ストリーミング技術に対応
させる。
【０２００】
　そして、図６２（Ｂ）に示す例では、7頁をダウンロード途中の場合である。7頁目のダ
ウンロードを７０％まで完了しているため、ページタグ（形状は台形）の底辺が７０％ま
で表示されていることを示しています。つまり、ダウンロードの量に合わせて、ページタ
グの大きさが変化することで、ストリーミングによるダウンロード量を視覚的に明示する
。
【０２０１】
　このストリーミング技術の応用では、線形なブック構造のデータをダウンロードするこ
とを前提としているが、第４実施例のように、所定のデータ形式の変換を行う用にしても
良い。この場合、タグの表示は、変換済みか否かに応じて行うようにしても良い。
【実施例６】
【０２０２】
　実施例６では、種々の操作内容をヒストリとして格納しておくことで、操作に習熟した
場合のシステムの応答の遅れをカバーする。図６３は、本発明の第６実施例によるヒスト
リ情報を扱う例を示す説明図であり、図６３（Ａ）は限定した操作のみのコマンドを記憶
したヒストリ情報の一例を示す図で、図６３（Ｂ）は全ての操作についてのコマンドを記
憶したヒストリ情報の一例を示す図である。
【０２０３】
　図６３に示すように、操作履歴をヒストリ情報に記述する。図６３（Ａ）に示す例では
、操作履歴を記憶するのはシステムの描画方法が追従できない場合の補足機能であるため
、操作と描画の同期がうまく取れない複雑なページ捲り操作（直接ページ捲り操作や連続
ページ捲り操作）や描画が完了していないと行われないであろう操作（拡大縮小操作）は
、操作が発散することを避けるためヒストリ情報には記述しないようにしても良い。
【０２０４】
　図６３（Ｂ）に示す例では、全ての操作イベントをヒストリ情報に格納している。また
、単純なページ捲り操作（順次ページ捲り操作）の場合であっても、操作と描画の遅延時
間が広がると操作が発散してしまい、ユーザに混乱を与えてしまことも想定され得るため
、操作履歴を保存する回数に制限を設けて操作の発散（ユーザの操作イメージとシステム
の挙動の不一致）を回避すると良い。例えば、順次ページ捲り操作のイベント記述文字を
そのままヒストリー・ファイルに上から順に記述する。そして、上から順にイベントが処
理され、処理されるとその操作イベントはヒストリーファイルから削除される。操作スレ
ッドと描画スレッドを独立して処理する例を示すフローチャートを図６４に示す。ステッ
プＡ７５にて、操作と実行とを接続している。
【０２０５】
　＜比較例＞
　次に、上述した本実施形態及び実施例の利点を従来例との比較において説明する。図１
５に示すようなタッチパネル式の特別なディスプレイではなく、図６５に示すようなコン
ピュータにより上述したページ情報の閲覧を行うこともできる。しかし、コンピュータ１
００は、ディスプレイ１０２と、本体１０３とを備えた機械であり、電子レンジを操作す
るがビデオの予約を苦手とするユーザ層にとっては、やはり、取り組みがたい印象を与え
ることもある。特に、キーボード１０４やマウス１０５による操作も、単に情報を閲覧す
るという点では、図１５に示すような装置と比較すると、煩雑である。
【０２０６】
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　さらに、紙を媒体とする情報を閲覧する場合と比較して、コンピュータが持つ電子情報
を閲覧する場合には、キーボード１０４やマウス１０５等の入力装置を用いて、従来のグ
ラフィカルユーザインタフェースに特有の操作方法を習熟する必要がある。そのため、例
えば、本を閲覧する時のようにページを捲るという日常的な操作とは大きく異なる操作方
法をユーザに強いるので、特に、コンピュータの利用経験が浅いユーザが、電子情報を容
易に閲覧することが困難となる。
【０２０７】
　ここで述べる従来のグラフィカルユーザインタフェースに特有の操作方法とは、マウス
で操作する入力カーソルによって、コンピュータの出力装置の上に抽象化して表示した仮
想的な入力装置を操作する操作方法である。仮想的な入力装置とは、例えば、図６６に示
すようなコンピュータの出力装置に表示したスクロールバー３０３や、ポップアップメニ
ュー３０４や、サムネイル表示によるページ３０１，３０２等を意味する。
【０２０８】
　そして、図６６に示すように、ディスプレイの大きさと電子情報の大きさによっては、
電子情報１ページ分のみの表示とならず、次ページも同一画面に表示されてしまう。これ
をスクロールバー３０３で移動させるか、またはサムネイルを使用してページの移動を行
うが、スクロールバーというのは実際の書籍の閲覧では使用することのない人工的なもの
であるため、方向や大きさ等について適切な操作を行えるようになるまで、習熟が必要で
ある。
【０２０９】
　これに対し、本発明では、タグを利用する。情報が表示されたすぐ横にタグが付されて
いると、利用者の多くは、書籍に付したレッテルを想起する。このため、ページを移動し
たい場合にタグを使用する点がなんら教授を必要とすることなくユーザに伝達されること
が十分に期待できる。さらに、スクロールバーの状態によっては、ページ情報の総量を直
感的に知ることができない。一方、上述した実施例では、全ページについてタグを付する
ため、ページ情報の総量が見た目ですぐ認知可能である。そして、現ページを中心にタグ
を左右に配置する例では、総ページに対する現ページの位置が図６６等に示す従来例と比
較して極めて判りやすくなる。
【０２１０】
　紙やコンピュータで用いられる従来のタグは、ページに記載される情報の内容を端的に
表現する見出し情報が記載されるのが一般的であり、複数のページに跨る情報を端的に象
徴する見出し情報である場合がほとんどである。このような見出し情報が記されたタグを
一瞥しても、その見出し情報が何ページから何ページまでの情報を指すのか容易に知り得
ることできない。また、見出し情報は単語や文章から成るのが普通であるため、あまり文
字数の長い見出し情報はタグに記すことが難しい。このように見出し情報をタグに書き記
すことが困難な場合には、見出し情報の文字サイズを小さくするか、またはタグに書きき
れない文字は省略するなどの方法で対応することはできるが、それぞれの場合も見出し情
報を正確に理解することが困難になるため、このような状態で表示されるタグは、グラフ
ィカルユーザインタフェースとして必ずしも十分の役割を果たさないことも想定される。
一方、本発明による実施例では、タグ内容としてページ番号を採用するため、ページの位
置を小さいサイズで一見して知らせることができるのみならず、数字は万国共通であるた
め言語が変化しても一貫したインタフェースとなる。
【０２１１】
　また、表計算ソフト（Microsoft社：Excel（商標））などで用いられるタグ付きのシー
トは、タグ同士の順番が明確に定義されていないインタフェースの一つである。例えば、
図６７（Ａ）に示すように、シート１を開くと、各シートの並びは、符号３１１で示すシ
ート１、符号３１２で示すシート２、符号３１３で示すシート３の順序で並んでいるよう
に描画される。しかし、シート２を開くと、図６７（Ｂ）に示すように、各シートの並び
は、紙という物理的なシートとして積み重なっていると考えれば、シート２、シート１、
シート３の順序（または、シート２、シート３、シート１の順序）で並んでいるように解
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釈することができる。シートが右から順に並んでいるという理由だけでは、シートの順序
が変わっていないと考えるには、視覚的にいささか不自然であることは否めない。ユーザ
層によっては、一貫性に欠け、味気ないインタフェースであると感じるかもしれない。
【０２１２】
　つまり、従来のタグは本のようにページの順序に従った線形的な情報構造（この例の場
合、シート１、シート２、シート３の順序が常に視覚的に固定されている情報構造）を明
示していないため、電子情報の順序に関してユーザへ視覚的な混乱を与えることがある。
このような情報構造の認識に関してユーザへ混乱を与えることは、特に情報を容易に閲覧
するという目的にとって弊害になる。
【０２１３】
　一方、本実施例によるタグの配置は、通常表示及びセマンテック表示共にタグの重なり
具合でページ情報の線形構造が理解できるようになっており、また、ページ捲り後もタグ
の高さを維持するか又は比率を維持するかによって、一貫性を確保しているため、多くの
ユーザにとって、愛着をもてるインタフェースになり得ると考えられる。
【産業上の利用可能性】
【０２１４】
　本発明は、上述したように、コンピュータの使用経験にかかわらず万人にとって判りや
すい情報閲覧用のユーザインタフェースとして利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０２１５】
【図１】本発明の第１の実施形態によるページ情報表示方法の一例を示すフローチャート
である。
【図２】図１に示した第１実施形態でのページ情報表示装置の一例を示すブロック図であ
り、図２（Ａ）は全体構成を示す図で、図２（Ｂ）は表示コントローラの詳細構成を示す
図である。
【図３】図１及び図２に示した構成でのページ捲り動作の一例を示す説明図である。
【図４】本発明の第２実施形態によるページ掴み処理を行う構成例を示すフローチャート
である。
【図５】図４に示した構成での掴みページ数表示例を示す説明図であり、図５（Ａ）は圧
力円の一例を示す図で、図５（Ｂ）は時間円の一例を示す図で、図５（Ｃ）は所定領域内
での圧力／時間操作が行われる例を示す図で、図５（Ｄ）は図５（Ｃ）に示す操作に応じ
た圧力円の表示例を示す図である。
【図６】図４に示した第２実施形態の動作例を示す説明図であり、図６（Ａ）はページ情
報表示装置の構成例を示す図で、図６（Ｂ）は圧力円の表示例を示す図である。
【図７】図７（Ａ）～（Ｃ）は、図４に示す構成で多重輪を表示する一例を示す説明図で
ある。
【図８】図４に示す構成で塗り円を表示する一例を示す説明であり、図８（Ａ）は単色で
のべた塗りを行う塗り円の一例を示す図で、図８（Ｂ）は透明度を有する塗り円の一例を
示す図で、図８（Ｃ）はグラデーションを有する塗り円の一例を示す図である。
【図９】図４に示す構成で塗り円を表示する他の例を示す説明図であり、図９（Ａ）は歪
みを有する塗り円の一例を示す図で、図９（Ｂ）はゆがみを生じさせる基準を示す図で、
図９（Ｃ）は中程度の圧力の場合の歪み例を示す図で、図９（Ｄ）は大きい圧力の場合の
歪み例を示す図である。
【図１０】本発明により表示形式を選択する第３実施形態の一例を示すフローチャートで
ある。
【０２１６】
【図１１】第３実施形態でのページ情報表示装置の構成例を示すブロック図である。
【図１２】図１０に示す構成でのページ捲り時の表示形式の一例を示す説明図であり、図
１２（Ａ）は上書き型の表示形式の一例を示す図で、図１２（Ｂ）はスライド型の表示形
式の一例を示す図である。
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【図１３】図１０に示す構成でのページ捲り時の表示形式の他の例を示す説明図であり、
図１３（Ａ）は圧縮型の表示形式の一例を示す図で、図１３（Ｂ）は３Ｄ型の表示形式の
一例を示す図である。
【図１４】本発明によるページ情報表示方法の一実施形態の構成例を示すフローチャート
である。
【図１５】図１４に示した各工程の実施に好適なページ情報表示装置の構成例を示すブロ
ック図である。
【図１６】本実施形態によるタグの表示の初期状態の一例を示す説明図である。
【図１７】図１６に示した構成で第４ページを表示した場合のタグ表示例を示す説明図で
ある。
【図１８】本発明の第４実施形態等での各用語を定義するための説明図である。
【図１９】本発明の第４実施形態によりタグ長さを連続的に変化させるセマンテック表示
を行う処理の構成を示すフローチャートである。
【図２０】図１９に示す構成にてセマンテック表示を行った例を示す説明図である。
【図２１】第４実施形態で用いるページ情報表示用データの一例を示す図で、図２１（Ａ
）は最低基準長がドット数で定義された場合の例を示す図で、図２１（Ｂ）は最低基準長
が物理長で定義された場合の例を示す図である。
【図２２】第４実施形態によるページデータ表示装置の構成例を示すブロック図である。
【図２３】図２１に示すデータ構造のデータを使用してタグの幅とタグの長さを決定する
処理の一例を示すフローチャートである。
【図２４】通常表示とセマンテック表示とを切り替える処理の一例を示すフローチャート
である。
【図２５】ページ捲り後に再度タグを表示する処理の例を示すフローチャートである。
【図２６】図示した構成でのページ捲り時の表示例を示す説明図である。
【図２７】セマンテック表示中にタグを押し広げる処理の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２８】図２７に示す押し広げ処理によりポインタ近傍のタグを押し広げた表示例を示
す説明図である。
【図２９】タグを用いたページ捲り表示形式の一例を示す説明図であり、図２９（Ａ）は
タグ一体型の表示形式の一例を示す図で、図２９（Ｂ）は複数ページ一体型の表示形式の
一例を示す図である。
【図３０】第４実施形態での掴み操作に応じたタグ表示制御の一例を示すフローチャート
である。
【図３１】図３０に示した処理の一例を示す説明図である。
【図３２】図３０に示した処理によりタグを着色した処理の一例を示す説明図である。
【図３３】図３２に対応して逆側のタグ表示領域でのタグの着色処理の一例を示す説明図
である。
【図３４】複数ページを一括してページ捲り処理する場合のタグ表示例の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図３５】図３５（Ａ），（Ｂ）は図３４に示した処理によるタグ表示例を示す説明図で
ある。
【図３６】図３６（Ａ），（Ｂ）は図３４に示した処理による情報閲覧領域でのタグ表示
を強調した説明図である。
【図３７】複数ページの一括ページ捲り完了後のタグ表示例を示す説明図である。
【図３８】タグ上に圧力円を表示する例を示す説明図であり、図３８（Ａ）は左側ページ
タグの場合の例を示す図で、図３８（Ｂ）は右側ページタグの場合の例を示す図で、図３
８（Ｃ）はタグの着色とタグ内圧力円とを併用する例を示す図である。
【図３９】タグ上の操作方向に応じて掴み対象ページを変化させる例を示す説明図であり
、図３９（Ａ）は前ページを掴む場合の一例を示す図で、図３９（Ｂ）は後ページを掴む
場合の例を示す図である。
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【図４０】本実施例の構成を示すブロック図である。
【図４１】図４０に示した構成でのページ表示処理例の前段を示すフローチャートである
。
【図４２】図４１に示した処理に続くページ表示処理例の後段を示すフローチャートであ
る。
【図４３】本発明の第１実施例による記事情報の拡大表示を行う処理例を示すフローチャ
ートである。
【図４４】複数記事のドラッグによる連続拡大操作を行う例を示す説明図である。
【図４５】ワイヤーフレーム表示を伴う記事拡大表示の一例を示す説明図であり、図４５
（Ａ）は拡大処理時の表示例を示す図で、図４５（Ｂ）は拡大した記事情報の一例を示す
図である。
【図４６】記事情報を浮き上がらせた後に拡大する処理の一例を示す説明図であり、図４
６（Ａ）は浮き上がらせるために記事に陰を付した状態を示す図で、図４６（Ｂ）は選択
された記事を拡大中の状態を示す図で、図４６（Ｃ）は拡大処理完了後の状態を示す図で
ある。
【図４７】記事情報拡大時のタグ表示の一例を示す説明図である。
【図４８】ページ情報と記事情報を対応付ける記事情報テーブルの一例を示す図表である
。
【図４９】本発明の第２の実施例の処理例を示すフローチャートである。
【図５０】図４９に示す処理でのポインタイベントとページ捲り処理の関係を示す図表で
ある。
【図５１】ドラッグの軌跡でページ捲りと記事情報連続表示の一方を選択する処理の一例
を示す説明図であり、図５１（Ａ）は直線上の軌跡を示す図で、図５１（Ｂ）は曲線を有
する軌跡を示す図である。
【図５２】本発明の第３実施例による先読み処理を行う例を示すフローチャートである。
【図５３】複数ページを一括してページめくりする状態の一例を示す説明図である。
【図５４】高解像度のページ情報を記憶しておく例を示す説明図である。
【図５５】ページ情報と記事情報とを個別に記憶しておく例を示す説明図である。
【図５６】本発明の第４実施例によるＭＬデータの変換を行うページ情報処理装置の構成
例を示すブロック図である。
【図５７】ＭＬページのリンク構造の一例を示す説明図であり、図５７（Ａ）はリンク構
造の一例を示す図で、図５７（Ｂ）はブック構造に変化させた場合の例を示す図である。
【図５８】ＭＬページのリンク構造の他の例を示す説明図である。
【図５９】ＭＬページのリンク構造の更に他の例を示す説明図である。
【図６０】本発明の第５実施例によるストリーミング時にタグ表示を制御するページ情報
表示装置の構成例を示すブロック図である。
【図６１】図６０に示す構成にてダウンロード済みのデータ量に応じたタグを表示制御す
る例を示す図であり、図６１（Ａ）はダウンロードが完了したページのタグを表示する例
を示す図で、図６１（Ｂ）はダウンロード中のページのタグはダウンロードした容量に応
じたタグ長さに設定する例を示す図である。
【図６２】図６０に示す構成にて全ページ中ダウンロード済みのデータ量に応じたタグの
表示制御を行う例を示す図で、図６２（Ａ）はページのタグのみを正常表示する例を示す
図で、図６２（Ｂ）は１ページについてもダウンロードが完了した量に応じたタグ長さ分
正常表示する例を示す図である。
【図６３】本発明の第６実施例によるヒストリ情報を扱う例を示す説明図であり、図６３
（Ａ）は限定した操作のみのコマンドを記憶したヒストリ情報の一例を示す図で、図６３
（Ｂ）は全ての操作についてのコマンドを記憶したヒストリ情報の一例を示す図である。
【図６４】ヒストリ情報を用いたページ情報表示制御の処理例を示すフローチャートであ
る。
【図６５】本実施例で使用するコンピュータの一例を示す斜視図である。
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【図６６】従来のユーザインタフェースの一例を示す説明図である。
【図６７】従来のユーザインタフェースの他の例を示す説明図であり、図６７（Ａ）はシ
ート１を選択している状態を示し、図６７（Ｂ）はシート２を選択している状態を示す図
である。
【符号の説明】
【０２１７】
１　表示部（ディスプレイ，タッチパネル）
１Ａ　電子情報（又は１つのページ情報）
１Ｃ　操作部
２　入力部（ポインティングデバイス）
３　表示コントローラ（表示制御部）
４　電子情報メモリ（記憶部）
５　情報閲覧領域
６　他方のタグ表示領域
７　一方のタグ表示領域
１７　プログラムを記憶した記憶媒体
３４　ページ捲り方向
６０　ページ捲り操作検出部
６１　次表示ページ設定部
６２　ページ捲り処理部
６４　掴み操作検出部
６５　掴みページ数表示部
６８　次表示ページ読出機能
６９　捲り状態表示データ生成機能
７０　捲り状態表示データ上書き機能
【図１】 【図２】
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