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(57)【要約】
【課題】電子コミックにおいて、オリジナルの言語のセ
リフ、およびオリジナルの言語のセリフから任意の言語
に変換されたセリフの文字列を過不足なく吹き出し領域
内に配置可能にするファイルフォーマットを提供する。
【解決手段】ユーザ端末は、スクロールビューまたはコ
マビューのいずれであっても、ファイルフォーマットの
吹き出し領域の情報に基づき、各吹き出し内の台詞を示
す第１のテキスト情報を表示でき、オリジナルの言語の
セリフ、およびオリジナルの言語のセリフから任意の言
語に変換されたセリフの文字列を吹き出し領域に過不足
なく配置することができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビューワ装置で閲覧される電子コミックのファイルフォーマットであって、
　コミックのページ毎のページ全体の高解像度の画像と、
　前記コミックの登場人物の台詞が入る吹き出しの前記画像内の領域を示す吹き出し領域
の情報を含む吹き出し情報と、
　各吹き出し内の台詞を示す第１のテキスト情報であって、吹き出し毎に関連づけられた
第１のテキスト情報と、
　前記ページ全体の画像を前記ビューワ装置のモニタでスクロールビューによる閲覧を可
能にするための所定のアンカーポイントの位置情報及び遷移順を含む第１の表示制御情報
と、
　を有することを特徴とするファイルフォーマット。
【請求項２】
　ビューワ装置で閲覧される電子コミックのファイルフォーマットであって、
　コミックのコマ毎のコマ画像と、
　前記コミックの登場人物の台詞が入る吹き出しの前記コマ画像内の領域を示す吹き出し
領域の情報を含む吹き出し情報と、
　各吹き出し内の台詞を示す第１のテキスト情報であって、吹き出し毎に関連づけられた
第１のテキスト情報と、
　前記コマ画像を前記ビューワ装置のモニタでコマビューによる閲覧を可能にするための
各コマ画像の再生順及びコマ画像の画像サイズを含む第２の表示制御情報と、
　を有することを特徴とするファイルフォーマット。
【請求項３】
　ビューワ装置で閲覧される電子コミックのファイルフォーマットであって、
　コミックのページ毎のページ全体の高解像度の画像と、
　前記コミックの登場人物の台詞が入る吹き出しの前記画像内の領域を示す吹き出し領域
の情報を含む吹き出し情報と、
　各吹き出し内の台詞を示す第１のテキスト情報であって、吹き出し毎に関連づけられた
第１のテキスト情報と、
　前記ページ全体の画像を前記ビューワ装置のモニタでスクロールビューによる閲覧を可
能にするための所定のアンカーポイントの位置情報及び遷移順を含む第１の表示制御情報
と、
　前記ページ全体の画像内の各コマのコマ画像を前記ビューワ装置のモニタでコマビュー
による閲覧を可能にするための各コマ画像の前記ページ全体の画像内の領域を示すコマ領
域情報、再生順及びコマ画像の画像サイズを含む第２の表示制御情報と、
　を有することを特徴とするファイルフォーマット。
【請求項４】
　前記吹き出し情報は、吹き出し口の位置情報、及び吹き出しの線の種類のうちの少なく
とも１つを含むことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載のファイルフォー
マット。
【請求項５】
　前記ページ全体の画像内の登場人物の領域を示す存在領域情報を有することを特徴とす
る請求項１又は３に記載のファイルフォーマット。
【請求項６】
　前記コマ画像内の登場人物の領域を示す存在領域情報を有することを特徴とする請求項
２又は３に記載のファイルフォーマット。
【請求項７】
　前記吹き出し領域以外の擬音又は文字を示す第２のテキスト情報であって、コマ毎に関
連づけられた第２のテキスト情報を有することを特徴とする請求項１から６のいずれか１
項に記載のファイルフォーマット。
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【請求項８】
　前記第１のテキスト情報は、前記吹き出し内の原文の台詞を所定の言語に翻訳した翻訳
文を含むことを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載のファイルフォーマット
。
【請求項９】
　前記第２のテキスト情報は、前記吹き出し領域以外の原文の擬音又は文字を所定の言語
に翻訳した翻訳文を含むことを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載のファイ
ルフォーマット。
【請求項１０】
　前記翻訳文の言語に関する情報を含むことを特徴とする請求項８又は９に記載のファイ
ルフォーマット。
【請求項１１】
　前記第１のテキスト情報は、各吹き出し内の台詞の登場人物の属性を含むことを特徴と
する請求項１から１０のいずれか１項に記載のファイルフォーマット。
【請求項１２】
　前記第１のテキスト情報は、各吹き出し内の台詞の文字の属性情報を含むことを特徴と
する請求項１から１１のいずれか１項に記載のファイルフォーマット。
【請求項１３】
　前記第１のテキスト情報は、各吹き出し内の台詞の音声のボリューム及び読み上げスピ
ードのうちの少なくとも１つの第１の付属情報を有することを特徴とする請求項１から１
２のいずれか１項に記載のファイルフォーマット。
【請求項１４】
　前記第２のテキスト情報は、前記吹き出し領域以外の擬音又は文字の属性情報を含むこ
とを特徴とする請求項７に記載のファイルフォーマット。
【請求項１５】
　前記第２のテキスト情報は、前記擬音の発音回数、前記擬音又は文字の発音開始時間、
ボリューム及び読み上げスピードのうちの少なくとも１つの第２の付属情報を有すること
を特徴とする請求項７又は１４に記載のファイルフォーマット。
【請求項１６】
　前記第１の表示制御情報は、前記スクロールビュー時のアンカーポイント毎の停止時間
を含む画面遷移のシナリオを有することを特徴とする請求項１又は３に記載のファイルフ
ォーマット。
【請求項１７】
　前記第２の表示制御情報は、前記コマビュー時のコマ画像毎の停止時間を含む画面遷移
のシナリオを有することを特徴とする請求項２又は３に記載のファイルフォーマット。
【請求項１８】
　コミックのタイトル、第何話又は第何巻、作者、出版社を含むタグ情報を有することを
特徴とする請求項１から１７のいずれか１項に記載のファイルフォーマット。
【請求項１９】
　請求項１から１８のいずれか１項に記載のファイルフォーマットからなる電子コミック
をビューワ装置からの要求に応じて配信することを特徴とするサーバ。
【請求項２０】
　表示手段と、
　請求項１から１８のいずれか１項に記載のファイルフォーマットからなる電子コミック
を取得する情報取得手段と、
　前記取得した電子コミックの表示制御情報に基づいて前記ページ毎又はコマ毎の画像を
前記表示手段の画面にスクロール再生又はコマ再生させる画像表示制御手段と、
　前記取得した電子コミックの吹き出し情報及びテキスト情報に基づいて前記表示手段の
画面に表示される画像中の吹き出し領域内の元の文字に替えて、前記テキスト情報に対応
する文字を表示させる文字表示制御手段と、
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　を備えたことを特徴とする電子コミックのビューワ装置。
【請求項２１】
　コミックのページ毎のページ全体の高解像度の画像を取得する画像取得手段と、
　前記取得した画像を解析し、前記コミックの登場人物の台詞が入る吹き出しの前記画像
内の領域を示す吹き出し領域の情報を含む吹き出し情報と、各吹き出し内の台詞を示す第
１のテキスト情報であって、吹き出し毎に関連づけられた第１のテキスト情報と、前記ペ
ージ全体の画像を前記ビューワ装置のモニタでスクロールビューによる閲覧を可能にする
ための所定のアンカーポイントの位置情報及び遷移順を含む第１の表示制御情報とを取得
するページ情報解析手段と、
　前記取得したページ全体の高解像度の画像、該画像に関連する前記吹き出し情報、第１
のテキスト情報、及び第１の表示制御情報を有するファイルフォーマットの電子コミック
を生成する電子コミック生成手段と、
　を備えたことを特徴とする電子コミック生成装置。
【請求項２２】
　コミックのページ毎のページ全体の高解像度の画像を取得する画像取得手段と、
　前記取得した画像を解析し、前記コミックの登場人物の台詞が入る吹き出しの前記画像
内の領域を示す吹き出し領域の情報を含む吹き出し情報と、各吹き出し内の台詞を示す第
１のテキスト情報であって、吹き出し毎に関連づけられた第１のテキスト情報と、前記ペ
ージ全体の画像をビューワ装置のモニタでスクロールビューによる閲覧を可能にするため
の所定のアンカーポイントの位置情報及び遷移順を含む第１の表示制御情報とを取得する
ページ情報解析手段と、
　前記画像取得手段により取得したページ全体の高解像度の画像と前記ページ情報解析手
段により取得した吹き出し情報、第１のテキスト情報及び第１の表示制御情報とを有する
ファイルフォーマットの電子コミックを生成する電子コミック生成手段と、
　を備えたことを特徴とする電子コミック生成装置。
【請求項２３】
　コミックのページ毎のページ全体の高解像度の画像を取得する画像取得手段と、
　前記取得した画像を解析し、前記ページ全体の画像内の各コマのコマ画像の領域を示す
コマ領域情報と、前記コミックの登場人物の台詞が入る吹き出しの前記コマ画像内の領域
を示す吹き出し領域の情報を含む吹き出し情報と、各吹き出し内の台詞を示す第１のテキ
スト情報であって、吹き出し毎に関連づけられた第１のテキスト情報と、前記コマ画像を
ビューワ装置のモニタでコマビューによる閲覧を可能にするための各コマ画像の再生順及
びコマ画像の画像サイズを含む第２の表示制御情報とを取得するページ情報解析手段と、
　前記ページ情報解析手段により取得したコマ領域情報に基づいて前記高解像度の画像か
らコマ画像を切り出してコマ画像を生成するコマ画像生成手段と、
　前記コマ画像生成手段により生成したコマ画像と前記ページ情報解析手段により取得し
た吹き出し情報、第１のテキスト情報及び第２の表示制御情報とを有するファイルフォー
マットの電子コミックを生成する電子コミック生成手段と、
　を備えたことを特徴とする電子コミック生成装置。
【請求項２４】
　コミックのページ毎のページ全体の高解像度の画像を取得する画像取得手段と、
　前記取得した画像を解析し、前記ページ全体の画像内の各コマのコマ画像の領域を示す
コマ領域情報と、前記コミックの登場人物の台詞が入る吹き出しの前記画像内の領域を示
す吹き出し領域の情報を含む吹き出し情報と、各吹き出し内の台詞を示す第１のテキスト
情報であって、吹き出し毎に関連づけられた第１のテキスト情報と、前記ページ全体の画
像をビューワ装置のモニタでスクロールビューによる閲覧を可能にするための所定のアン
カーポイントの位置情報及び遷移順を含む第１の表示制御情報と、前記コマ画像をビュー
ワ装置のモニタでコマビューによる閲覧を可能にするための各コマ画像の再生順及びコマ
画像の画像サイズを含む第２の表示制御情報とを取得するページ情報解析手段と、
　前記画像取得手段により取得したページ全体の高解像度の画像と前記ページ情報解析手
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段により取得したコマ領域情報、吹き出し情報、第１のテキスト情報、第１の表示制御情
報及び第２の表示制御情報とを有するファイルフォーマットの電子コミックを生成する電
子コミック生成手段と、
　を備えたことを特徴とする電子コミック生成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マンガコンテンツを電子化したファイルフォーマットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の情報技術革新に伴い、雑誌やコミックなどの紙にプリントされることを前提とし
た書籍をデジタル化し、iPadやKindleなどの専用の電子書籍ビューワで視聴するという情
報配信形態が確立されてきた。
【０００３】
　特許文献１によると、綴じ漫画編は、日本語とは異なる所定の言語Ｂ、本実施例では英
語で記述される。
【０００４】
　特許文献２によると、縦書きの文書の場合はページ順序を左開きに決める。
【０００５】
　特許文献３によると、原稿縦書き、翻訳文横書きなら、レイアウト情報を回転し、横書
きのレイアウトに変換する。
【０００６】
　特許文献４によると、表示サイズ、フォントサイズ、文字方向などに応じてテロップの
表示速度を設定する。
【０００７】
　特許文献５によると、コマの特性をスコア化し、それに合わせてズームパンなどの演出
を加える。
【０００８】
　特許文献６によると、環境ファイルを基に、基本マスターの名称、ネームレイヤの名称
、ネーム段落スタイル名、コマノンブルレイヤ名、コマノンブル段落スタイル名、画稿レ
イヤ名、ルビ行行送り量、組方向及び倍率が決まる。
【０００９】
　特許文献７によると、ブロック（吹き出しに相当）、テキストの属性、アンカー（ペー
ジ切り替え）についての記載がある。
【００１０】
　特許文献８によると、書誌情報に関連する曲内容情報を抽出し、曲を流す。
【００１１】
　特許文献９によると、漫画に対するイベント（音声再生動作、振動など）を発生する。
例えば、叫んでいる場合、効果音を例であげれば、音が高い、大きい、長いなどとする。
【００１２】
　特許文献１０によると、タッチ部分のテキストを音声出力する。
【００１３】
　特許文献１１によると、登場人物毎に異なる声質の音声で再生したり、ユーザ好みの声
質の音声で再生する。音声と画像表示は同期する。現在の音声再生部分を色で表示する。
【００１４】
　特許文献１２によると、吹き出し文字を音声へ変換。音声の発言者の口元が動くことで
登場人物とその吹き出しとの関連付けを明確に表示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
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【特許文献１】特開2008-51872号公報
【特許文献２】特開2005-303880号公報
【特許文献３】特開平6-96288号公報
【特許文献４】特開2008-170544号公報
【特許文献５】特開2007-037057号公報
【特許文献６】特開2006-185435号公報
【特許文献７】特開2005-056043号公報
【特許文献８】特開2010-068044号公報
【特許文献９】特開2007-241942号公報
【特許文献１０】特開2007-102360号公報
【特許文献１１】特開2005-321706号公報
【特許文献１２】特開2004-194002号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　端末の仕様に合わせ、電子コミックの再生方法を変更することが求められる。例えば、
表示画面の小さい携帯電話では、電子コミックの１ページを全て表示できない場合がある
から、ページの部分的な表示をどのように行うかは、端末自身で判断することが望ましい
。しかし、従来技術では、その判断にどのような情報が必要であるかが言及されていない
。
【００１７】
　本発明は、電子コミックにおいて、オリジナルの言語のセリフ、およびオリジナルの言
語のセリフから任意の言語に変換されたセリフの文字列を過不足なく吹き出し領域内に配
置可能にするファイルフォーマットを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明は、ビューワ装置で閲覧される電子コミックのファイルフォーマットであって、
コミックのページ毎のページ全体の高解像度の画像と、コミックの登場人物の台詞が入る
吹き出しの画像内の領域を示す吹き出し領域の情報を含む吹き出し情報と、各吹き出し内
の台詞を示す第１のテキスト情報であって、吹き出し毎に関連づけられた第１のテキスト
情報と、ページ全体の画像をビューワ装置のモニタでスクロールビューによる閲覧を可能
にするための所定のアンカーポイントの位置情報及び遷移順を含む第１の表示制御情報と
、を有することを特徴とするファイルフォーマットを提供する。
【００１９】
　本発明は、ビューワ装置で閲覧される電子コミックのファイルフォーマットであって、
コミックのコマ毎のコマ画像と、コミックの登場人物の台詞が入る吹き出しのコマ画像内
の領域を示す吹き出し領域の情報を含む吹き出し情報と、各吹き出し内の台詞を示す第１
のテキスト情報であって、吹き出し毎に関連づけられた第１のテキスト情報と、コマ画像
をビューワ装置のモニタでコマビューによる閲覧を可能にするための各コマ画像の再生順
及びコマ画像の画像サイズを含む第２の表示制御情報と、を有することを特徴とするファ
イルフォーマットを提供する。
【００２０】
　本発明は、ビューワ装置で閲覧される電子コミックのファイルフォーマットであって、
コミックのページ毎のページ全体の高解像度の画像と、コミックの登場人物の台詞が入る
吹き出しの画像内の領域を示す吹き出し領域の情報を含む吹き出し情報と、各吹き出し内
の台詞を示す第１のテキスト情報であって、吹き出し毎に関連づけられた第１のテキスト
情報と、ページ全体の画像をビューワ装置のモニタでスクロールビューによる閲覧を可能
にするための所定のアンカーポイントの位置情報及び遷移順を含む第１の表示制御情報と
、ページ全体の画像内の各コマのコマ画像をビューワ装置のモニタでコマビューによる閲
覧を可能にするための各コマ画像のページ全体の画像内の領域を示すコマ領域情報、再生
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順及びコマ画像の画像サイズを含む第２の表示制御情報と、を有することを特徴とするフ
ァイルフォーマットを提供する。
【００２１】
　吹き出し情報は、吹き出し口の位置情報、及び吹き出しの線の種類のうちの少なくとも
１つを含むことを特徴とする。
【００２２】
　ページ全体の画像内の登場人物の領域を示す存在領域情報を有することを特徴とする。
【００２３】
　コマ画像内の登場人物の領域を示す存在領域情報を有することを特徴とする。
【００２４】
　吹き出し領域以外の擬音又は文字を示す第２のテキスト情報であって、コマ毎に関連づ
けられた第２のテキスト情報を有することを特徴とする。
【００２５】
　第１のテキスト情報は、吹き出し内の原文の台詞を所定の言語に翻訳した翻訳文を含む
ことを特徴とする。
【００２６】
　第２のテキスト情報は、吹き出し領域以外の原文の擬音又は文字を所定の言語に翻訳し
た翻訳文を含むことを特徴とする。
【００２７】
　翻訳文の言語に関する情報を含むことを特徴とする。ここで、言語に関する情報は、言
語の種類、横書きの場合の読み方向、縦書き、横書き等を含む。
【００２８】
　第１のテキスト情報は、各吹き出し内の台詞の登場人物の属性を含むことを特徴とする
。ここで、登場人物の属性は、性別、年齢等を含む。
【００２９】
　第１のテキスト情報は、各吹き出し内の台詞の文字の属性情報を含むことを特徴とする
。ここで、文字の属性情報は、フォント、ポイント数、文字間隔、行間隔及び強調文字を
含む。
【００３０】
　第１のテキスト情報は、各吹き出し内の台詞の音声のボリューム及び読み上げスピード
のうちの少なくとも１つの第１の付属情報を有することを特徴とする。
【００３１】
　第２のテキスト情報は、吹き出し領域以外の擬音又は文字の属性情報を含むことを特徴
とする。
【００３２】
　第２のテキスト情報は、擬音の発音回数、擬音又は文字の発音開始時間、ボリューム及
び読み上げスピードのうちの少なくとも１つの第２の付属情報を有することを特徴とする
。
【００３３】
　第１の表示制御情報は、スクロールビュー時のアンカーポイント毎の停止時間を含む画
面遷移のシナリオを有することを特徴とする。
【００３４】
　第２の表示制御情報は、コマビュー時のコマ画像毎の停止時間を含む画面遷移のシナリ
オを有することを特徴とする。
【００３５】
　コミックのタイトル、第何話又は第何巻、作者、出版社を含むタグ情報を有することを
特徴とする。
【００３６】
　本発明は、上記のファイルフォーマットからなる電子コミックをビューワ装置からの要
求に応じて配信することを特徴とするサーバを含む。
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【００３７】
　本発明は、表示手段と、上記のファイルフォーマットからなる電子コミックを取得する
情報取得手段と、取得した電子コミックの表示制御情報に基づいてページ毎又はコマ毎の
画像を表示手段の画面にスクロール再生又はコマ再生させる画像表示制御手段と、取得し
た電子コミックの吹き出し情報及びテキスト情報に基づいて表示手段の画面に表示される
画像中の吹き出し領域内の元の文字に替えて、テキスト情報に対応する文字を表示させる
文字表示制御手段と、を備えたことを特徴とする電子コミックのビューワ装置を含む。
【００３８】
　本発明は、コミックのページ毎のページ全体の高解像度の画像を取得する画像取得手段
と、前記取得した画像を解析し、前記コミックの登場人物の台詞が入る吹き出しの前記画
像内の領域を示す吹き出し領域の情報を含む吹き出し情報と、各吹き出し内の台詞を示す
第１のテキスト情報であって、吹き出し毎に関連づけられた第１のテキスト情報と、前記
ページ全体の画像をビューワ装置のモニタでスクロールビューによる閲覧を可能にするた
めの所定のアンカーポイントの位置情報及び遷移順を含む第１の表示制御情報とを取得す
るページ情報解析手段と、前記画像取得手段により取得したページ全体の高解像度の画像
と前記ページ情報解析手段により取得した吹き出し情報、第１のテキスト情報及び第１の
表示制御情報とを有するファイルフォーマットの電子コミックを生成する電子コミック生
成手段と、を備えたことを特徴とする電子コミック生成装置を含む。
【００３９】
　本発明は、コミックのページ毎のページ全体の高解像度の画像を取得する画像取得手段
と、前記取得した画像を解析し、前記ページ全体の画像内の各コマのコマ画像の領域を示
すコマ領域情報と、前記コミックの登場人物の台詞が入る吹き出しの前記コマ画像内の領
域を示す吹き出し領域の情報を含む吹き出し情報と、各吹き出し内の台詞を示す第１のテ
キスト情報であって、吹き出し毎に関連づけられた第１のテキスト情報と、前記コマ画像
をビューワ装置のモニタでコマビューによる閲覧を可能にするための各コマ画像の再生順
及びコマ画像の画像サイズを含む第２の表示制御情報とを取得するページ情報解析手段と
、前記ページ情報解析手段により取得したコマ領域情報に基づいて前記高解像度の画像か
らコマ画像を切り出してコマ画像を生成するコマ画像生成手段と、前記コマ画像生成手段
により生成したコマ画像と前記ページ情報解析手段により取得した吹き出し情報、第１の
テキスト情報及び第２の表示制御情報とを有するファイルフォーマットの電子コミックを
生成する電子コミック生成手段と、を備えたことを特徴とする電子コミック生成装置を含
む。
【００４０】
　本発明は、コミックのページ毎のページ全体の高解像度の画像を取得する画像取得手段
と、前記取得した画像を解析し、前記ページ全体の画像内の各コマのコマ画像の領域を示
すコマ領域情報と、前記コミックの登場人物の台詞が入る吹き出しの前記画像内の領域を
示す吹き出し領域の情報を含む吹き出し情報と、各吹き出し内の台詞を示す第１のテキス
ト情報であって、吹き出し毎に関連づけられた第１のテキスト情報と、前記ページ全体の
画像をビューワ装置のモニタでスクロールビューによる閲覧を可能にするための所定のア
ンカーポイントの位置情報及び遷移順を含む第１の表示制御情報と、前記コマ画像をビュ
ーワ装置のモニタでコマビューによる閲覧を可能にするための各コマ画像の再生順及びコ
マ画像の画像サイズを含む第２の表示制御情報とを取得するページ情報解析手段と、前記
画像取得手段により取得したページ全体の高解像度の画像と前記ページ情報解析手段によ
り取得したコマ領域情報、吹き出し情報、第１のテキスト情報、第１の表示制御情報及び
第２の表示制御情報とを有するファイルフォーマットの電子コミックを生成する電子コミ
ック生成手段と、を備えたことを特徴とする電子コミック生成装置を含む。
【発明の効果】
【００４１】
　本発明によると、ビューワ装置は、スクロールビューまたはコマビューのいずれであっ
ても、ファイルフォーマットの吹き出し領域の情報に基づき、各吹き出し内の台詞を示す
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第１のテキスト情報を表示でき、オリジナルの言語のセリフ、およびオリジナルの言語の
セリフから任意の言語に変換されたセリフの文字列を吹き出し領域に過不足なく配置する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】コンテンツ再生システムの概略構成図
【図２】コンテンツファイルの概念説明図
【図３】吹き出しの形状に関する情報の一例を示す図
【図４】配信処理のフローチャート
【図５】表示処理（スクロールビュー）のフローチャート
【図６】表示処理（コマビュー）のフローチャート
【図７】セリフ処理のフローチャート
【図８】吹き出し内のテキスト情報（横）の表示の一例を示す図
【図９】吹き出し内のテキスト情報（縦）の表示の一例を示す図
【図１０】表示中の詳細画像に対応する音声再生に関する情報の一例を示す図
【図１１】吹き出し内のテキスト情報の表示の他の例（１行スクロール）を示す図
【図１２】吹き出し内のテキスト情報の表示の他の例（らせん状スクロール）を示す図
【図１３】吹き出し内のテキスト情報の表示の他の例（複数行スクロール）を示す図
【図１４】吹き出し内のテキスト情報の表示の他の例（吹き出しの形状に合わせたらせん
状スクロール）を示す図
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　＜第１実施形態＞
　図１は本発明の好ましい実施形態に係るコンテンツ配信システムの構成を示す。このシ
ステムは、サーバ１と電子書籍ビューワ２とを含む。サーバ１は、演算装置（ＣＰＵ）、
記憶装置、入出力回路などを備えたコンピュータ（情報処理装置）で構成される。
【００４４】
　電子書籍ビューワ２は、画像を再生可能な表示手段、通信手段、演算装置（ＣＰＵ）、
記憶装置、入出力回路、操作手段、音声を再生可能な音声再生手段などを備えた情報端末
であり、例えば、スマートフォンやタブレット型コンピュータで構成される。なお、サー
バ１にアクセスする電子書籍ビューワ２は不特定多数であってもよいものとする。
【００４５】
　具体的には、サーバ１は、ページ情報解析部１０、データベース（ＤＢ）１１、操作部
１６、入出力部１７を備える。
【００４６】
　ページ情報解析部１０は、ＣＰＵなどの情報処理装置で構成される。ＤＢ１１は、ハー
ドディスクやメモリなどの記憶媒体で構成される。操作部１６は、キーボード、マウス、
タッチパッドなどの操作手段である。
【００４７】
　ＤＢ１１は、ページ番号に対応づけられたコンテンツ画像とその付帯情報を所定のファ
イル形式で格納するコンテンツファイルを蓄積する。コンテンツ画像は、スキャナーなど
でオリジナルコンテンツを電子データ化したものである。オリジナルコンテンツは、マン
ガ、新聞、週刊誌の記事、オフィス文書（プレゼンテーション文書など）、教科書、参考
書など、ページ単位で組まれている。また、オリジナルコンテンツ画像はページ番号と対
応づけられている。
【００４８】
　コンテンツ画像とその付帯情報の保存形式は任意であり、ＸＭＬファイルなどで保存さ
れる。オリジナルコンテンツ画像には付帯情報が記録されていてもよい。この付帯情報は
、コンテンツの作者、タイトル、総ページ数、巻の番号、エピソードの番号、版権者（出
版社）などが含まれうる。
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【００４９】
　コンテンツ画像は、概略画像、詳細画像（高解像度データ）を含み、それぞれ、ページ
、コマあるいはアンカーポイントごとに用意される。
【００５０】
　コンテンツ画像に付帯する付帯情報は、操作部１６から入力された情報、ページ情報解
析部１０の解析結果の情報、あるいは、入出力部１７を経由して入力された情報を含む。
【００５１】
　図２はコンテンツファイルの概念説明図である。コンテンツファイルは、ページごとの
概略画像と当該ページ内の各アンカーポイントに対応する詳細画像を含むスクロールビュ
ー用のコンテンツファイルと、ページごとの概略画像とコマごとの詳細画像を含むコマビ
ュー用のコンテンツファイルの双方を含む。本例では、電子コミック情報を、ひとつのフ
ァイルで構成しているが、コンテンツ画像と付帯情報とを異なるファイルに分けて格納し
、複数ファイルで構成してもよい。
【００５２】
　ヘッダは、ファイルの属性（ファイル名など）を示す。
【００５３】
　付帯情報は、検索タグ情報、吹き出し情報、テキスト情報、登場人物の情報、表示制御
情報、自動読み上げの属性情報、再生エフェクト情報、ページ情報、その他情報によって
構成されている。
【００５４】
　検索タグ情報。検索タグ情報は、検索に用いるタグ情報である。例えば、ページ番号（
ページ識別情報）、コマ番号（コマ識別情報）、エピソード番号（エピソード識別情報、
例えば第何話であるかを示す）、タイトル、作者、出版社（版権者）、総ページ数などの
情報を含んでいてもよい。
【００５５】
　吹き出し情報。吹き出し情報は、ページ単位（又はコマ単位）のコンテンツ画像中の吹
き出しに関する情報である。例えば、吹き出しのコンテンツ画像内での存在領域を示す吹
き出し領域情報、吹き出しの形状、吹き出しの起点（吹き出しの頂点）の位置と向き、吹
き出しの描線の属性（点線、実線など）、コンテンツ画像の要素（話者など）と吹き出し
の起点との相対的位置関係（例えば吹き出しの頂点と吹き出しの頂点が指し示す話者の顔
と最小間隔）、吹き出しのサイズ、吹き出しの話者の識別情報、吹き出しの属するコマな
どである。吹き出し領域情報は、例えば、吹き出しの描線（枠線）のコンテンツ画像内で
の位置を示す情報（例えば描線上の吹き出し形状に対応する複数点の位置情報、あるいは
描線全体のベクトル情報）である。吹き出し領域情報は、吹き出しの全領域（範囲）を示
すビットマップ情報でもよい。また、吹き出しの特定位置（中心位置）と吹き出しのサイ
ズによって吹き出し領域情報を表してもよい。例えば、図３（Ａ）～（Ｄ）のような４つ
の吹き出し種類があれば、その各々に対応する識別情報Ａ～Ｄを吹き出しの描線の属性と
して記憶する。
【００５６】
　テキスト情報。テキスト情報は、コンテンツ画像内のテキストに関する情報である。例
えば、各コマおよび各吹き出しに対応する、テキスト（文章）、文字属性情報、行数、行
間隔、文字間隔、表示切り替え方法、使用言語、縦書き／横書き、読み方向の区別などで
ある。文字属性情報には、文字サイズ（ポイント数など）、文字種別（フォント、強調文
字など）がある。テキスト情報には、吹き出し内の話者の台詞が含まれる。また、吹き出
し内に配置された原文の台詞に対応する各種言語の翻訳文とその使用言語（２以上の言語
の翻訳文でもよい）も、このテキスト情報に含まれうる。また、吹き出し外に配置された
テキスト（ナレーション、擬音を示す文字列など）やその翻訳文とそのテキストの属性（
文字サイズ、フォント、文字装飾など）と、それらの音声読み上げ属性（ボリューム、ス
ピード、繰り返し回数、開始／停止タイミングなど）、このテキスト情報に含まれうる。
表示切り替え方法には、スクロールスピード、スクロール方向、スクロールの開始、終了
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、一時停止、繰り返しの方法などのスクロール方法を含みうる。
【００５７】
　登場人物の情報。登場人物の情報は、吹き出しの台詞の話者に関する情報である。例え
ば、話者（登場人物）のコンテンツ画像（概略画像および詳細画像）内での存在領域を示
す話者領域情報（顔領域情報など）、話者の識別情報（名称など）、話者の属性（性別、
年齢など）。なお、話者とは、吹き出しのセリフ（台詞）の発生源を意味し、人間だけで
なく、動物、電話、パソコン、電子機器、ロボットなどの非生物が発するセリフも含む。
【００５８】
　表示制御情報は、ページ単位又はコマ単位の表示制御に関する情報である。
【００５９】
　ページ全体の画像を現在のアンカーポイントから次のアンカーポイントに移動（スクロ
ール）させるとともに、各アンカーポイントで所要の時間（予め設定された滞在時間、又
は手動で次のアンカーポイントへのスクロール指示があるまでの時間）停止させて閲覧可
能にするスクロールビューの表示制御情報は、各アンカーポイントのページ全体の画像上
の位置情報（座標）、各アンカーポイントの遷移順、滞在時間等を含む。
【００６０】
　ページ全体の画像からコマ順にしたがってコマ画像を切り出し、切り出したコマ画像を
所要の時間（予め設定された滞在時間、又は手動で次のコマ送り指示があるまでの時間）
停止させて閲覧可能にするコマビューの表示制御情報は、各コマ画像のページ全体の画像
内の領域を示すコマ領域情報、再生順、コマ画像の画像サイズ、滞在時間等を含む。
【００６１】
　コマ領域情報は、(1)「コマ」を多角形で表現し、多角形全ての頂点のページ全体の画
像上の位置情報（座標）で表現したものや、(2)「コマ」をマスク画像（コマ領域を１、
コマ以外を０の二値画像）で表現したものを含む。また、上記(1)、(2)とは独立に、コマ
の中にコマがあるような階層的表現（例えば「そのコマの中にあるコマ」、「そのコマが
属しているコマ」）を可能にする項目（コマに関するデータ項目）を加えるようにしても
よい。なお、ページ全体の画像からコマ順にしたがって切り出されたコマ画像を直接取得
し、その取得したコマ画像を所要の時間停止させて閲覧可能にするコマビューの場合には
、上記の表示制御情報のうちのコマ領域情報（ページ全体の画像からコマ画像を切り出す
ための情報）は不要になる。
【００６２】
　また、表示制御情報は、画面スクロールおよび／または画面切り替えを含む。画面スク
ロールの情報は、詳細情報として、スクロールスピード、スクロール方向、スクロール順
、スクロールの開始、終了、一時停止、繰り返しの方法などを含みうる。画面切り替えの
情報は、詳細情報として、切り替え単位（コマなど）、切り替えタイミングの決定方法（
手動、自動、半自動）、切り替えに付随する表示効果（ワイプ、フェードイン／フェード
アウト、ディゾルブ）などを含みうる。
【００６３】
　自動読み上げの属性情報。例えば、読み上げ速度、音量、話者の感情など。
【００６４】
　表示制御情報は再生シナリオを含む。再生シナリオは、コンテンツ画像の部分的な表示
領域の単位となる詳細画像の拡大率、前のアンカーポイントに対応する詳細画像から次の
アンカーポイントに対応する詳細画像への表示切り替えの速度および表示切り替え方法（
スクロール、フェードアウト／フェードインなど）、各アンカーポイントまたは各コマで
の視線の停止時間すなわち各アンカーポイントに対応する詳細画像の表示時間の長さであ
る滞在時間、コンテンツ内の概観画像および詳細画像の位置づけ（ページ、セクション）
、アンカーポイントの遷移順、見出し情報などを含む。アンカーポイントは、１ページご
との画像の部分領域（典型的にはコマかコマの一部）の視線の止まる位置（アイストップ
）である。
【００６５】
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　再生シナリオは、各アンカーポイントに対応する詳細画像のテキスト量に適合するよう
な滞在時間を含む。各アンカーポイント周辺での詳細画像のテキスト量が大きければそれ
だけ一画面内の情報量が多くなるので、その分再生シナリオでは滞在時間が長く設定され
ている。
【００６６】
　あるいは、各アンカーポイントでの詳細画像の拡大率をサーバ１にアクセスしてきた電
子書籍ビューワ２か、機種ごとの画面サイズに適合するような機種ごとの滞在時間を再生
シナリオに設定する。
【００６７】
　あるいは、アンカーポイント間の表示切り替えの速度を再生シナリオに設定する。この
速度は、再生状態情報として取得した、サーバ１にアクセスしてきた電子書籍ビューワ２
のユーザに対応する過去の閲覧のスピードから決定してもよいし、同一の再生コンテンツ
を再生した複数の電子書籍ビューワ２から再生状態情報として取得した過去の閲覧のスピ
ードを所定の算術式（平均など）に適用することで決定してもよい。
【００６８】
　表示切り替え方法は、電子書籍ビューワ２のユーザによる操作部２７への指示に応じて
決定されてもよいし、所定のデフォルトの切り替え方法としてもよいし、コンテンツ解析
情報に基づいて設定されてもよい。例えば、あるコマａのコンテンツ内のキャラクタの視
線方向の移動先がアンカーポイントの移動方向の先であるコマｂと一致するならば、コマ
ａからコマｂへの表示切り替え方法をスクロールに設定する。
【００６９】
　読み上げ音声に関する情報。例えば、読み上げ音声の内容、開始タイミング／終了タイ
ミング、読み上げスピード、読み上げ音声ボリューム、読み上げ話者属性（性別、年齢な
ど）。読み上げ音声の内容は、録音音声でもよいし、人工音声でもよい。読み上げ音声の
内容が人工音声の場合は、これを吹き出しおよび／または付随音声の内容と共通化できる
。
【００７０】
　ページ情報。たとえば、左開き／右開き、改行方向（縦書きの場合）。
【００７１】
　付随音声に関する情報。例えば、擬音や効果音の内容（原文および翻訳文のテキスト情
報）、出現回数、出現コマ、ボリューム、開始タイミング／終了タイミング、スピード、
音量、擬音はページ情報解析部１０によりコンテンツ画像から取得されたものでもよいし
、入出力部１７などから入力されたものでもよい。例えば、吹き出しに入っていない文字
情報が擬音の内容となる。擬音に対応する各種言語の翻訳文も、この情報に含まれうる。
【００７２】
　再生エフェクトに関する情報。例えば、端末振動、画面を揺らす、画面フラッシュ、画
面切り替えといったエフェクトの種類と開始タイミング。
【００７３】
　画面拡大などのレイアウト変更の可否を示す変更可否情報。
【００７４】
　その他の情報。例えば、ページ余白の領域とその領域に配置する広告データ。その他の
情報に含まれる変更可否情報は、レイアウト変更の可否など、オリジナルコンテンツから
の改変の可否を示す設定情報である。例えば、翻訳文表示、吹き出し拡大、吹き出し形状
変更、画像変更、台詞や擬音の音声読み上げ、ページ全体の左右反転などの可否を示す。
尚、改変項目ごとに独立に改変の可否を設定可能である。例えば、翻訳文表示は許可する
が、ページ全体の左右反転は禁止するといった設定が可能である。スクロール再生（スク
ロールビュー）は許可するが、コマ再生（コマビュー）は禁止するといった設定も可能で
ある。あるいはその他の情報は、ページめくりに関する情報（たとえば、左開き／右開き
）、改行方向（縦書きの場合）などのページ情報を含む。
【００７５】
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　ページ情報解析部１０は、ＤＢ１１に蓄積されたコンテンツ画像を解析する。解析の結
果取得できた情報は、付帯情報となる。例えば、ページ解析結果に関する情報は、ページ
ごとのコンテンツの要素（コマ、描画、描画内の登場キャラクタの種類、吹き出し、セリ
フ、テキスト、表、図など）のレイアウト、コンテンツの要素の読み順、キャラクタの特
徴（キャラクタ名、キャラクタの視線方向、キャラクタのサイズ、位置など）、セリフな
どのテキストの内容、位置、量（文字数）、ページ／セクション／章などの区切りなどを
含む。
【００７６】
　ページ情報解析部１０によるページ情報の解析および取得のためには、公知の画像解析
技術、テキスト解析技術が使用される。例えば、顔、動物、建築物、自動車その他の物体
のコンテンツの要素の位置、サイズ、種類は、それらの画像情報に関する特徴量に基づき
自動検出されてもよい。コンテンツの要素の自動検出はマシンラーニングに基づいて行わ
れてもよい。例えば、学習用のサンプルマンガに基づき、コマや吹き出しの外縁の検出確
度、矩形以外の領域のコマや吹き出しとしての妥当性の判断閾値などを経験的に設定する
。
【００７７】
　あるいは、ＯＣＲにより、吹き出し内部のテキスト文章（セリフ）を認識し、それを囲
む領域をセリフ領域と認識してもよい。読み出されたセリフの各文字は、文字の向きに応
じてソートされる。例えば、セリフが縦書きなら列の先頭から最後尾にかけてソートされ
、かつ右の列から左の列にかけてソートされる。
【００７８】
　コマ番号またはセリフ番号は、所定のルールに従って決定される。例えば、コンテンツ
の種類がマンガの場合、コンテンツ解析情報に含まれるコマまたは吹き出しの位置が最も
右上のものから最も左下のものにかけて各コマまたは吹き出しの代表点（コマまたは吹き
出しの中心や重心など）を順次水平方向に走査することでページ番号またはセリフ番号が
決定される。
【００７９】
　各コマの代表点は、１ページごとのコンテンツの要素の視線の止まる位置（アンカーポ
イント）となり、そのアンカーポイントを起点に、コンテンツの表示単位がスクロールや
切り替えによって切り替わる。
【００８０】
　あるいは、図示は省略するが、コンテンツの作者に応じたルールに従ってページ番号ま
たはセリフ番号が決定されることもできる。
【００８１】
　あるいは、コンテンツ解析ルールは、コンテンツの作者や種類に応じた規定のルールだ
けでなく、人工知能により学習されたコンテンツの作者や種類に応じたルールでもよい。
【００８２】
　ルール学習は、例えば次のように行う。まず、複数の基本パターンについてそれぞれ正
解ルールを予め用意しておく。ページ情報解析部１０は、複数の基本パターンについてそ
れぞれ特徴量（コマ境界線の太さや長さなど）を抽出する。そしてページ情報解析部１０
は、抽出された特徴量から、コンテンツ作成者の想定しているコマの読み進み順を推定す
る。ページ情報解析部１０は、基本パターンごとに推定した読み進み順と正解ルールとを
比較して、コマの読み進み順を推定するパラメータを最適化する。ページ情報解析部１０
は、この最適化されたパラメータに従ってマンガのコマの読み順を推定する。
【００８３】
　説明の簡略のため、オリジナルコンテンツはマンガであり、オリジナルコンテンツ画像
は、マンガの各ページに対応する画像であるとする。マンガとは、絵（実写、描画を問わ
ない）とセリフの双方からなるコンテンツである。
【００８４】
　サーバ１は、マンガの各ページに対応するページ全体の画像（高解像度の画像）を、記
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録メディアやネットワークを介して取得し、あるいはマンガをスキャナーで読み取ること
により取得する画像取得手段（図示せず）を有し、前記ページ情報解析部１０は、取得し
た画像を解析することにより前述した各種の付帯情報を自動的に取得する。また、ページ
全体の画像からコマビュー用のコマ画像を切り出してコマ画像を生成するコマ画像生成機
能をページ情報解析部１０に設けてもよいし、ページ情報解析部１０からコマ領域の情報
を取得してページ全体の画像からコマビュー用のコマ画像を切り出してコマ画像を生成す
るコマ画像生成手段をサーバ内に備えるようにしてもよい。
【００８５】
　ページ情報解析部１０により取得された各種の付帯情報は、操作部１６での操作により
修正することが可能である。また、操作部１６により付帯情報を追加することも可能であ
る。
【００８６】
　上記のようにして取得された各ページに対応するページ全体の高解像度の画像又はコマ
画像と、それに付属する付帯情報とを有するファイルフォーマットの電子コミックが生成
され、ＤＢ１１に保存される。なお、サーバ１自身が電子コミックを生成する電子コミッ
ク生成部を備えている場合に限らず、外部の電子コミック生成装置により生成された電子
コミックをサーバ１のＤＢ１１に保存するようにしてもよい。
【００８７】
　再び図１を参照すると、電子書籍ビューワ２はスマートフォン、タブレットコンピュー
タなどの携帯型情報端末で構成され、画像を再生可能な表示手段、通信手段、操作検知手
段、音声再生手段、情報処理装置などを備えている。
【００８８】
　具体的には、電子書籍ビューワ２は、データベース（ＤＢ）２１、表示部２４、コンテ
ンツ表示制御部２５、音声再生部２６、操作部２７、スピーカ２８、入出力部２９を備え
る。
【００８９】
　表示部２４は、ＬＣＤなどの表示装置で構成される表示手段である。操作部２７は、タ
ッチパネルなどで構成される操作検知手段である。好ましくは、操作部２７は、表示部２
４に積層されており、表示部２４に対するシングルタップ、ダブルタップ、スワイプ、長
押しなどの各種操作を検知できる。
【００９０】
　音声再生部２６は、コンテンツファイルに格納された音声に関する情報（読み上げ音声
に関する情報および／または付随音声に関する情報）を音声化してスピーカ２８から出力
する回路である。
【００９１】
　入出力部２９は、サーバ１の入出力部１７から出力されたコンテンツファイルを入力す
る手段である。典型的には、入出力部１７および入出力部２９は、通信手段であるが、コ
ンピュータ読み取り可能な記録媒体に対する書き込み・読み出し手段であってもよい。
【００９２】
　ＤＢ２１は、ＤＢ１１と同等の情報を格納する。すなわち、電子書籍ビューワ２が、サ
ーバ１に電子書籍の送信を要求すると、サーバ１は、入出力部２９を介してＤＢ１１のコ
ンテンツファイルをＤＢ２１にエクスポートし、ＤＢ２１に格納される。ただし、ＤＢ１
１の情報とＤＢ２１の情報は完全に同じである必要はない。ＤＢ１１は、様々なユーザか
らの要求に応えるため、様々な種類のコンテンツ画像、例えば、異なる作者のマンガの各
巻のコンテンツ画像を格納するライブラリである。ＤＢ２１には、電子書籍ビューワ２の
ユーザが閲覧したいコンテンツに関係するコンテンツファイルのみが格納されていれば足
りる。
【００９３】
　コンテンツ表示制御部２５は、表示部２４に対するコンテンツの表示制御を行う。詳細
は後述する。
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【００９４】
　図４はサーバ１と電子書籍ビューワ２との間で実行される配信処理のフローチャートを
示す。Ｓ１・Ｓ４は電子書籍ビューワ２が実行し、Ｓ２・Ｓ３はサーバ１が実行する。こ
の処理をサーバ１および電子書籍ビューワ２にそれぞれ実行させるプログラムは、サーバ
１および電子書籍ビューワ２にそれぞれ備えられたコンピュータ読み取り可能な記憶媒体
（ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＣＤＲＯＭなど）に記憶されている。
【００９５】
　Ｓ１では、電子書籍ビューワ２は、入出力部２８を介して、コンテンツ要求をサーバ１
に送信する。
【００９６】
　Ｓ２では、サーバ１は、スクロールビューまたはコマビューに対応するコンテンツ要求
を待機しており、入出力部１７を介して電子書籍ビューワ２からコンテンツ要求を受信す
ると、Ｓ３に進む。
【００９７】
　Ｓ３では、サーバ１は、コンテンツファイルを電子書籍ビューワ２に送信する。すなわ
ち、サーバ１は、スクロールビューに対応するコンテンツ要求があった場合は、スクロー
ルビューに対応するコンテンツファイルを送信し、コマビューに対応するコンテンツ要求
があった場合は、コマビューに対応するコンテンツファイルを送信する。
【００９８】
　Ｓ４では、電子書籍ビューワ２は、コンテンツファイルを受信し、ＤＢ２１に格納する
。そして、後述の表示処理に進む。コンテンツ画像の送信は、ページ単位あるいはコマ単
位で行われてもよく、付帯情報も、送信されたコンテンツ画像の単位に対応する情報のみ
を送信してもよい。
【００９９】
　図５は電子書籍ビューワ２の実行する表示処理（スクロールビュー）のフローチャート
を示す。図６は電子書籍ビューワ２の実行する表示処理（コマビュー）のフローチャート
を示す。図５または図６のいずれかの処理は、操作部２７からの選択に従って実行される
。
【０１００】
　図５を参照すると、Ｓ１０では、コンテンツ表示制御部２５は、ＤＢ２１のコンテンツ
ファイルに基づき、指定されたコンテンツ画像のページの最初の順のアンカーポイントを
カレントアンカーポイントに設定する。
【０１０１】
　Ｓ１１では、コンテンツ表示制御部２５は、カレントアンカーポイントを基準にして、
当該ページ全体の概略画像から表示用の詳細画像を切り出し、これをカレント画像とする
。詳細画像を切り出す代わりに、コンテンツファイルの詳細画像を読み出してカレント画
像とすることもできる。
【０１０２】
　Ｓ１２では、コンテンツ表示制御部２５は、詳細画像を表示部２４に表示する。
【０１０３】
　Ｓ１３では、コンテンツ表示制御部２５は、ＤＢ２１のコンテンツファイルの付帯情報
に基づき、カレントアンカーポイントに対応する滞在時間が経過したか否かを判断する。
Ｙｅｓの場合はＳ１４に進み、Ｎｏの場合はＳ１２に戻る。
【０１０４】
　Ｓ１４では、コンテンツ表示制御部２５は、カレントアンカーポイントは、当該ページ
の最後のアンカーポイントであるか否かを判断する。Ｙｅｓの場合はＳ２１に進み、当該
ページの表示を終了する。そして、次のページがあれば、そのページについて、Ｓ１０以
降を繰り返す。Ｎｏの場合はＳ１５に進む。
【０１０５】
　Ｓ１５では、コンテンツ表示制御部２５は、カレントアンカーポイントからその次の順
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のアンカーポイントまでを結ぶ線分に沿って、カレントアンカーポイントを起点に所定の
単位ずつ（例えば１ドットずつ）増分した位置を、仮アンカーポイントに設定する。この
増分はＳ１６～Ｓ１９のループの回数分だけ繰り返される。
【０１０６】
　Ｓ１６・Ｓ１７では、コンテンツ表示制御部２５は、当該ページ全体の画像から仮アン
カーポイントを基準にして、表示用の詳細画像を切り出し、これを次の詳細画像とする。
画像を切り出す代わりに、コンテンツファイルの詳細画像を用いることもできる。
【０１０７】
　Ｓ１８では、コンテンツ表示制御部２５は、現在の仮アンカーポイントに対応する詳細
画像から次の仮アンカーポイントに対応する詳細画像に切り替えて表示する。この結果、
画面は所定の単位ずつスクロールすることになる。
【０１０８】
　Ｓ１９では、コンテンツ表示制御部２５は、仮アンカーポイントが、カレントアンカー
ポイントの次のアンカーポイントに到達したか否かを判断する。Ｙｅｓの場合はＳ１２に
戻り、次のアンカーポイントを新たなカレントアンカーポイントとし、そのカレントアン
カーポイントに対応する詳細画像を表示する。Ｎｏの場合はＳ１６に戻り、所定の単位ず
つのスクロールを継続する。
【０１０９】
　図６を参照すると、Ｓ３１では、コンテンツ表示制御部２５は、指定されたページのコ
ンテンツ画像のコマ順序を基準にして、最初のコマをカレントコマとする。
【０１１０】
　Ｓ３２では、コンテンツ表示制御部２５は、カレントコマに対応する詳細画像をコンテ
ンツ画像から切り出し、これをカレントコマ画像とする。詳細画像を切り出す代わりに、
コンテンツファイルの詳細画像を用いることもできる。
【０１１１】
　Ｓ３３では、コンテンツ表示制御部２５は、カレントコマ画像を表示部２４に表示する
。
【０１１２】
　Ｓ３４では、コンテンツ表示制御部２５は、コンテンツファイルの付帯情報に基づき、
カレントコマに対応する滞在時間が経過したか否かを判断する。Ｙｅｓの場合はＳ３５に
進み、Ｎｏの場合はＳ３３に戻る。
【０１１３】
　Ｓ３５では、コンテンツ表示制御部２５は、カレントコマは、当該ページの最後のコマ
であるか否かを判断する。Ｙｅｓの場合はＳ３６に進み、当該ページの表示を終了する。
そして、次のページがあれば、そのページについて、Ｓ３１以降を繰り返す。Ｎｏの場合
はＳ３７に進む。
【０１１４】
　Ｓ３７では、コンテンツ表示制御部２５は、カレントコマの次の順のコマを、新たにカ
レントコマに設定する。そして、Ｓ３２に戻り、カレントコマに対応する詳細画像を切り
出すか、詳細画像を読み出し、これをカレントコマ画像とする。それ以降の処理は上記と
同様である。
【０１１５】
　なお、Ｓ１２またはＳ３３において、画像は、操作部２７に入力される画像送り指示に
従って切り替わってもよい。切り替わる単位は、アンカーポイント（Ｓ１２）かコマ（Ｓ
３３）となる。また、切り替わる順序は、アンカーポイント順あるいはコマ順に従う。た
だし、ユーザがページの読みとばしなどの不規則な閲覧を希望する場合もあるため、この
順序を無視したコンテンツ画像の切り替わり操作が許容されてもよい。
【０１１６】
　図７は電子書籍ビューワ２の実行するセリフ処理のフローチャートを示す。この処理は
、Ｓ１２またはＳ３３と並行して実行される。
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【０１１７】
　Ｓ４１では、コンテンツ表示制御部２５は、ＤＢ２１のコンテンツファイルに基づき、
コンテンツ画像の表示を開始する。これはＳ１２またはＳ３３と同様である。
【０１１８】
　Ｓ４２では、コンテンツ表示制御部２５は、操作部１６から、吹き出し内のセリフ表示
方向として「横書き」が指示されたか、「縦書き」が指示されたかを判断する。「横書き
」の指示があった場合はＳ５１に進み、「縦書き」の指示があった場合はＳ６１に進む。
【０１１９】
　Ｓ５１では、コンテンツ表示制御部２５は、表示指定のあった画像領域に対応する吹き
出しの位置情報と、当該吹き出しに対応する横書きのセリフ（翻訳文）のテキスト情報に
含まれるテキスト属性（サイズ、フォント、文字間隔、行間隔、行数など）と、当該吹き
出しの話者である登場人物の情報を読み出す。
【０１２０】
　Ｓ５２では、コンテンツ表示制御部２５は、吹き出しの位置情報に基づき、当該吹き出
し内で、テキスト属性に従い、セリフのテキスト情報を横書きに配置する。コンテンツ表
示制御部２５は、テキスト属性に従った横書きの配置でテキスト情報が収まるか否かを判
断し、収まらないと判断した場合は、当該吹き出し内で、テキスト情報のスクロールを開
始する。スクロールの態様は任意である。例えば、図８のように、テキスト情報の文字を
１行か複数行に並べ、各行の先頭の文字から末尾の文字まで順次行方向にスクロールする
。スクロール方向は言語の種類に依存する。英語ならば左から右へ読むから、スクロール
方向は左である。全ての文字のスクロールが終わった場合、先頭の文字からスクロールを
繰り返してもよい。
【０１２１】
　Ｓ６１では、コンテンツ表示制御部２５は、表示指定のあった画像領域に対応する吹き
出しの位置情報と、当該吹き出しに対応する縦書きのセリフ（原文）のテキスト情報およ
びテキスト属性と、当該吹き出しの話者である登場人物の情報を読み出す。
【０１２２】
　Ｓ６２では、コンテンツ表示制御部２５は、吹き出しの位置情報に基づき、当該吹き出
し内で、テキスト属性に従い、セリフのテキスト情報を縦書きに配置する（図９参照）。
【０１２３】
　Ｓ７１では、音声再生部２６は、音声に関する情報に基づき、音声を再生する。
【０１２４】
　まず、音声再生部２６は、コンテンツ表示制御部２５が現在表示している詳細画像に対
応するセリフと、セリフに対応する音声と、そのセリフの属するコマに対応する付随音声
を判断し、音声再生に関する情報（テキスト情報、登場人物の属性情報、自動読み上げの
属性情報、擬音）を付帯情報から取得する。
【０１２５】
　図１０は、表示中の詳細画像（アンカーポイント３）に対応する音声再生に関する情報
の一例を示す。
【０１２６】
　音声再生部２６は、音声再生に関する情報から、セリフ音声の属性を識別し、その属性
に応じた音声を、スピーカ２８から出力する。例えば、属性が、セリフ話者の年齢＝１５
、セリフ話者の性別＝女を示していれば、音声再生部２６は、予め定められた十代前半の
女性の音声の属性でセリフ音声を合成し、スピーカ２８から出力する。
【０１２７】
　話者に重要性がない（１回限りで登場するなど）、話者に個性がないなどの理由で、セ
リフ音声の属性がない場合は、デフォルトの属性でセリフ音声を合成する。
【０１２８】
　また、読み上げボリュームや読み上げスピードなどの属性がない場合は、対応するセリ
フの配置される吹き出しの属性や、セリフの属性に基づいてセリフ音声を合成する。
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【０１２９】
　例えば、吹き出しの種類が、図３（Ｂ）のような大声のセリフを表す場合、音声再生部
２６は、当該セリフの読み上げボリュームを「大」とする。あるいは、吹き出しの種類が
、図３（Ｃ）のような想像または回想のセリフを表す場合、音声再生部２６は、当該セリ
フの読み上げボリュームを「小」とする。あるいは、吹き出しの種類が、図３（Ｂ）・図
３（Ｃ）以外の場合、音声再生部２６は、当該セリフの読み上げボリュームを「中」とす
る。
【０１３０】
　あるいは、セリフの文字が強調文字や「！」マークを含む場合、音声再生部２６は、当
該セリフの読み上げボリュームを「大」とする。
【０１３１】
　あるいは、セリフの文字間隔が「大」である場合、音声再生部２６は、当該セリフの読
み上げスピードを「スロー」とし、セリフの文字間隔が「小」である場合、音声再生部２
６は、当該セリフの読み上げスピードを「クイック」とする。
【０１３２】
　ここで、音声再生部２６は、吹き出しに配置するセリフの言語と同一の言語で音声化す
る。ただし、音声再生部２６は、吹き出しの言語とは異なる言語の指定が操作部２７から
あれば、その言語で音声化する。
【０１３３】
　吹き出しのセリフの表示開始／終了と当該吹き出しのセリフの読み上げの開始／終了は
同期する。例えば、吹き出しに関する情報に吹き出しの読み順が含まれていれば、その順
に沿って吹き出し内のセリフが読み上げられる。この際、読み上げられているセリフの再
生に同期して、セリフ文字に視覚的効果を付与することもできる。例えば、セリフ文字へ
の視覚的効果として、読み上げられているセリフの個々の文字をハイライトしたり、アン
ダーライン・傍点・着色などの装飾を付与したり、読み上げられているセリフ部分のみを
スクロールで示したり、読み上げられていないセリフの個々の文字をグレーアウトしたり
、読み上げられたセリフはフェードアウトさせるなどが挙げられる。
【０１３４】
　付随音声に関する情報で、付随音声の開始／終了タイミングが指定されている場合、付
随音声はそれに従って再生される。そのような指定がない場合、吹き出しのセリフの読み
上げの開始／終了と、当該吹き出しの属するコマの付随音声の開始／終了も同期する。例
えば、バックグラウンドの文字「わー」といった文字がある場合は、その文字が含まれて
いる詳細画像の表示開始から終了まで、対応する歓声が再生される。
【０１３５】
　音声再生部２６は、同一の付随音声が複数のコマに渡って配置されている場合は、それ
らのコマの表示開始から終了までの間、当該付随音声を繰り返すなどして継続的に再生す
る。
【０１３６】
　このように、本願のコンテンツファイルが電子書籍ビューワ２に提供されることにより
、電子書籍ビューワ２は、セリフの言語に応じたセリフ配置、スクロール、セリフの音声
再生、擬音や効果音の再生が可能となる。
【０１３７】
　＜第２実施形態＞
　第１実施形態の表示処理のＳ５２における吹き出し内のテキスト情報のスクロールのさ
せ方は、各種のものが採用できる。例えば、図１１のように、テキスト情報を１行でスク
ロールさせる。あるいは、図１２のように、１行目のテキストを左方向にスクロールさせ
るともに、そのスクロールで生じた１行目の空白に、２行目以下のテキスト情報を繰り上
げるらせん状スクロールをさせる。あるいは、図１３のように、各行を同時にスクロール
させる。あるいは、図１４のように、吹き出しの形状に合わせて、らせん状スクロールを
させる。
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【符号の説明】
【０１３８】
　１：サーバ、２：電子書籍ビューワ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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