
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ファイル中のリンクを活性化させることによって、ネットワーク中のあるロケーションに
アクセスするアクセスシステムであって、該リンクはロケーションアドレスまたはロケー
ションアドレスの識別子を含み、該システムは、
１）１以上のファイルを取り出す手段と、
２）取得したファイルを検索し、そこに埋め込まれた１以上のリンクを探し出す手段と、
３）探し出された複数のリンクの各々にそれぞれ異なる識別子を付加する手段と、
４）ユーザが付加された識別子を入力するために使用する入力手段と、
５）識別子の入力に応答して、それに対応するリンクを活性化する活性化手段と

。
【請求項２】
スクロール命令に応じて、前記表示をスクロールし、前記識別子を表示された次の前記ス
クロールになる取得したファイル部分内にあるリンクへ再割当するよう動作可能な請求項

記載のシステム。
【請求項３】
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を含み、
前記識別子を付加する手段は、予め決められた数の前記識別子まで割当て、取得されたフ
ァイル内のリンクの数が前記予め決められた数を超える場合には、（ａ）前記識別子を前
記取得されたファイル内の第１のリンクに割当て、（ｂ）ユーザ入力命令の受領時に、前
記識別子を前記取得されたファイル内の別のリンクに再割当するよう動作可能なシステム
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該取得したファイルの画面上の表示を生成する手段と、それぞれのリンクの第２の画面上
の表示を生成するように、取得したファイル中の少なくとも２つの活性化できるリンクを
処理する手段と、前記取得したファイルの他の内容とは別個に、該リンクの第２の画面上
の表示の組を表示するように構成された手段とを含む請求項 記載のシステム。
【請求項４】
処理されたリンクの前記第２の画面上の表示のそれぞれは、対応する処理されたリンクの
第１の画面上の表示とは異なる、請求項 記載のシステム。
【請求項５】
さらに、ファイル内に位置するリンクの空間座標を決定する手段を含み、前記空間座標は
、それぞれのリンクを表示されるときのファイル中の位置に関連付け、また識別子を割り
当てる手段はその空間座標にしたがってそれぞれのリンクに識別子を割り当てる請求項

記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
本発明は、アドレスを含むファイル中のリンクを活性化することによって、例えば、ハイ
パーテキスト・マークアップ・ランゲージ（ＨＴＭＬ）で記述されたファイルに埋め込ま
れたリンクを活性化されるような方法でアクセスが行われるシステムに関する。
分散型通信システムにおいては、増大する量の情報が利用できるようになっている。最も
良く知られているものは、ブラウザを用いてアクセスする、インターネットのワールド・
ワイド・ウェブ（ＷＷＷ）領域である。テキスト、画像、音声ファイル、動画ファイルな
どからなるページには各々に分散ネットワークにおけるアドレスが付与されており、それ
を介してそれらのページにアクセスすることができる。
ＨＴＭＬ、特にインターネットのウェブ環境でのその使用に関する説明及び手引きが，１
９９５年刊、『 Behaviour Research M thods, Instruments and Computer』 ,Ｖｏｌ２７
（２）２００－２０５頁において JYM Chu, WL Palya, DE Walterによる「 Creating a Hyp
ertext Markup Language document for an  Server」と題する文献に掲載さ
れている。
通常はテキストからなるページがスクリーン上に表示される。システムが立ち上がると、
表示されるページが利用者のブラウザによって提供される。最初のページからネットワー
ク内の他の場所への移動は最初のページに埋め込まれていてスクリーン上で見ることがで
きるリンクによって達成される。通常、そのリンクは第二の場所のアドレスを保持してい
る。利用者が最初のページのリンクを「クリック」すると、そのリンクが保持するロケー
ション・アドレスに移動するようにブラウザが動作する。その結果、全てのページの作成
者は、自身のページからインターネット上のそれぞれのロケーションへリンクすることに
よって、地理的位置に関係なく、他のページ、ファイル、あるいはアプリケーションを利
用可能にすることができる。
（ここで使用される「ページ」なる用語は、テキストとグラフィックからなるページだけ
でなく、ヴァーチャル・リアリティー・ファイルやインターネットとＷＷＷを介して利用
可能なコンピュータ・アプリケーション（ソフトウエア）も指し示すものである）。
ネットスケープのような現在のＷＷＷブラウザは、リンクを選択しページ間を移動するた
めにポインティング・デバイス（例えば、マウス）からのクリックを用いる。「ポイント
とクリック」はコンピュータ・グラフィカル・ユーザ・インターフェイスに精通した人々
にとっては直感的に分かるものであるが、大部分の人々にとってはそうではない。さらに
、コスト、複雑さ、信頼性、大きさ、環境等の理由でポインティング・デバイスは適当で
はない場合が多々ある。
本発明によれば、ロケーション・アドレスやロケーション・アドレスの識別子を含む、フ
ァイル中のリンクを活性化することによってネットワークのあるロケーションにアクセス
するためのアクセスシステムが提供される。そのシステムは：
1)一以上のファイルを取得する手段と；
2)取り出されたファイルを検索し、そこに埋め込まれている一以上のリンクを探し出す手
段と；
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3)その様に位置づけられたリンクに識別子を割り当てる手段と；
4)割り当てられた識別子を選択するためにユーザが使用する選択手段と；
5)識別子の選択に応答して対応するリンクを活性化する活性化手段と；
からなる。
活性化されたリンクの性質、あるいは活性化されたリンクに関連付けられたロケーション
に応じて、本アクセス システムはインターネットからのテキストファイルのようなデー
タ・ファイルにアクセスし、あるいは動画や会議用アプリケーションのようなコンピュー
タ・アプリケーションにアクセスする。
あるいは、活性化されたリンクに関連付けられたロケーションは、電話番号、ファクシミ
リ番号、電子メールのアドレスのような通信ネットワークのロケーションであっても良い
。この方式で通信接続の確立を可能にする装置は、１９９６年９月２９日と１９９７年４
月１６日付で現出願人の名義で出願され、出願係属中である英国特許出願第９６１９９５
８．３号および英国特許出願第９７０７７１２．７号に開示されている。
リンクに識別子を付与し、画面上でリンクを直接操作する代わりに、その識別子を介して
リンクを選択する方法を提供することにより、本発明の実施は、通常リンクとともに使用
される、通常はマウスであるポインティング形の装置とは異なるユーザ・インターフェイ
スの使用を可能にする。このことは、ユーザがマウスのようなポインティング・デバイス
より自分に適したインターフェイスやより役立つインターフェイスを選択できることを意
味する。
本発明実施例を用いることにより、ユーザに非視覚的に提供されたリンクを，たとえば音
によって、選択することさえ可能である。
異なるユーザ・インターフェイスがすでに他の目的で用いられている環境の例が家庭内に
ある。たとえばビデオテープ・レコーダー、ハイ ファイ装置のような、テレビ家庭用Ａ
Ｖ機器をコントロールするためにリモート・コントール装置が多々用いられる。また、英
国用に現在製造されるテレビのかなりの部分には、リモートコントロール装置を使用する
ことによってのみアクセスすることができるテレテキスト（Ｔｅｌｅｔ ｘｔ）が備えら
れている。このことは、ポインティングではなくキーを押すことによる、コマンド形コン
トロールシステムを用いることによって、電気機器をコントロールするというメタファを
なすものである。しかしながら、テレテキストは準備されている情報と共にのみ機能する
。インターネットからの情報と共に使用されるような、動的で非制約な環境では使用する
ことはできない。
本発明の実施例は、たとえば端末器等として提供可能であり、それは、端末上に表示され
たページに埋め込まれたリンクに関する識別子を選択するための代替”コマンド形”イン
ターフェイスを用いて、ワールド・ワイド・ウェブからのページを表示することができる
。たとえば、簡単なテレテキスト形リモートコントロール装置と画面上に表示された別々
のリンクをしめす、簡単な色違いのラベルであっても良い。ユーザは「ポイントとクリッ
ク」によるＷＷＷタイプのインターフェイスを用いるのではなく、装置を操作してラベル
を選択する。したがって、ユーザは一連の情報ページを介して経路を選択するために面上
にポインタを位置させる必要はない。そのかわり、リンクを活性化させる一連のキー操作
によってナビゲーションを達成することができる。
以下に記述する具体的な実施例では、ＷＷＷの情報を表示するためにテレビ画面を用いて
いるが、「コマンド形」インターフェイスはテレビ 面とともに使用されることに限定さ
れない旨を注記する。さまざまな他の表示装置が使用可能である。たとえば、ナビゲーシ
ョンをコントロールするさいに電話機のキーパッドボタンを使用して、電話機の表示パネ
ルを情報を表示するために用いることができる。また、最小限のキーは使用するが、携帯
電話、ポケットベル、個人情報機器の機能と組み合わせて携帯情報端末を作成することも
可能である。スクリーン表示と関連して用いられる電話機のキーパッド・ボタンの使用例
が、本出願人により１９９７年２月１３日に出願された、現在係属中の欧州特許出願第９
７３００９２９．３号に記載されている。
コマンド形インターフェイスの実際の実現は、リモートコントロール装置のキーパッドに
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基づく必要はない。ユーザにコマンドを提供する非常に多くの他にとり得る手段が存在し
、そのうちのいくつかを以下に詳述する。
本発明の実施例によってアクセス可能なアプリケーションは会議用アプリケーションであ
る。
画面による音声会議用アプリケーションは、現出願人名義で出願されていて、出願係属中
である、１９９６年９月２５日付出願の英国特許出願第９６２００００．１号、１９９６
年９月２７日付出願の英国特許出願第９６２０２６０．１号、１９９７年３月１２日付出
願の英国特許出願第９７０５０９７．５号、および１９９７年４月１６日付出願の欧州特
許出願第９７３０２６１５．６号に記載されている。
音声会議用アプリケーションにアクセス可能なロケーションにアクセスすると、ユーザは
まず初めに会議での登録用テキストページの提示を受けるだろう。ゆえに、会議用アプリ
ケーションのローンチ（ launching）することは、インターネットのテキストページにア
クセスすることに非常に類似しているともいえる。
ローンチされるアプリケーションはそのリンクのアドレスのファイル拡張子によって決定
される。その様なアプリケーションのもう一つの例は、ビデオ・ビューワであり、それに
よりユーザは動画を見ることが可能になる。多くの動画を符号化する方法が利用できる。
一つの幅広く適用されている技術は、国際標準規格ＩＳＯ－ＩＥＣ１１１７２”約１．５
Ｍｂｉｔ／ｓ以下の速度によるデジタル記憶媒体への動画及び音声の符号化”によって規
定されるものであり、ＭＰＥＧ１として知られる。ＭＰＥＧ１に準拠するファイルには「
．ＭＰＥＧ」や「．ＭＰＧ」の拡張子のついた名前が通常つけられる。アップル T M社のク
イックタイム T Mというビューワによって見るのに適したファイルは通常「．ＭＯＶ」とい
うファイル拡張子を有する。あるファイルへのリンクがおかれている場合、ユーザがある
特定のファイル拡張子に関連付けてアップリケーションを特定していれば識別子がそのリ
ンクに付与されそのアプリケーションが自動的に立ち上がる。あるいはユーザは立ち上げ
るべきアプリケーションを特定することを求められる。同様に、あるリンクが立ち上げる
べきビデオ会議アプリケーションと確立されるべきビデオ会議接続を要求することもある
。その様なリンクはビデオ会議リンクとしてたとえば「．ＶＣＬ」のようなアプリケーシ
ョン特定ファイル拡張子を含んでいる必要がある。
本発明の特に有用な特徴は、ウェブに適合したページを、通常はその目的に供されない画
面上に提供する際に生ずる問題を解決することにある。上述のように、ウェブに適合した
ページは、テキスト内のリンクの位置にカーソルを置くためのポインティング・デバイス
を用いるユーザによって選択されるように設計されている。ポインティング・デバイス無
しでは、リンクを選択することは不可能である。しかし、より一般的な識別子をリンクに
割り当てることにより、たとえばキーパッドを使用することも可能となる。
リンクに割り当てられる識別子は、いくつかある識別子の種類のうちいずれであっても良
い。画面上で同時に見ることのできる他のリンクと異なるものとして、それぞれのリンク
を識別する必要があり、また、キーパッドのような非ポインティング・デバイスによって
選択可能でなければならない。ゆえに、リンクに割り当てられる識別子の例には、色が含
まれ、それぞれのリンクは画面上に異なった色で表示される。キーパッド上の色付けされ
たボタンはそれゆえリンクを選択するために用いることができる。リンクの初めの文字の
みを着色しても良い。他の例は番号である。それぞれのリンクは、番号を付与されて画面
上に表示されても良い。キーパッドはその関連付けられた番号を入力するために用いるこ
ともできる。番号は、視覚的なものの代わりに音声としてユーザにリンクが提供される場
合にも役に立つ。
リンクのための識別子はまた、そのリンクの通常画面上の表示から、少なくとも部分的に
抽出されても良い。たとえば、識別子はそのリンクのテキスト（あるいは画像）の省略さ
れたものであっても良い。これら識別子はリンクに加えて画面上に表示されても良い。し
たがって、リンクは、ウェブ・ページで通常そうであるように、画面上のテキストに埋め
込まれていても良いし、また、選択を簡単にするために、識別子のみを表示するエリアを
画面上に設けても良い。識別子をリンクに関連付けるためには、関連付けられたリンクか
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らのテキスト（あるいはおそらく記号）の省略されたものを含んでいると便利である。本
発明の実施態様は、クライアント側でかかる形式の識別子を生成する手段を提供するもの
であり、それゆえ、本発明の実施例とともに、ナビゲーション・リンクの埋め込まれたオ
リジナルのテキストを使用することが可能になる。
より詳細にいうと、リンクを内包するページの作者は本発明の実施例によって使うことが
できるように、そのリンクを特別にデザインすることは可能であるが、インターネット環
境においてはそのことは接続されるサーバに保存されたページにおいてなされなければな
らない。通常のウェブ型の環境では全ての接続可能なサーバにおいてページ・デザインを
制御するのは現実的ではない。全ての接続可能なページ、ファイル、およびアプリケーシ
ョン等にとって実用的なシステムを構築するために、本発明の実施態様は、リンクが表示
される方法をクライアント側で制御する、クライアント環境に基づくものである。すなわ
ち、抽出されたリンクを読み取り、それら 識別子を割り当てることにより必要なところ
に変換するクライアント装置が提供され、その識別子は、クライアント装置で表示するた
めに、最初に作成されたリンクを置換えたり、補ったりしても良い。
上述のように、本発明の実施態様はテキストのページに見えるようにリンクを表示するだ
けでなく、画面の専用エリアに表示される、識別子も表示することが明快さのためには好
ましい。これらの識別子はリンクの機能性を反復する、一組の「ホット・ボタン」によっ
て提供されても良い。たとえば、画面の下の部分を横切るエリアに、選択されるべきボタ
ンの配列を配置しておけば、ユーザにとってより簡明である。このことは、テレテキスト
環境に馴染んでいるユーザにとって特にあてはまる。小型の画面には、リンクの最初に作
成された画面上の表示形態を有する「ホット・ボタン」の配列ばかりでなく、テキストの
ページを表示するために使えるスペースがないかもしれない。本発明の実施態様は、長い
リンクの記述子を番号や色のような簡単な識別子に、少なくともテキストのページに加え
られた「ホット・ボタン」の配列に関して、置換えることにより、この場合に特に役立つ
。本発明の実施態様はテキストのサイズが表示に使える画面エリアに対して大きいが、ユ
ーザはまだリンクを選択する必要があるという環境で、有用である。ユーザに個々の画面
が提供される飛行機内の場合のような、画面表示装置が小さな場合において、上記で述べ
たようなこの状態が生ずる。しかしながら、このことはまた、例としてユーザの視力が弱
っているために、あるいは画面が遠くから視認できねばならないために、大きなテキスト
が提供される必要がある場合にも生ずる。本発明の実施態様は、機能性を失わせずに、リ
ンクの画面上の表示態様をユーザの環境に適応させることができるという方式において一
般的に有用である。
一般的に、本発明の実施態様は、ユーザ・インターフェイスにおいて情報の動的事前処理
を行うという付加的特徴とともに、既知のインターネット・ブラウザのようにデータを抽
出しインタラクティブに働きかけるための機能性を提供する、ブラウザ能力を提供する。
ここに「イージー・ターミナル（Ｅａｓｙ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）」と称される端末および
インターフェイス・システムを、単に例として、本発明の実施態様として以下の図面を参
照して説明する。
ここで：
図１は、イージー・ターミナルの主要コンポーネントの概略図であり、
図２は、ウエルカム画面の例を示す図であり、
図３は、イージー・ターミナルに使用されるリモート・コントロール・ハンドセットの例
示的レイアウトを示す図であり、
図４は、イージー・ターミナルのハードウエアのブロック図であり、
図５は、イージー・ターミナルのソフトウエア処理の概略フローチャートであり、
図６は、他のページへのリンクを検索するためにＨＴＭＬを解析する際に用いられるプロ
セスのフローチャートであり、
図７は、イージー・ターミナルの表示におけるテキスト・ボタンのためのテキストを生成
するプロセスのフローチャートであり、
図８は、イージー・ターミナルの表示におけるテキスト・ボタンのためのテキストを生成
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するさらなるプロセスのフローチャートであり、
図９は、イージー・ターミナルによってアクセスされたページの履歴を記録するプロセス
のフローチャートであり、
図１０は、図３のリモート・コントロール・ハンドセットによるユーザの選択に応答する
プロセスのフローチャートであり、
図１１は、イージー・ターミナルによって表示装置にリンクを表示するように命ずるプロ
セスのフローチャートであり、
図１２から１４は、イージー・ターミナルにおけるクレーバー・スルロールのプロセスの
フローチャートである。
上述のように、イージー・ターミナルは簡単な情報インターフェイスを提供する。キーを
押すことによって接続可能な、テキスト、画像、音声ファイル、動画ファイル等からなる
ページの形態の電子情報へのインターフェイスを提供するために本システムは設計されて
いる。情報はＷＷＷから引き出され、表示される前に簡単化され処理される。
図１を参照すると、イージー・ターミナルの主要コンポーネントは、表示装置１００、ユ
ーザがそれによりコントロールするリモート・コントロール・ハンドセット１０５である
。情報はネットワーク接続１１５を介してＷＷＷ上で入手され、イージー・ターミナル・
プロセス・ソフトウエア１２０によって処理される。
実際に、イージー・ターミナルは既知のタイプのウエブ・ブラウザではあるが、まったく
異なった制御機能性を提供する、まったく異なったユーザ・インターフェイスを備えたも
のを提供する。
表示装置１００は、標準的なテレビ受信機である。画面上のテキストの最大限の読みやす
さを確保するために、大きなサンセリフのフォントが、できる限り使用される。利用でき
るのであれば、アンチ－エイリアス・フォント（ anti-aliased font）を使用するべきで
ある。テキストと背景の色は良好なコントラストが確保されるように選択される。
上述のような、バランスの取れた文字間のテキストに加えて、画面は高解像度のカラー画
像を表示できる。
図２を参照すると、スイッチを入れると、ユーザには以下の３つのセクションに分かれた
一般的なレイアウトを有するウエルカム画面が提供される。
・　マストヘッド２００
・　本体部２０５
・　フッター２１０
マストヘッド２００：画面の上部は固定された「マストヘッド」として動作し、提供され
ているサービスの名称を確認し、ユーザにフィードバックを提供するために使用される。
たとえば、キーパッドから入力された番号がこの例においては上部左に現われ、ステータ
ス（「レディ」）は上部右に表示される。
本体部２０５：画面の主要部はＷＷＷのページおよび／または処理されたＷＷＷの情報を
表示することに当てられる。画面のこの部分はスクロールすることができるので、利用で
きる画面エリアより見ているページが大きくてもよい（マスタヘッドとフッターはスクロ
ールの影響を受けない）。一般的に、表示されるページは以下の５つの主要要素から構成
される。
・　通常大きく太字である表題。このケースでは、「メイン・インデックス」と表示され
ている。
・　テキスト
・　リンク２１５（通常選択用に先付けされた３桁の数字を伴なう強調表示されたテキス
トが表示される。）
・　グラフィック（ピクチャー）
・　表
ページのあるものは、たとえば特定のサービスのためのページは、ユーザが更にアクセス
するページを選択するリンクの単なるリストであるかもしれない。次にアクセスされるペ
ージは一般的には、不規則な位置に埋め込まれたリンクを有するテキストおよび／または
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グラフィクス及び表の混合であろう。図２に示された例はホームページ形式のもので、単
にリンクのリストを表示している。
フッター２１０：画面の下部もまた固定されており、４種類の色分けされたテキスト・ラ
ベルのための場所を提供する　－その色はユーザのキーパッド上のボタンの４色、すなわ
ち赤、緑、黄、青に適合する。これらは表示装置１００の本体に現れるリンク２１５の短
縮された形であり、リンク２１５の記述的なテキストか３桁の番号のいずれかによってラ
ベルを付けられる。ラベル２２０は表示装置１００の本体部２０５にあるリンクのいずれ
のものも活性化させることができる。ラベル２２０は４つのグループとして表示され、最
初は表示装置の本体部２０５に表示された最初の４つのリンク関連する。４つのリンクの
次の組を表示させるためにラベルを送る、キーパッド上の「ネクスト」キーを活性化する
ことによって、表示装置本体部に示されたリンクがスクロールされ、それにつれてラベル
も効果的にスクロールされていく。ゆえに、ラベルが記述的テキストやリンク番号を表示
している場合には、これもリンクがスクロールされるにつれて変わっていく。全てのリン
クがスクロールされて表示されると、最初の組が再表示される。
図３を参照すると、リモート・コントロール・ハンドセット１０５を使用して、ユーザは
新しいＷＷＷページにアクセスすることができ、それは表示装置１００の本体部を占有す
ることになる。この実施例のリモート・コントロール・ハンドセット１０５はキーパッド
を有する、テレビに使用されるタイプの装置である。適切なハンドセットの一例としては
、図３に示されるような、２５個のボタンがある。
２５個のボタンは、利用可能な機能の数と通常のリモート・コントロール・ハンドセット
で利用可能なボタンの数の良い妥協点である。
キーパッド上の「アップ」および「ダウン」キー３００，３０５によって、表示装置１０
０の本体に示された現ページを上下にスクロールさせる。ここで「クレバー・スクローリ
ング」として引用される方法によって、これが行われ得る。ＨＴＭＬページの画面上の表
示を動かすための「アップ」および「ダウン」キー３００，３０５の使用は２つのモード
であってよい。デフォルトのモードはそのページ上のリンクに関連するスクロールを提供
する。あるページが当初表示されると、リモート・コントロール・ハンドセット上の４つ
の色分けされたボタンやあるいは画面上の色分けされたテキスト・ラベルのエリアとの関
連性を示すために、最初の４つのリンクが色づけされる。「ダウン」キーが押下されると
、そのページ上の次の４つのリンクが色づけされ、最初の４つのリンクは、リモート・コ
ントロール・ハンドセットまたは画面上の色分けされたテキスト・ラベルのエリアを介し
てそのリンクは利用できないことを表示するために用いられる初期設定の色に戻される。
ユーザが「ダウン」キーを押下すると、システムは、ページ上に現在強調表示されていな
いリンクがあるか否かをチェックする。最後に見ることができるようになったリンクが色
づけされると、文書の最後に到達するかあるいは他の別の色付けされていないリンクが見
えるようになるまで、「ダウン」キーの押下によって画面が下方向に巻かれてゆく（一回
に一行ずつ）。同様の仕組みを上方向にスクロールさせるプロセスにも用いることができ
る。
この方法における「クレバー・スクローリング」を、図１２乃至１４を参照しつつ、以下
により詳しく説明する。
最小限のボタンを備えるインターフェイスにおいては、「バック」ボタンもまた上方向に
スクロールさせるために使用することができる。
「ネクスト」ボタンもまた表示をスクロールさせるために使用することができる。しかし
、これは画面上で見ることができるリンクの にリンクされており、また最小限のボタ
ン・セットが要求される特別のアプリケーションを目的とするものである。「ネクスト」
ボタンによって、４つのリンクが見えるようになるまで、本体部がスクロールされる。こ
れらは表示装置１００のフッターにおけるそれぞれの色付けされたテキスト・ラベルによ
って活性化することができる。「ネクスト」ボタンが押下されると、テキストの次のペー
ジかあるいは次の４つのリンクのいずれかを表示するように表示部がスクロールされる。
このように、リンク１，５，９等が赤ボタンに関連付けられ、リンク２，６，１０等が緑
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ボタンに関連付けられ、以下同様に関連付けられる。
最小限のボタンを備えるインターフェイスではない場合には、「ネクスト」ボタンは、そ
れらが現在の画面に表示されているか否かに関わらず、そのページ上の次の４つのリンク
を選択するために用いられる。それから、色付けされたテキスト・ラベルはリンクの変更
を反映するように、更新される。
「サマリー」ボタンは、現在のページの短縮された形を生成するためのオンライン・テキ
スト・サマライザーを用いる。
「ヘルプ」ボタンを押下し、「ユーザ・セットアップ」ページから「セッティング」を選
択すると、ユーザはテキストのサイズを拡大したり縮小したりすることができ、また文字
のみを表示するか、あるいは画像と文字をともに表示するかを選択することができる。
２つの方法で新たなページを選択することができる。
・　リンク・アンド・ナンバー・ボタン
・　ナビゲーション・ボタン
リンク・アンド・ナンバー・ボタンとは、４つの色付けされたボタン３３０とそれに加え
て数字ボタン３３５である。上述のように、表示装置１００の本体部のリンクは先に付け
られた３桁の番号を有する。活性化しようとするリンクを選択するためにリンク・アンド
・ナンバー・ボタンを使うためには、色付けされたボタン３３０のうち一つを押下しても
良いし、キーパッド１０５上の数字ボタン３３５を用いて３桁のコードを使っても良い。
リモート・コントロール・ハンドセット上の色付けされたボタンの一つが押下されると、
表示装置１００のフッターにあるしかるべき色付けされたボタンに対応する新たなページ
が生成される。ラベル２２０は表示装置１００の本体部において現在関連付けられている
リンクを識別する記述を表示している。そのさいに活性化されるのはこの関連付けられた
リンクである。
あるいは、キーパッド上の数字ボタンを用いて３桁のコードが入力された場合、３番目の
ボタンが押されると直ちに、関連付けられたリンクが活性化され新たなページがリトリー
ブ（ retrieve）される。訂正が必要な場合には、直前に入力された数字を「削除」キーに
よって削除することも可能である。
押下された場合専門的機能を提供するナビゲーション・キーは多くのものが考えられる。
考えられるものの中には以下を含むものがある：
「バック」３１０　　　　　ユーザが先に表示されたページに戻ることができる
「インデックス」３４０　　スイッチを入れると見られるメイン・インデックス・ページ
を表示する
「ヘルプ」３２５　　　　　端末の使用に関するヘルプ・ページのメニューを表示する。
「トップ１０」３４５　　　頻繁にかつ最近訪問しているページのリストを表示する。
また、ユーザがページの呼び出しを制御することを可能にする３つのコントロール・キー
もある。
「ストップ」３５０　ページの呼び出しを中止する。これはネットワーク上の問題のため
にそのページを入手できない場合や、そのダウンロードが容認できないほど遅い場合に、
使用することができる。
「アンドゥー」（図示せず）　このボタンによって、使用時のコンテキストを用いて「ス
トップ」キーおよび「削除」キーの機能を結合して使用することができる。
「再ロード」３５５　これは、ネットワークから新たなコピーをダウンロードすることに
よって現在のページをリフレッシュする。これは、表示されたページが最新のものである
ことを確実にするために用いられてもよい。機能を省略することにより、あるいは同時に
押下されるボタンの組み合せを要求することにより、より少ない数のボタンを用いること
ができる。ボタンの最小限のセットはおおよそ６つのボタンである。すなわち、４つの色
付けされたボタン、それに加えて「ネクスト」ボタンと「バック」ボタンである。ここに
指定されたボタンの正確な機能は後に述べる。
最小限ボタンのセットの例は、広く家庭用ビデオ／コンピュータ・ゲーム機のコンソール
に用いられるような、単純な「ゲームパッド」コントローラ　－　によって提供される。
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「ゲームパッド」は２つにグループ分けされた８つのボタンから構成される。すなわち、
４つの色付けされたボタン、それに加えて、むしろジョイ・スティックのような、方向を
示すために従来用いられる別の４つのボタンである。
本発明の実施態様におけるゲームパッドのボタンの使用法は以下のとおりである。
・　該４つの色付けされたボタンはページ上のリンクを選択するために用いられる。
・　「アップ」「ダウン」ボタンはページや４つの色付けされたリンクをスクロールさせ
る（以下に述べる「クレバー・スクローリング」を用いて）。
・　「バック／削除」ボタン。これは、ユーザがテキストを編集中である場合を除いて「
バック」として機能し、編集中は「削除」として機能する。
・　「インデックス／終了」ボタン。これは、テキストの編集中を除いて、ユーザをメイ
ン・インデックス・ページに移動させ、編集中の場合はそのテキストを終了する。
最小限ボタンからなる他のインターフェイスも可能である。本発明の実施態様におけるイ
ンターフェイスの適用は容易に拡張できる。
（従来３行４列に配置されるような）０から９まで数字と、２つの別のボタンを提供する
単純なキーパッドはそのキーパッド上のボタンの機能を再定義することによって、使用可
能である。
・　「０」ボタンは「バック」ボタンとなる。
・　該２つの他のボタンは、上下方向にページングするために使用される。
図４を参照すると、ここに記述される「イージー・ターミナル」の実施はハードウエアプ
ラットフォームとそれに関連するソフトウエアから構成される。システムはハードウエア
要素とソフトウエア要素が混合して結びついたものであり、両方の部分が表示画面を生成
するのに必要である。
ここに記述される「イージー・ターミナル」の実施態様のハードウエアプラットフォーム
は多数のコンポーネントからなる。これらの多くのものは他に取り得る実施形態の大部分
のものと共通であろう。
該コンポーネントを以下に詳述する。
・　通信ネットワーク１１０　イーサネットに基づいてインターネットに接続されている
・　ネットワーク・リンク１１５　パーソナル・コンピュータ（ＰＣ）用イーサネット通
信カード
・　プロセッサ１２０　４８６ＤＸ２／６６プロセッサ搭載の、ＩＢＭ互換ＰＣコンピュ
ータ、ゲートウエイＰ４Ｄ－６６
・　ハードディスク４３　５４０ＭＢの内部ハードディスクドライブ
・　赤外線ハンドセット１０５　ＰＣ用プロプレゼンタ・プラス・２５ボタン・ハンドセ
ット
・　赤外線レシーバ４１　ＰＣ用プロプレゼンタＵＲＣレシーバ
・　 ラフィック・カード４４　ＡＴＩ　ＭＡＣＨ　６４　ＰＣＩ　グラフィック・カー
ド
・　テレビ出力４５　ＰＣ用クリエイティブ・ラボラトリ　ＴＶコーダを用いて出力され
る。
このハードウエアは４つの部分に分かれる。すなわち、
・　制御部
・　入力部
・　処理部
・　出力部
制御部ハー ウエアは赤外線ハンドセット１０５とレシーバ４１から構成される。入力部
ハードウエアはＰＣをＷＷＷに接続する通信ネットワークリンク１１５から構成される。
処理部１２０は、出力表示を生成するために制御と入力データの処理を行う。
出力部はグラフィック・カードと特別のＴＶコンバータを使用することによってコンピュ
ータ表示から生成されたＴＶ画像の形態をとる。
図５は、「イージー・ターミナル」で実行されるソフトウエアと処理の概観を示すフロー
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チャートである。コードはマイクロソフト・ウインドウズ３．１用ボーランド・デルフィ
（オブジェクト指向パスカル）で書かれている。その主要なステップが図５に示される。
・　ステップ５２０　ＨＴＭＬファイルを検索して他の頁へのリンクを探す。
・　ステップ５４５　色付けされたラベルを表示及び画面に適 される。
・　ステップ５５０　履歴を記録する。
・　ステップ５５５　ＨＴＭＬを表示する。
図６，７，８、および９を参照しつつ、図５に示された主要ステップ５２０，５４５，５
５０，および５５５をより詳細に記述する。

ＨＴＭＬファイルは、以下の形式による他のページへの参照（「リンク」としても知られ
ている）を含んでいる。
<A HREF=“ page reference” >Link Text</A>
ここで、 <Aと </A>とは参照の開始と終了をそれぞれ示すタグである。このページの参照は
表示されるページのＷＷＷ上のアドレスを表示し、通常「 http://」という形式である。
現在のページと同様なアドレスの部分は常に表示されるとは限らず、要求されたアドレス
の完全な形態を生成するために、アドレスのある拡張がしばしば必要となる。
図６を参照すると、新しいページが表示 １００の本体部に表示されようとすると、ス
テップ５２０において、他のページへのリンクが検索する必要が生じ、その結果これらの
リンクが表示 １００の本体部に通常のテキストとは異なって表示され、かつ表示
１００のフッターのラベルが適切な色及び記述を表示する。
ステップ５００では、たとえば、通常はユーザによって要求されたために新しい（未処理
の）ページへのアクセスが行われると、システムがスタートする。
ステップ６００でそのページを含むＨＴＭＬファイルが開かれ、ステップ６０５において
は、ここの処理はテキストの各文字を順番に読み込んで、他のページの参照、すなわちリ
ンクを取り込んでいるか否かを調べる。このことを行うために、ステップ６１０では、「
テキストは「 <a」であるか？」というテストが行われる。結果が「はい」であれば、処理
はファイルを記号「 </a>」まで読み込む（ステップ６１５）。この二つの記号の間のテキ
ストを、処理はページへの参照として扱い（ステップ６２０）、そのリンクをその完全な
パス・ネームに関して評価する（ステップ６２５）。（しばしば、ＨＴＭＬのアドレスは
、現在のページのアドレスと異なるアドレスの部分に省略される。履歴リストに保存され
たアドレスと比較できるように、これらの部分的アドレスを拡張する必要がある。）シス
テムはそれからそのリンクを検索されたページのリンクないしページ参照のリストに加え
る（ステップ６３０）。そして、ラベル用に処理する前にそのページ参照のテキストを保
存する（ステップ６３５）。
ステップ６４０において、システムは、表示１００の本体で表示するためにページ参照す
なわちリンクのテキストの前に３桁の数字を付加する。この３桁の数字は、検索されてい
るページで見つかったリンクのリスト中の適切なページ参照に付加され、そのリンクが表
示１００の本体に表示された４つの色付けされたリンクの一つであるときは常に、ラベル
内に表示され、あるいは少なくともラベルに関連付けられている。
ファイルの終わりに到達するまで、次のリンクを検索する（ステップ６４５）。そして処
理は終了する（ステップ６５０）。

イージー・ターミナルは画面の下部に４つの色付けされたテキストラベルを表示する。イ
ンターネットのリンクの多くは長すぎ、４つのラベルの全体の長さを画面上で読み取り可
能なフォントにおいて画面に適合させるために、省略されても良い。
この実施態様において使用されるテレビ表示装置に関し、リンクの記述は、できる限りわ
かりやすいように、表示される前に以下のやり方で処理される。
図７を参照すると、色付けされたラベルを提供する処理のために、ページ参照からのテキ
ストが保存された場合（ステップ６３５）、その次のステップはそれぞれのページ参照の
テキストを処理することである。ラベルを提供するために短縮されるべきテキストをペー
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ＨＴＭＬファイルを検索して他の頁へのリンクを探す。：ステップ５２０
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リンクのテキストを短縮する：ステップ５４５



ジ参照が含んでいるか、ユーザによってラベルが提供されているというインジケータを含
んでいるか、をチェックすることによって処理が開始する（ステップ７００，７０５）。
すでにラベルが提供されている場合は、システムはそのラベルを利用する（ステップ７１
０）。処理はその特別のページ参照でストップし、次へと再びスタートに移行する。
作者（あるいはユーザ）がラベルを提供できるように、特別目的のＨＴＭＬタグが定義さ
れている。これによって、ＨＴＭＬ作者は色付けされたテキストラベル用に前もって準備
され短縮されたテキストラベルを埋め込むことが可能となる。例としては：
<A HREF=“ page reference” HOTKEY=“ Link1” >Link text</A>
したがって、ＨＴＭＬのコマンド「＜Ａ」の機能が拡張される。
ラベルがユーザによって定義されていない場合、ページ参照すなわちリンクが画像か否か
がチェックされる（ステップ７１５）。実際ページ参照が画像であれば、ＡＬＴテキスト
が検索される（ステップ７２０）。そのテキストが存在すれば、これがラベルを取り出す
ために使用される。ＡＬＴテキストがそこになければ、システムは３桁の数字を関連する
ページ参照に配備し、ラベル用にこれを使用する（ステップ７３０）。
ページ参照がテキストである場合、あるいはＡＬＴテキストが存在した場合、それを短縮
することによって処理が開始する。いずれのＨＴＭＬコマンドも削除される（ステップ７
３５）。ページ参照はそれから短縮される。
はじめに、それぞれのリンクの記述をある長さに短縮する（ステップ７４０）。ここに記
載されるテレビの例でいえば、これはおおよそ３０文字である。リンクの終わりに掛かっ
ている部分的な語は削除され（ステップ７４５）、リンクは一文字ずつ縮められる。「Ｔ
ＨＥ」や「Ａ」のようなある不要な語は、そのリンクテキストの長さを更に縮めるために
削除されても良い（ステップ７５０）。「ＡＮＤ」や「ＯＲ」のような語は「＆」「／」
に縮められても良い。この処理はステミング（ stemming）として知られる技術の簡単化さ
れた形態であって、短縮の効率を改善するために、より洗練された処理が用いられても良
い。
さいごに、多数の 標準的ＨＴＭＬコードが表示の前に変換されねばならず、あるいは削
除されねばならない（ステップ７６５）。たとえば、著作権の記号は &copyとして記述さ
れるが、これは表示される前に▲ｃ▼に変換される必要があり、一方、埋め込まれている
コマンド <B>とその対 </B>は削除される必要がある。この最初の短縮ステップの後、ラベ
ルないし「ボタン情報」が保存される。
図８を参照すると、この修整がなされた後であっても、４つのリンクラベルからの結合さ
れたリンクテキストがまだ長すぎることもあり、画面の幅からはみ出すこともある。関連
するページが表示されようとするとき、システムはその時第２の短縮処理へ移行する。こ
の段階では、ラベルは表示されている間画面に表示される４つに分かれて処理される。
第２の短縮処理では、ラベルの長さがチェックされる（ステップ８００）。ラベルの組み
合わせが画面より幅広い場合、リンクラベルのうち最も長いものが、最も長いリンクラベ
ルが最初に処理されることにより、一文字づつ（たとえば、最初は２９文字）短縮される
（ステップ８０５）。これにより、リンク間のレベルテキストの長さの「バランス」がと
れる。テキストの末尾の部分的な語が取り除かれる（ステップ８１０）。最後に、「ＡＮ
Ｄ」や「ＯＲ」のような語がレベルの最後の語であって冗長であれば、それらが取り除か
れる（ステップ８１５）。長さの限縮はラベルが画面に適合するまで続けられ、その後表
示される（ステップ８２０）。

図９を参照すると、ユーザによって選択されたページの履歴は、多々の理由から重要であ
る。
1)　ユーザは最近見たページへさかのぼりたいことがある。
2)　ユーザは最も最近訪れた１０のページのリストを見たいことがある。
3)　ユーザは最も頻繁に訪れている１０のページのリストを見たいことがある。
4)　活動のログが保存され得る。
これらの機能の多くは比較的単純である。しかし、上記の３）はより洗練されたものを要

10

20

30

40

50

(11) JP 4037457 B2 2008.1.23

非

履歴を記録する：ステップ５５０



求する。
現実施態様では、操作が行われた過去７日間に最も頻繁に訪れた１０のページのリストが
イージー・ターミナルによって維持される。これを行うには、過去７日間に訪問した全て
のページのリストが必要である。すなわち、カウンタ、日付、及びアドレスを含む履歴ロ
グである。履歴ログはそれぞれのページにそれぞれのページがその日のうちに訪問された
回数を数える、７つの一日用カウンタを関連付ける。
図５と９を参照すると、ユーザが新たなページにアクセスすると、そのページ参照がまだ
ソートされていないログ・ファイルに加えられる（ステップ９００）。これはアクセスさ
れた全てのページの単純なリストであり、実質上無制限の長さである。新たなページ参照
を付ける処理は簡単であり、ここではこれ以上述べない。
その新たなページはまた、最近訪れたページのリストにも加えられる（ステップ９０５）
。ページ参照が加えられる毎にリストが１０を超えているかをチェックすることによって
、この最近訪れたページのリストは、１０のページ参照の長さに維持される。超えている
場合は、最も古いページ参照が落とされる（ステップ９１５）。再び、リストはまたソー
トされていない状態になる。
未ソートのログファイルとともに、訪れた全ページの名前をアルファベット順にソートし
たファイルも、そのページが訪問された回数とともに、保持される。アルファベット順の
リストを更新するには、そのページがすでにエントリを有するかを調べるために二分され
たサーチを実行する（ステップ９２０）。エントリがないなら、新たな７つのカウンタと
ともに新たなエントリが生成される（ステップ９２５）。もしすでにエントリがあるのな
ら、関連する一日用カウンタがインクリメントされる（ステップ９３０）。
アルファベット順のリストによって、ユーザはどのページが最も頻繁に訪問されているか
を知ることができる。キーパッド１０５上のボタンや３桁の数字コードを「最も頻繁に訪
問された１０のページを示せ」という機能に割り当てることもできる。これが選択される
と、システムはアルファベット順のリストをカウンタの内容にしたがってソートしてもよ
い。このように、最も頻繁に訪問された１０のページのリストが選択された場合、システ
ムは、リスト中のそれぞれのページが過去７日間にアクセスされた回数の総数を計算し、
上位１０番までに入ったものを表示するように、リストをソートする。
あるページがアクセスされる毎に、当日用のカウンタがインクリメントされる。新しい日
が始まったことが検知されると、カウンタが更新され、過去７日間にアクセスされなかっ
たページはアルファベット順のリストから削除される。
「トップ１０」リストを維持するための他のスキームももちろん可能である。本件発明の

の実施例ないし改良に関する議論の中で、いくつかの可能性が以下に示唆される。

修整されたＨＴＭＬコードを表示するためには市販のＨＴＭＬ表示ソフトウエアが用いら
れる。したがって、ここでは、これについてこれ以上記述しない。しかしながら、イメー
ジが表示されない場合のエラーメッセージを取り除くために、あるいはＨＴＭＬのホット
リンクから強調部分を取り除くために、多くの軽微な修正がコードに対して加えられる必
要がある。
図１０を参照すると、リモート・コントロール・ハンドセット１０５は標準シリアル・ポ
ート・プロトコルを用いてコマンドを送信する。ボタンが押下されると、図１０に示され
る機能を有するサブルーチンを活性化するウインドウズ・イベントが生成される。このよ
うに、このユーザ・インターフェイスは画面表示１００（特に色付けされたテキスト・ラ
ベル）とリモート・コントロール・ハンドセット１０５上の色付けされたボタンの組み合
わせである。
リモート・コントロール・ハンドセット１０５上のボタンが押下されると、これにより、
リモート・コントロール・ハンドセット１０５からのデータをシリアル・ポートで取り出
すサブルーチンが活性化される（ステップ１０００）。このサブルーチンは、最初このデ
ータを考えられるボタンの識別性と照らし合わせることにより、取り出されたデータに基
づいて動作する（ステップ１００５，１０１０，１０１５，１０２０，１０２５，１０３
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０，１０３５）。それぞれのチェックの結果に応じて、このサブルーチンは異なる処理を
開始する。たとえば、そのキーが数字キーであることが分かった（ステップ１００５）と
すると、このサブルーチンは関連する数字を現在のナンバー選択記憶に加える（ステップ
１０４５）。もし、今３桁の数字が現在のナンバー選択記憶にある場合は、これはページ
参照を特定するに十分であり、このサブルーチンは、ステップ６３０と６４０のところで
保持されたリンクリストを参照して、その３桁の数字をページ参照に変換する（ステップ
１０５０）。
このサブルーチンは今，ＷＷＷからそのページを取ってくることが可能となった。
そのキーが数字を表すものでなく、ホットキー（すなわち、ラベルを示す）である場合、
システムは直接リンクリストにいくために十分な情報を有し（ステップ１０５０）、その
ページを取ってくる。
もしそのキーが以下の機能のいずれかを提供する場合、そのサブルーチンはページを直接
とってくる（ステップ１０１５，１０２０）。
「インデックス、ヘルプ、トップ１０、再ロード、バック、サマリー」
そのキーは、「ダウン、アップ、アンドゥー」のような画面を動作させる制御キーであっ
ても良い（ステップ１０２５，１０３０）。そうすると、そのサブルーチンは適切に、画
面をスクロールさせたり、画面を更新させたり、最後に押されたキーを取り消したりする
。
そのキーは、次の４つの色付けされたテキストラベルを表示させる、キー「ネクスト」で
あっても良い。この場合、このサブルーチンは、「ネクスト」コマンドを認識し（ステッ
プ１０３５）、要求されたようなラベルを表示する（ステップ１０６５）。この「ネクス
ト」キー機能を支援するために、システムは文書を見ている間にネクストキーが押された
回数を計数するカウンタを有している。これによって、システムは４つのラベルのどの組
み合わせが表示されるべきかをたどることができる。
この実施例の最後の選択肢は、そのキーが「ストップ」コマンドを表す場合である（ステ
ップ１０４０）。そのサブルーチンは次のページの呼び出しを中止することによって応答
する。
本件発明の実施例に関する有利な特徴は、テキスト中の順番よりむしろ画面上のリンクの
位置にしたがって、画面上のページに現れるリンクの順番を決定し、その結果、色および
／または番号の割り当てを制御する点にある。これによって、その文書が通常の方向、た
とえば、西欧流の環境における左から右へ且つ上から下へと読まれる時の順番に従ってリ
ンクが常に現れることが、保証される。たとえば、番号の順序が画面上バラバラで現れる
効果を有する表の場合　－たとえば、複数列からなる表に２，３のリンクのみが見えてい
るとき、リンクの第一列は１ないし２の色付けされたあるいは番号を付されたリンクを表
示し、一方残りの列は色付けされたあるいは番号の付されたリンクを有さない場合－　に
問題が別途生じ得る。
これは、そのページが前処理されている間に、現在表示されているページ中の画面上にお
けるリンクの座標を書き留めるシステムによって解決され得る。それらの「ｙ」座標、そ
れから「ｘ」座標にしたがって、順番にリンクに番号を割り当てることができる。いった
んその順番が確立すれば、色と番号を適用することができる。そのウインドウ中のそのペ
ージの表示が変化する場合、たとえば、フォントのサイズが変更される場合、その処理が
そのページに関して繰り返されるだけでよい。
図１１に、改良されたリンクの順番付けがどのように実施されるかという例を示し、以下
の記載はこれとの関連で読まれるべきである。
ＨＴＭＬがアイテムごとに読み込まれる（ステップ１１００）。アイテムはテキストのセ
クションか、あるいはそのページ内のコードないしオブジェクトである。そのアイテムの
サイズはそれから計算され、そのページの左上隅に対するＸおよびＹ座標によって、その
ページ上に「配置」される。もしそのオブジェクトがあるリンクであれば（ステップ１１
０５）、後にリンク番号を挿入するためにスペースが残される（ステップ１１１０）。（
改良されたリンク番号付けがなければ、このリンク番号は、リンクがＨＴＭＬ上で見つか
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る順番に従った連続番号である。したがって、いったん全ファイルが読み込まれると、そ
のページを画面に描画することが可能である。）
しかしながら、改良されたリンクの番号付けを用いた場合、それぞれのリンクのＸ座標と
Ｙ座標は、連続的に割り振られたある整数（図中のＬ）を含むインデックス・アレーＮ（
ステップ１１２０）とともにインテジャー・アレーに記載される（ステップ１１１５）。
いったん全ファイルが読み込まれると、最小のＹ座標を有するリンクすなわち、最もその
ページのトップに近いリンクを見つけるためにリップル・ソート・アルゴリズム（ステッ
プ１１２５－１１５５）が用いられる。一以上のリンクが同一のＹ座標を有する場合、そ
れらリンクはそれらのＸ座標にしたがって順番付けされ、その結果、リンクは左から右へ
向って順番に読まれていく。このリンクはある数字に割り振られ、それは１ずつ増加する
。この処理が繰り返されるにつれて、リンクはこのように順番付けられていく。結局のと
ころ、リンクはそれらのＹ座標とＸ座標にしたがって順番付けられる。このアレーＮはリ
ンクが選択された場合に取られねばならないアクションに対する参照として作用する。
たとえば、ＨＴＭＬが以下のようなものとする。
<table><tr>
<td><a href=“ ltem1” >Apples></a><br>
<a href=“ ltem2” >Bananas></a></td>
<td><a href=“ ltem3” >Pears></a><br>
<a href=“ ltem4” >Plums></a></td>
</table>
標準的なＨＴＭＬブラウザでは、これは４つのリンクからなるマトリクスを生成する。

　　
 　　

改良されたリンク番号付けを用いない場合、イージー・ターミナルでは、そのＨＴＭＬコ
ード内でリンクが現れる順番にしたがってこのリンクが番号付けされ、従ってリンクは以
下のように表示される。

　　　
 　　

しかし、改良されたリンク番号付けを用いた場合、リンクは以下のように番号を振り直さ
れる：

　　　
 　　

アレーＮは要素（１，３，２，４）を有する。今、ユーザがリンク２を選択したとすると
、イージー・ターミナルは参照アレーＮを用いて２番目の要素Ｎ（２）が３である事を理
解し、その結果、適切なアクションとはＨＴＭＬ中で３番目のリンクである事、すなわち
、「アイテム３」を参照する事になる。
図１２から１４によると、イージー・ターミナルは以下のように「クレバー・スクローリ
ング」を提供する。
「クレバー・スクローリング」において、テキストの色を均一にし、それから利用可能な
（色付けされたテキストラベルと関連付けられた）リンクを４つの色によって強調する事
が可能である。また、画面上で識別できるよう、いまだ利用されていないリンクを初期設
定の色で色付けする事も可能である。したがって、「ネクスト／ダウン」ボタンを色付け
された（赤、緑、黄、青）ラベルを紫色のリンクの次の組み合わせに移動させるボタンと
して考えても良いし、一方「バック／アップ」ボタンはそれらの色を紫色のリンクの先の
組み合わせに移動させる。
画面上の利用可能なウインドウに現在のページを描画せよというリクエストがなされた場
合、ある色付けされたボタンが割り当てられた第１の「アクティブ・リンク」のインデッ
クスはＡとして記載される（ステップ１２００）。それから、そのページ上に現れている
第１のオブジェクトの位置が決定される（ステップ１２０５）。このオブジェクトがリン
クであれば、このリンクのインデックス、ＬはＡと比較される（ステップ１２２０）。Ｌ
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がＡより小さい場合、ユーザが「アップ」キーを押す事によってアクセスできるリンクが
そのページ上にあり、それらのリンクは紫色に色付けされている。論理フラグ BEFOREが「
真」に設定され（ステップ１２２５）、このページにあって、Ａより小さいインデックス
を有するリンクがある事を示す。同様に、Ｌ＞Ａ＋３の場合は、「ダウン」キーを押す事
によってユーザに利用可能になるリンクがあり、それらのリンクもまた紫色に色付けされ
ているが、論理フラグ AFTERが「真」に設定される（ステップ１２３０）。さもなければ
、そのリンクは色付けされたボタンの一つに関連付けられており、赤、緑、黄、あるいは
青であるように割り振られている（ステップ１２３５）。この処理は、そのページ上に現
われている全てのアイテムが描画され適切な色に割り振られるまで繰り返される。
図１３によると、いま、ユーザが「ダウン」を押下し AFTERが「真」であれば（ステップ
１３００）、Ａを４増加させる事により（ステップ１３０５）、アクティブ・リンクはそ
のページにおいて下方向に移動する。さもなければ、そのページ上にはそれ以上リンクは
なく、可能であればそのページは下方向へスクロールされる（ステップ１３１０）。
図１４によると、同様に、ユーザが「アップ」を押下し BEFOREが「真」であれば（ステッ
プ１４００）、Ａを４減少させる事により（ステップ１４０５）、アクティブ・リンクは
そのページにおいて上方向に移動する。さもなければ、そのページ上にはそれ以上リンク
はなく、可能であればそのページは上方向へスクロールされる（ステップ１４１０）。

イージー・ターミナルを実施する事のできる他の方法が数多くあり、それらはユーザに対
して同様のレベルの機能性を提供するが、ハードウエアとソフトウエアに対する変形を伴
なう。これらを以下に記述し論じる。
個々に記載された具体的な実施例は、イーサネット接続を用いたＩＢＭ互換ＰＣを使用す
るが、イージー・ターミナルを実施し得る別のプラットフォームがたくさん存在する。さ
らに、ＷＷＷ情報の再処理と再目的化を遠隔的にあるいはネットワークにおいて実施する
事が可能であり、それによってユーザ端末のハードウエアの設計を単純化する事ができる
。その様な処理は同一システムに多数のユーザがいる場合にとりわけ適切であり、たとえ
ば飛行機の乗客用双方向画面環境における場合である。
テレビ電話はイージー・ターミナル用の表示装置として使用できる。キー入力コマンドは
テレビ電話のキーパッドから、あるいは、音声認識を介して、あるいは外部制御装置から
取り込む事ができる。
ポケットベル、時計、移動電話、あるいは他の移動可能機器は、処理されたＷＷＷ情報を
表示し、ここに記載した「最小限ボタンセット」ナビゲーション技術を用いるイージー・
ターミナルとして使用する事ができる。
イージー・ターミナルのソフトウエアは、いうまでもなく、十分な処理速度、メモリ、表
示能力を有するいかなるコンピュータ・プラットフォーム上でも動作し得る。このことは
、たとえば、ビデオ・レコーダや衛星放送受信機、デジタル放送デコーダ、デジタル・ビ
デオ・プレーヤー、あるいはゲーム機によって提供する事ができる。
イージー・ターミナルは、適切に適合させた「インタラクティブ・テレビ」システムや「
ビデオ・オン・デマンド」システムにおいて稼動する事が可能である。これは、ユーザの
側あるいはコンテンツ・プロバイダの側でイージー・ターミナルを動作させる事によって
実行可能である。したがって、第１の場合に、接続を介して送られたデータは、従来のイ
ンターネット・データ・ストリームから構成されるだろうし、第２の場合には、それは符
号化されたビデオ信号かあるいは埋め込みデータ・ストリームから構成されるだろう。
イージー・ターミナルはテレテキストが現在テレビ受信機の設計に含まれるのとまったく
同様のやり方でテレビ受信機に組み込む事が可能である。
画質の向上は、ノン・インターレイスド・ハイ・デフィニション・モード（ non-interlac
ed high definition mode）を用いる事によって可能である。
イージー・ターミナルは２つの部分に分けて実行する事ができる：リモート・コントロー
ル・ハンドセット１０５によってコマンドを解釈するよう変形されたユーザ端末での標準
的なインターネット・ブラウザと；標準的なワールド・ワイド・ウェブのページを適当な
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ものに修整するネットワーク・ベースの処理装置。
イージー・ターミナルはデータの伝送用にどんな適当な通信媒体も使用する事ができる。
たとえば、これには、固定ないし移動電話網、テレビ放送サービス、無線ポケットベルサ
ービスを含む。
イージー・ターミナルは、適切なリモート・コントロール装置１０５あるいは適切な他の
ユーザ・コマンド源であればどれでも使用できる。これらには以下のものが含まれる：
・　文字と数字を組み合せたキーを有する大きめのコントローラ
・　足用コントロール・パッド、あるいは他の人体の部位を含むコントローラ
・　赤外以外の通信、無線あるいは有線リンクを含む
・　ユーザ個人用音声認識はキー・ベースのコントローラの代用として使用する事ができ
る。したがって、「レッド」や「ネクスト」や「トゥエンティ・スリー」のような簡単な
言葉は、リンク間のナビゲーションの手段足り得る。
これらの代替的なものにおいても、イージー・ターミナル・ナビゲーションの原理は同様
のままである。すなわち、あるコマンドを活性化するために、ユーザはポインタを位置取
りする必要はない。しかし、本発明の実施例はポインティング・デバイスの使用を除外す
るものではない。たとえば、マウスやトラックボールはやはり使用可能である。これによ
って、従来のブラウザと同様のユーザ・インタフェイスもまた本発明の利点をもたらす事
が可能となる。たとえば、色付けされたテキストラベル用の画面上のバーは、実際のリン
ク自体の特定の位置までマウス・ポインタを動かす必要無しに迅速にリンクを選択する方
法として、使用することができる。このことは、たとえば、身体的な欠陥のためや強い振
動のような環境的要因のためにマウスを制御する上で制限のある人たちにとっては重要で
ある。色付けされたテキストラベルは、この関係を視力に障害のある人々にとって明確に
するための色付けされたボックスに置換える事が可能であり、それは、大きなフォント・
サイズでテキストを表示するという本発明の実施例の特別の目的に関連する。このマウス
・ドライバ・ソフトウエアは、画面上のマウスポインタの位置を制限するように、たとえ
ば、色付けされたテキストラベルのバー上の水平位置の動きに制限して、適合化されても
良い。あるいは、４つのボックス／エリア／ラベルの選択を容易にするように、位置を量
子化する事もできる。
マウスは適当でない状況においては、パドルや、フット・コントローラのような、より単
純な制御装置がマウスと同様の制御機能を提供するために使われても良い。
イージー・ターミナルのソフトウエアは、適切なコンピュータ言語やプロトコルであれば
、どれによって書かれても良い。このことは、標準的なソフトウエアに対するプラグイン
として実施されても良いし、ジャバのようなインターネット言語において実施されても良
い。
イージー・ターミナルの数多くの特徴は、ユーザに関して遠隔的に実施される処理として
、実行されても良い。たとえば、番号付けされたリンクと色付けされたホットリンクの挿
入は、必ずしも、ユーザのターミナルで実行される必要はない。その様な処理はネットワ
ーク・サービスや放送サービスとして提供される事も可能である。
イージー・ターミナルは従来のテレテキスト・ページに対する迅速なアクセスも提供する
事ができる。これらのページは、ソース・ページのファクシミリとして表示する事ができ
、あるいはここに記載した表示装置、リンク、ナビゲーション技術を用いて高める事も可
能である。
テキストの入力を容易にする事も提供できる。これは多くの方法で実現可能である。可能
なものには以下が含まれる：
・　いずれのテキスト・フィールドも、ユーザは画面上の選択番号から選択できる（これ
は、リストボックスあるいは「ポップ－アウト」ボックスとして知られる）。ボックス内
に表示される選択は、最近入力されたテキストのヒストリとともに、イージー・ターミナ
ルのセットアップからすでに知られているアイテムを含んでも良い（所有者の名前、住所
、電話番号、等）。
・　スクロールする文字リストあるいは回転する文字リストから、若しくは格子状に配列
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された文字から一つ一つ文字を選択する事によって、ユーザはどのような文字の組み合わ
せも作ることができる。
・　文字は、ボタンを一回以上押下することによって選択されても良い。これらの文字は
電話機のキーパッド上に現在書かれているものに対応していても良い。たとえば、文字「
Ｂ」を選択するには、「２」ボタンは「 ABC」という凡例を有しているので、そのボタン
を２回押下すれば良い。
・　かなりの数のボタンをキーパッドに搭載することにより、あるいは標準的なキーボー
ドをターミナルに接続するオプションを設けることによって、全文字と全数字を有するキ
ーパッドも含めることができる。
先に述べた具体的な実施例の一部である要約機能は多数の方法によって拡張することが可
能である。
・　ユーザは多数の異なったレベルの要約を選択することができても良い。たとえば、こ
のことは、要約命令を繰り返すことによって選択されても良い。
・　テキストの要約はあるページから次のページへ持ち越すことができても良い。したが
って、いったんサマライザー（ summariser）が活性化されると、それを無効にするコマン
ドが与えられるまで、選択自由なものとなる。これは、オプションとしてすなわちユーザ
の好みに じて提供されても良い。
HTMLページ中で使われる文字のサイズは作者と読み手の両者によって決めることができる
。 HTMLページの作者は、標準的な基準サイズに対するフォントの相対的なサイズを選択す
ることができる。これはその文書の全体にわたって変更することができる。読み手はこの
基準サイズを拡大したり縮小したりするスケーリング・ファクタを選択しても良い。テキ
ストからあるサイズ変更情報を取り除き、その結果、大きすぎたり小さすぎたりするフォ
ントを適切なサイズで表示するように、制御がなされても良い。
加えて、表示装置上で使用されるフォントの最大サイズと最小サイズ間の比率を、表示装
置のタイプに適応させるために減少させても良い。たとえば、コンピュータ画面上では、
大きなフォントサイズの見出しが適当であるが、テレビ画面上のテキストのブロックとの
関連で見た場合、その同じ大きさの見出しが大きすぎるように見えるかもしれない。

ユーザが、背景、文字、リンクの標準の色の選択を設定することができたり、あるいはそ
のページの作者によって選択された色と背景を用いたりできるように、制御がなされても
良い。更なる改良においては、特定の色の組み合わせのみが使用可能であり、一方、その
ページの読みやすさを大きく損なうようなものは、明白性を維持するために変更されても
良い。
先に述べたように、アクティブ を表示するために色付けされた縁を有する長方形
の領域を使用することができる。このことは、画面上の画像要素の色付けされた縁の選択
を提供することによって、拡張することができる。これによって、画面上のボタンと同等
のリンクを色を用いて選択することが可能となる。
HTMLページの作者は、そのページに関する背景、文字、リンクの色を提案することができ
る。ある色の組み合わせは、イージー・ターミナルの色によるナビゲーション・スキーム
とともに使用するには、適さないかもしれない。この一つの例は、白いページ上の黄色の
リンク、あるいは黒のページ上の青いリンクという、低いコントラストである。イージー
・ターミナルは、選択された背景にしたがってナビゲーション用の色を調整することによ
ってこれを克服する。たとえば、白い背景の場合リンクの色は暗いものとされる、等であ
る。背景の色がリンクの色の一つに非常に近い場合は、適当なレベルのコントラストにな
るまで、イージー・ターミナルは背景を暗くし、リンクの色を明るくする。
ページ間のナビゲーションは多くの別に取り得る手法を用いることによって達成可能であ
る。
・　均一な長さの番号の付されたリンク
あるページ内の均一な長さを有する番号付きリンク（たとえば、０１、０２、…９９）は
、数字キーパッドを使用するユーザが新しいページを選択できるようにするために、使用
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されることができる。最後の数字が押されると直ちに、そのページの検索が開始される。
上述のように、数字の桁数は必ずしも３である必要はなく、そのページ上のリンクの数に
したがって変えられて良い。したがって、１０未満のリンクを有するページでは一桁の数
字が用いられ、１０以上の場合は２桁が必要となる。
・　可変長の番号の付されたリンク
そのページ内において可変である長さを有する番号の付されたリンクを用いることもでき
る。ユーザは、リターン・キーを押下すること、あるいは入力の終了とみなされる終了時
間の設定することのいずれかによって番号の終わりを示すことができる。たとえば、リン
クには（１，２，３、…１０、１１，１２）のように番号が振られるかもしれない。この
例においては、ユーザが１を押下したとすると、必要な場合にユーザが２番目の数字を入
力できるようにする猶予時間がある。一方、ユーザが３を押下した場合には、そのページ
上には１２のリンクしかないので、猶予時間は不要である。これらのようなテクニックに
よって、ユーザは数字のみを使ってナビゲーションを行うことが可能となり、また必要で
あれば、色付けされたテキストラベルを削除することもできる。
・　主テキスト部と別に表示される色付けされたテキストラベル
上述のように、そのページ上のリンクのテキストの要約あるは特別に書かれたテキストを
含む、色付けされたテキストラベルは画面の下側に表示され、キーパッド１０５上の対応
する色付けされたボタンによって活性化されてもよい。言うまでもなく、ラベルの数は必
ずしも４である必要はなく、画面の幅に応じて変えられ得る。対応するラベルより多くの
リンクが画面上に現われている場合、利用可能なリンクを上方向および／または下方向に
循環させるために、１ないし２の別のキー（我々の具体的な例では「ネクスト」）を使用
することができる。
使用されている表示装置がテキストを別の色で表示することができない場合には、ラベル
とボタンの関連を明らかにするように、画面の下部でラベルに近いところに色付けされた
マーカを表示することができる。
・　主テキスト部内の色付けされたテキストリンク
ナビゲーションの別の手法においては、ラベルはまったくテキストを含む必要はなく、た
だ色が違っていれば良い。これは、主要テキスト部から色情報を取り去り、その結果、テ
キストの大部分は単一色（たとえば黒）によって表示される場合を含む。テキストに埋め
込まれたリンクは、画面の下部にある非常に単純な色付けされたラベルと関連付けられた
、それぞれ別の色で表示されることができる。したがって、４つの色付けされたラベルを
有する、我々の具体的な実施例においては、テキスト中の第１のリンクは赤、第２のリン
クは緑、等々で表示される。別のリンクが活性化可能な状態で強調表示されるようにリン
クを循環させるために、キーパッド１０５上の１または２のボタンが用いられることも可
能である。テキスト中のリンクが、そのページの下部にあるラベルの代わりに、色付けさ
れることも可能である。
上述の具体的な実施例では、ある HTML文書中のハイパーテキスト・リンクにアクセスする
、別のナビゲーション・スキームを用いているが、同様のナビゲーション・スキームを HT
MLページ上のフォームや他のオブジェクト内の HTMLラベルにアクセスするために用いるこ
ともできる。
リンクを画像上に重ねることによって、グラフィカル・イメージ・マップもこのナビゲー
ション・スキームに含めることができる。したがって、番号によるナビゲーション・スキ
ームを用いた場合、多数の異なるやり方で、番号付けされたリンクを画像領域と関連付け
ることが可能である。たとえば：
・　番号付けされたリンクは画像のアクティブ・エリア上で点滅しても良い。
・　アクティブ を指し示す矢印とともに、番号をその画像の傍に記載しても良い
。
色によるナビゲーション・スキームを用いた場合、画像のアクティブ・エリアを、たとえ
ば：
・　その画像のアクティブ・エリアを囲む色付けされたフレーム
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・　画像の一部分がリンクを示す色になるような、画像のローカル・エリアのカラー・パ
レット情報の変更
・　リンクであることを示す適当な色で塗られ、点滅するエリア
によって強調表示することができる。
マップ内のリンクはマップ・ファイルとして利用可能なので、画像に含まれるリンクは４
つの色付けされたテキストラベルの一連の組み合わせとして表示されても良く、それらは
「ネクスト」コマンドによってスクロール可能である。この場合、そのリンクに関して唯
一利用可能な記載は、そのリンク内に含まれるアドレスであり、有用な情報を含むかもし
れない。この問題に対する一つの解決策は、そのリンクによって指し示されるページをプ
リ・ロードし、リンクラベルのテキストとしてそのページのタイトルを用いることであっ
てもよい。
システムを制御するために使用されるキーの数は、ハードウエア・プラットフォームやユ
ーザの要求にしたがって、縮小することも拡張することも可能である。キー配列における
変形例は：
・　ページ間のナビゲーションは、数字のみあるいは色のみのいずれかを用いて行うこと
ができる。
・　ページを上下にスクロールさせると、上述のように、画面上に現在現われているもの
にしたがって、関連付けられたラベルを有する、４つのアクティブ・リンクの組は自動的
に変更される。したがって、上記の具体的な実施例における「ネクスト」と「ダウン」の
機能は組み合わさる。
・　上記の具体的な実施例における「アップ」と「バック」の機能を組み合わせることが
可能である。
音声を改良の手段として用いることも可能である。したがって、キーの押下やコマンドに
応答して、様々の音を鳴らすことも可能である。
イージー・ターミナルの操作をより直感的かつはっきりしたものにするために、画像表示
技術を用いることも可能である。幾つかの例を以下に挙げる：
・　ページのどれだけの分量が現在画面面上に表示されているか、及びどの部分が表示さ
れているかをユーザに示すために、グラフィカル・インジケータを用いても良い。
・　ラベルの他の組との関係を表示するために、色付けされたテキストラベルをスムーズ
にスクロールさせることができる。たとえば、上述の具体的な実施例においては、「ネク
スト」ボタンが押下されると、次の４つのリンクがフッターの見えている部分にスクロー
ルして入ってくる。
・　ページの現在画面上に現われていない領域を表示するために影を用いることもできる
。
あるアプリケーションのために、そのセット内の他のページへのリンクのみを含む、特別
に設計されたページの組合わせを用いることによって、アクセスをインターネットのある
サブセットに制限することもできる。また、リンクが指し示すところにしたがって、その
リンクのファミリーを除外することもできる。たとえば、「 」で
始まる全てのリンクを取り除くことが可能である。
イージー・ターミナルを制御する他の方法
「バック」キー
キーパッド上の「０」ボタンを選択すると、「バック」キーと同様の動作をするようにす
ることもできる。「＃」や「＊」を押すと、現在のページを現在のウインドウの高さ分ず
つ上下にスクロールさせる。
リモート・コントロール
イージー・ターミナルは、他の によって制御されても良い。ウインドウ
ズ・メッセージング（ DDE, OLE, ActiveX, COM, Java）技術を用いるか、あるいはマウス
・ドライバまたはキーボード・ドライバに接続する（たとえば、キー押下をエミュレート
することによって）メッセージは制御アプリケーションからイージー・ターミナルへ渡さ
れ、あるいはシリアル・ポート、パラレル・ポート、またはネットワーク・ポートを介し
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て他のコンピュータまたは装置からイージー・ターミナルへメッセージが渡される。イー
ジー・ターミナルのある実施例においては、ネットワーク・ベースの制御は TCP/IPを使用
して達成される。制御と信号とは画面レイアウトによって決まるのではないために、色と
番号を使用するイージー・ターミナルによるナビゲーションの使用は、他の装置からの遠
隔操作やデータ共有アプリケーションに適している。
とくに、ユーザがキーボードから簡単なコマンドを送り、ウェブ・ページの表示を制御で
きるということは、他のブラウザ　－制御は通常マウスを介してなされるものとされる－
　では利用できない。リンクの選択は、利用可能なリンクを画面上で強調表示することと
組み合せて、リンク（従来のブラウザの画面では、通常下線が引かれ青く色付けされてい
る）を指し示すためのマウスを用い、それからマウス・ボタンをクリックすることによっ
て行われる　－イージー・ターミナルでは、色付けされたテキスト・ラベルかリモート・
コントロール・ハンドセットの色付けされたボタンのどちらか（あるいは、それらと同様
のもの）によって、このことを実現することができる。従来のブラウザ上でのスクロール
には、スクロールバーに対してマウスを正確に動かし、それから、クリックしあるいはド
ラッグし、またはキーボード上のカーソルキーを使用することが必要であった。イージー
・ターミナルのクレバー・スクローリングでは、同様の機能を実現するためには単に「ネ
クスト」か「バック」ボタンを押すだけで良い－。
このように、イージー・ターミナルはブラウザをキーボードで制御することを可能にし、
このことはマウスが不都合であったり、マウスでは効率が悪い場合の利用に関して重要で
ある。この例としては、コンピュータに情報を入力するためのタイプ技術を要求される人
が、ウェブ・ベースのページを使用することも求められる場合である。イージー・ターミ
ナルはこの人がキーボードに手を置いたまま画面表示を制御しやりとりをすることを可能
にする。このことは、時間効率が最優先事項である場合（コール・センター、電話番号案
内、およびその他の「事務局」ベースの申し込み）に、とりわけ重要である。
リンクされたイージー・ターミナル
先に述べた「遠隔操作」の方法を用いてコマンドと制御メッセージを相互に送信すること
ができるよう、イージー・ターミナルを装備した２つのコンピュータをリンクすることも
できる。この機能は、他のブラウザの標準的な機能としては現在利用できない。これによ
って、２つのイージー・ターミナルを、指導、教育、図説、書式記入、一以上のユーザ間
の対話式利用が必要なその他の事例で使用することができる。このことは、イージー・タ
ーミナルが提供する、ウェブ・ブラウザ向けのやさしい制御インターフェイスによっての
み可能である。たとえば、従来型の２つのブラウザが、アプリケーション共有によって互
いにリンクされた場合、伝送される制御メッセージの大部分はマウス位置の制御情報とな
るだろうが、イージー・ターミナルの場合、２，３のボタン押下メッセージで十分である
。
交換することのできる情報の種類は制御メッセージに限られない。表示設定、現在の文書
の URL、文書内の強調表示されたリンクと位置、現在のフレームのような付加的な情報も
また伝送されても良い。
強調表示された数字
ページ上の数字を強調するために多数の既知の技術が使われ得る。これには、数字を太字
にすることや、数字を「リバース・ビデオ（ reverse video）」（数字と背景の色を反転
させる）で表示することや、別の背景色を用いて数字を表示することを含む。
改良された、 ージ表示
インテリジェント・マストヘッド
押下された数字や、現在のページのステイタスや、その他の指示のようなユーザに対する
情報を表示するマストヘッドは、必要な場合にのみ表示される。したがって、あるページ
が全部呼び出され、表示されているとき、表示部の全エリアが利用可能になる。
幅を制限されたページ
標準的な HTMLブラウザは、ページの幅と高さを可変にすることができる。幅または高さの
どちらかが画面のパラメータを超えた場合、ユーザは、画面上において文書をスクロール
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させることが可能である。イージー・ターミナルにおいては、ユーザは文書を上下にスク
ロールさせることはできるが、左右にはできない。言い換えれば、ページが表示装置の幅
を超えることは許されない。このことは、以下のやり方で達成される：
・　テキストは、画面の幅いっぱいにスペースと行間のすきまで囲まれている。しかし、
ある一つの語が画面幅より広い場合には、その語を見るためには文書をスクロールさせね
ばならない。イージー・ターミナルにおいてはその語が利用可能なスペースに収まるよう
に、その語のフォント・サイズを小さくする。
・　ある画像が画面より幅が広い場合は、そのアスペクト比をまもりながら、画面に適す
るように、その倍率を変更する。
・　表が画面の幅より広い場合は、所望の幅の比が一定のままであるように、列幅を減少
させる。表に含まれるテキストや画像は、表のセルに適合するようにその倍率を変更され
る。
重複するリンクの削除
HTMLプロセッサは、同一ページ上にある２つの隣接する（連続している）リンクを同一と
みなすことができる。したがって、ある画像とそれに付随するテキスト（両方とも同一の
URLを指す）は、たとえば、色及び／または数字によって、同一のものとして表示される
。
フォーム・コントロール・オブジェクト
従来のブラウザは、ボタン、チェックボックス、リストボックスのような装置（通常、書
式内で使用される）とユーザとのやりとりを実現するために、オン－スクリーン・コント
ロール・オブジェクトを使用する。ユーザとこれらのやりとりは、通常マウスによるクリ
ックを含む。すなわちこれらのオブジェクトのオン－スクリーン・コントロール、サイズ
および色はオペレーティング・システムで定められていて、容易に変更することはできな
い。テキストを表示するために使用されるフォントサイズが変更された場合、大きなフォ
ントサイズを補償するようにこれらのオブジェクトの倍率が変更されることはなく、すな
わち、これらは不釣り合いな大きさになる。
イージー・ターミナルは標準の HTMLフォーム・コントロール・オブジェクトを表示するこ
とができる　－しかし、 ・ターミナルは、標準的にオペレーティング・システム
によって準備されたものを使用するのではなく、画像源（ graphics primitives）からそ
れらを再抽出することによって表示する。これによって、これらのオブジェクトのサイズ
や他のプロパティを制御することが可能となる。たとえば、それぞれのフォーム・コント
ロール・オブジェクトは色と番号を付与され、現在のフォントサイズにしたがって倍率を
変更される。
標準的なコントロール・オブジェクトには以下のものが含まれる：
名称　　　　　　　　　　　機能
ボタン　　　　　　　　　　フォームを送るあるいは直接選択する
ラジオボタン　　　　　　　多数の選択肢から一つのみ選択する
チェックボックス　　　　　多数の選択肢を選択する
コンボボックス　　　　　　多数のポップ・アップ型選択肢の内一を選択する
リストボックス　　　　　　リストに挙げられた多数の選択肢の中から１以上を選択する
エディットボックス　　　　キーボード・カルーセル（ keyboard carousel）を用いて、
単一行の文字数字列を打ち込む
テキストエリア　　　　　　複数の文字数字列を打ち込む
フォーム・コントロール・オブジェクトには、制御画面のような特別の機能に割り当てる
ことができるものがある。
イージー・ターミナルのユーザ・インターフェイスの他の特徴と同様に、これらのコント
ロール・オブジェクトは、数字と色を用いて操作することが可能である。これらの内幾つ
かのもの、すなわち、コンボボックス、リストボックス、エディットボックス、およびテ
キストエリアに関しては、ユーザはその制御内で項目を選択する必要があり、やはり、数
字と色によっておこなう。コンボボックスとリストボックスの場合には、項目に番号が付
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され、また色が着けられる。エディットボックスとテキストエリアにおいては、文字のカ
ルーセル（ carousel）が色を介して制御され、制御の中心はページから制御へと移る。制
御の中心がコントロール・オブジェクトにある間、そのページ上の色付けされたリンクは
一時的に初期設定のリンクの色に戻る。画面の下部にある色付けされたテキストラベルは
、ユーザが利用可能な、色によって選択可能な選択肢を反映する　－この場合においては
コントロール・オブジェクト内の選択肢である－。
いったんユーザがコントロール・オブジェクト内の選択を完了させると、制御の中心はペ
ージに戻され、リンクの色も元に戻る。
スライドショー
イージー・ターミナルでのスライドショーは、一連のファイル乃至 URLとタイミング情報
から構成される。スライドショーが選択されると、ユーザによって中断させるまで URLが
順々に表示される。
イージー・ターミナルにおけるスライドショーの実行は、「 type.sho」という拡張子を持
つファイルによって行う。これらのファイルは秒単位の時間と URLのリストからなり、た
とえば：
１０　 URL１
５　　 URL２
この例においては、 URL1は１０秒間表示され、 URL２は５秒間表示される。この後は、ユ
ーザがいずれかの制御キーを押すことによって介入するまで、この循環が繰り返される。
スライドショーにページを用いる にまったく修整が必要ない点で、この機能は魅力的で
ある。
この機能はリンクされたイージー・ターミナル間でも利用可能で、この場合両ユーザは同
一のスライドショーを見ることができる。スライドショーはどちらかのユーザが制御キー
を押すと中止される。

10

20

【 図 １ 】

【 図 ４ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

(22) JP 4037457 B2 2008.1.23

際



【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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