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(57)【要約】
【課題】テキストがサブウィンドウにより隠れることが
ない情報処理装置を提供する。
【解決手段】情報処理装置は、入力部２と、表示部３と
、電子テキスト４１を表示部３に表示するブラウザ部１
１ａと、電子テキスト４１が表示されたウィンドウ内に
サブウィンドウを表示するポップアップ表示処理部１１
ｂを有する。ポップアップ表示処理部１１ｂは、入力部
２を通じて指定された文字列の上記ウィンドウ内におけ
る表示位置を検出し、該表示位置に隣接する領域に上記
サブウィンドウを挿入する。ブラウザ部１１ａは、上記
サブウィンドウが挿入されると、該挿入領域以外の領域
に電子テキスト４１を表示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力部と、
　表示部と、
　電子テキストを前記表示部に表示するブラウザ部と、
　前記電子テキストが表示されたウィンドウ内にサブウィンドウを表示するウィンドウ表
示処理部を有し、
　前記ウィンドウ表示処理部は、前記入力部を通じて指定された文字列の前記ウィンドウ
内における表示位置を検出し、該表示位置に隣接する領域に前記サブウィンドウを挿入し
、
　前記ブラウザ部は、前記サブウィンドウが挿入されると、該挿入領域以外の領域に前記
電子テキストを表示する、情報処理装置。
【請求項２】
　前記入力部を通じて指定された文字列を検索用キーワードとして用いてデータ群から関
連情報を検索する情報検索部をさらに有し、
　前記ウィンドウ表示処理部は、前記関連情報を前記サブウィンドウに表示する、請求項
１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記データ群は、複数の辞書データからなり、
　前記サブウィンドウを表示するためのウィンドウ表示条件として、少なくともウィンド
ウのサイズおよび表示位置を規定した情報が、前記辞書データ毎に格納されたテーブルを
さらに備え、
　前記情報検索部は、前記複数の辞書データのうちから前記入力部を通じて指定された辞
書データを用いて、前記文字列の関連情報を取得し、
　前記ウィンドウ表示処理部は、前記テーブルを参照して、前記情報検索部にて使用した
辞書データについてのウィンドウ表示条件を取得し、該ウィンドウ表示条件に従って前記
サブウィンドウを表示する、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記ウィンドウ表示条件は、サブウィンドウに表示される文字のサイズを規定する情報
を含み、
　前記ウィンドウ表示処理部は、前記ウィンドウ表示条件により規定された文字のサイズ
で前記サブウィンドウに前記関連情報を表示する、請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記ウィンドウ表示処理部は、前記関連情報のデータサイズを検出し、該データサイズ
が閾値未満の場合に、前記サブウィンドウを前記文字列の表示位置に隣接する領域に挿入
する、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記データサイズが閾値以上の場合は、前記ウィンドウ表示処理部は、前記ウィンドウ
内の予め定められた位置に前記サブウィンドウを挿入する、請求項５に記載の情報処理装
置。
【請求項７】
　電子テキストを表示部に表示するブラウザ部と、前記電子テキストが表示されたウィン
ドウ内にサブウィンドウを表示するウィンドウ表示処理部とを有する情報処理装置におい
て行われるウィンドウ表示方法であって、
　前記ウィンドウ表示処理部が、入力部を通じて指定された文字列の前記ウィンドウ内に
おける表示位置を検出し、該表示位置に隣接する領域に前記サブウィンドウを挿入するス
テップと、
　前記ブラウザ部が、前記サブウィンドウが挿入された領域以外の領域に前記電子テキス
トを表示するステップを含む、ウィンドウ表示方法。
【請求項８】
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　電子テキストを表示部に表示し、該電子テキストが表示されたウィンドウ内にサブウィ
ンドウを表示する処理をコンピュータに実行させるプログラムであって、
　入力部を通じて指定された文字列の前記ウィンドウ内における表示位置を検出する処理
、該表示位置に隣接する領域にサブウィンドウを挿入する処理、および該サブウィンドウ
が挿入された領域以外の領域に前記電子テキストを表示する処理を前記コンピュータに実
行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子テキストを表示するとともに、その表示されたテキスト中のユーザによ
り指定された文字列（単語、句、文）に関連する情報（訳や意味、図や表などの関連情報
）をサブウィンドウで表示する情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、ブラウザが、画面上でカーソルによって指定された単語をキーワード
として抽出し、抽出した単語をサーチエンジンに転送し、サーチエンジンによる検索結果
であるポップアップメニューを指定された単語の近傍に表示する装置が記載されている。
【０００３】
　特許文献２には、電子文書を表示し、予め指定された文字列についての関連情報を、そ
の文字列を含む文全体の表示領域を指定するだけで、ポップアップ表示するポップアップ
表示システムが開示されている。ポップアップウィンドウは、指定文字列を含む文が表示
されている領域以外の領域に表示される。
【特許文献１】特開２００４－３４８７７４号公報
【特許文献２】特開２００３－２５６４５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１、２に記載のものはいずれも、ポップアップ表示されたサブウィン
ドウにより、テキストの一部が隠れてしまうことがある。サブウィンドウにより隠れてし
まった部分のテキストは、その状態のままでは読むことはできない。隠れてしまった部分
のテキストを読むためには、ポップアップを終了する必要がある。ポップアップ表示され
た際に、サブウィンドウにより隠れてしまった部分を表示するために、ポップアップを終
了する操作を行うことは、ユーザにとって、煩わしく感じる場合がある。
【０００５】
　また、ポップアップ表示された内容はテキスト本文の理解を深めるのに有効な情報であ
るにも係らず、テキスト本文を読み進めるためにはポップアップを終了する必要があり、
結局、ポップアップ表示された情報を効果的に利用することができない。
【０００６】
　本発明の目的は、上記問題を解決し、テキストがサブウィンドウにより隠れることがな
い、情報処理装置、ウィンドウ表示方法およびプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の情報処理装置は、入力部と、表示部と、電子テキス
トを前記表示部に表示するブラウザ部と、前記電子テキストが表示されたウィンドウ内に
サブウィンドウを表示するウィンドウ表示処理部を有し、前記ウィンドウ表示処理部が、
前記入力部を通じて指定された文字列の前記ウィンドウ内における表示位置を検出し、該
表示位置に隣接する領域に前記サブウィンドウを挿入し、前記ブラウザ部が、前記サブウ
ィンドウが挿入されると、該挿入領域以外の領域に前記電子テキストを表示する。
【０００８】
　本発明のウィンドウ表示方法は、電子テキストを表示部に表示するブラウザ部と、前記
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電子テキストが表示されたウィンドウ内にサブウィンドウを表示するウィンドウ表示処理
部とを有する情報処理装置において行われるウィンドウ表示方法であって、前記ウィンド
ウ表示処理部が、入力部を通じて指定された文字列の前記ウィンドウ内における表示位置
を検出し、該表示位置に隣接する領域に前記サブウィンドウを挿入するステップと、前記
ブラウザ部が、前記サブウィンドウが挿入された領域以外の領域に前記電子テキストを表
示するステップを含む。
【０００９】
　本発明のプログラムは、電子テキストを表示部に表示し、該電子テキストが表示された
ウィンドウ内にサブウィンドウを表示する処理をコンピュータに実行させるプログラムで
あって、入力部を通じて指定された文字列の前記ウィンドウ内における表示位置を検出す
る処理、該表示位置に隣接する領域にサブウィンドウを挿入する処理、および該サブウィ
ンドウが挿入された領域以外の領域に前記電子テキストを表示する処理を前記コンピュー
タに実行させる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、電子テキストがサブウィンドウにより隠れることはないので、サブウ
ィンドウにより隠れてしまった部分を表示するためのポップアップ終了操作を行う必要が
ない。したがって、ポップアップ表示の際の、ユーザに強いられるポップアップ終了操作
の煩わしさを解消することができる。
【００１１】
　また、サブウィンドウを表示した状態（ポップアップ表示状態）のままテキスト本文を
読み進めたり、読み返したりすることができるので、ポップアップ表示された情報を効果
的に利用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　次に、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態である情報処理装置の構成を示すブロック図である。
【００１３】
　図１に示す情報処理装置は、プログラムに従って動作するコンピュータシステムであっ
て、制御部１、入力部２、表示部３、記憶部４および通信部５を有する。
【００１４】
　入力部２は、キーボードやマウスなどよりなる。表示部３は、液晶ディスプレイやプラ
ズマディスプレイに代表される表示装置よりなる。通信部５は、モデム等であって、イン
ターネットに代表されるネットワークを介して外部装置との通信が可能である。
【００１５】
　記憶部４は、半導体メモリやハードディスク等に代表される記憶装置であって、情報処
理装置を動作させるのに必要な各種プログラムやデータが格納されている。リソース情報
４０および電子テキスト４１が記憶部４に格納されている。
【００１６】
　リソース情報４０は、百科事典、科学辞典、英和辞典、和英辞典、Ｗｅｂ辞典などの各
種の辞書データを含む。Ｗｅｂ辞典は、インターネット上で提供されている辞典、例えば
フリー百科事典である。電子テキスト４１は、小説や科学雑誌等の電子テキストである。
なお、プログラムや電子テキスト４１は、ネットワークを介して提供されてもよく、また
、ＣＤ－ＲＯＭ(Compact Disc Read Only Memory)やＤＶＤなどの記録媒体で提供されて
もよい。記録媒体を用いる場合は、記録媒体から情報を読み出すためのドライバ装置を情
報処理装置に搭載する必要がある。
【００１７】
　制御部１は、記憶部４に格納されている各種プログラムを実行するとともに、入力部２
からの指示信号（ユーザによる入力操作に応じた信号）を受け付けて、必要な処理または
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制御を行う。制御部１は、情報検索部１０および表示制御部１１を有する。表示制御部１
１は、ブラウザ部１１ａおよびポップアップ表示処理部１１ｂを有する。これら情報検索
部１０および表示制御部１１（ブラウザ部１１ａおよびポップアップ表示処理部１１ｂ）
は、プログラムにより実現される機能部である。
【００１８】
　ブラウザ部１１ａは、電子テキスト４１を表示部３に表示させる。情報検索部１０は、
表示部３に表示された電子テキスト中のユーザにより指定された文字列（単語、句、文）
に関連する情報（訳や意味、図や表などの関連情報）を、リソース情報４０から取得する
。情報検索部１０は、ネットワークを通じて外部リソース源（サーバ等）から関連情報を
取得してもよい。ポップアップ表示処理部１１ｂは、情報検索部１０で取得した関連情報
を表示部３にてポップアップ表示する。なお、ブラウザ部１１ａが、ポップアップ表示処
理部１１ｂによるポップアップ表示処理を行う機能を有していてもよい。
【００１９】
　本実施形態の情報処理装置では、ブラウザ部１１ａが、入力部２からの指示信号に応じ
て、記憶部４（または記録媒体）から小説や科学雑誌等の電子テキスト４１を読み出し、
その電子テキストを表示部３にて表示させる。
【００２０】
　ユーザが、入力部２を通じて電子テキスト中の文字列を指定すると、情報検索部１０が
、その指定された文字列の関連情報をリソース情報４０から取得する。そして、ポップア
ップ表示処理部１１ｂが、指定された文字列の表示領域に隣接する領域にポップアップウ
ィンドウを設定し、そのポップアップウィンドウ内に情報検索部１０にて取得した関連情
報を表示する。
【００２１】
　図２は、表示制御部１１によって実行されるポップアップ表示処理の一手順を示すフロ
ーチャートである。
【００２２】
　図２を参照すると、ポップアップ表示処理部１１ｂは、指定文字列の関連情報の検索が
行われたか否かを判定する（ステップ１００）。この判定は、情報検索部１０から関連情
報を受信したか否かにより行う。
【００２３】
　関連情報検索が行われた場合は、続いて、ポップアップ表示処理部１１ｂは、指定文字
列の表示位置を検出する（ステップ１０１）。指定文字列の表示位置は、テキストの表示
ウィンドウ内における座標データに基づいて検出する。例えば、ブラウザ部１１ａは、ウ
ィンドウ内における文字等の表示位置を座標データとして管理する。ポップアップ表示処
理部１１ｂは、指定文字列の表示位置を、ブラウザ部１１ａにて管理しているウィンドウ
内の座標データに基づいて検出する。
【００２４】
　指定文字列の表示位置が検出されると、続いて、ポップアップ表示処理部１１ｂは、予
め設定されたポップアップウィンドウの表示条件に従ってテキストの表示領域を変更して
、指定文字列の表示位置に隣接する領域に、所定サイズのポップアップウィンドウを挿入
する（ステップ１０２）。
【００２５】
　ポップアップウィンドウの表示条件は、ウィンドウのサイズおよび表示位置、文字のサ
イズなどの情報を含む。これら情報は任意に設定可能である。ここでは、デフォルト状態
として、ウィンドウサイズは表示テキストの数行程度の大きさとされ、ポップアップウィ
ンドウの表示位置は指定文字列の直下とされている。文字のサイズは、テキストと同じ文
字サイズとされている。このデフォルトの条件によれば、指定文字列の直下に、３行程度
の大きさのポップアップウィンドウが挿入される。
【００２６】
　ポップアップウィンドウの挿入後、ポップアップ表示処理部１１ｂは、ポップアップウ



(6) JP 2010-55488 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

ィンドウにおいて指定文字列の関連情報を、テキストと同じ文字サイズで表示する（ステ
ップ１０３）。この後、ブラウザ部１１ａは、ポップアップウィンドウが挿入された領域
以外の領域に電子テキストを表示する。
【００２７】
　上述のポップアップ表示処理によれば、指定文字列の関連情報が、指定文字列の近傍に
ポップアップ表示される。指定文字列を見ながら関連情報を見る場合、ポップアップ表示
位置と指定文字列の表示位置の間を視点が移動するが、この視点の移動距離が長いと、眼
の疲労感が増大する。本実施形態によれば、関連情報は指定文字列の近傍にポップアップ
表示されるので、目の疲労を抑えることができる。
【００２８】
　また、電子テキストはポップアップウィンドウが挿入された領域以外の領域に表示され
るので、ポップアップウィンドウがテキストの表示領域と重なることはない。よって、ユ
ーザは、ポップアップ表示した状態のまま、テキストを読み進めたり、読み返したりする
ことができる。
【００２９】
　図３に、テキスト表示の一例を示し、図４に、図３に示したテキスト中の指定文字列に
関する関連情報のポップアップ表示の一例を示す。この例では、情報検索のリソース情報
として百科事典が設定されている。ポップアップウィンドウのサイズは、表示テキストの
５行程度の大きさとされ、ポップアップウィンドウの表示位置は指定文字列の直下とされ
ている。
【００３０】
　図３および図４に示すように、段落２０の上から９行目に位置する文字列２１が指定さ
れると、百科事典からその関連情報が検索される。段落２０の上から１０行目～１４行目
の各行の先頭位置に折り返しを挿入することで、指定された文字列２１の直下に、５行分
のサイズに対応するウィンドウ表示領域が確保される。この確保した領域にポップアップ
ウィンドウ２２が表示され、このポップアップウィンドウ２２に、検索結果である関連情
報が表示される。通常、テキストを表示するプログラムに対して、折り返しを示すコマン
ドを挿入することで、ポップアップウィンドウの表示領域を確保することができる。
【００３１】
　図４に示した例によれば、段落２０の上から９行目と１０行目の間に、ポップアップウ
ィンドウ２２が挿入される。この場合、１０行目以降のテキストは、ポップアップウィン
ドウ２２の下方に表示される。したがって、テキストの一部がポップアップウィンドウ２
２により隠れる、といった問題は生じない。
【００３２】
　なお、ポップアップウィンドウの表示位置は、指定文字列の直下に限定されるものでは
ない。ポップアップウィンドウは、指定文字列の直上、右隣、左隣といった領域に表示さ
れてもよい。折り返しを挿入する位置を制御することによって、指定文字列の直上、直下
、右隣、左隣の領域のうちの任意の領域に、ポップアップウィンドウを挿入することがで
きる。
【００３３】
　また、図４に示したように、ポップアップウィンドウ２２の一部にスクロール用のボタ
ン２２ａを設けてもよい。ボタン２２ａを上下方向に移動することで、ポップアップウィ
ンドウ内に表示されている関連情報を上下方向にスクロールさせることができる。検索結
果である関連情報のデータサイズが大きな場合に、このスクロールによる表示は有効であ
る。
【００３４】
　また、ポップアップウィンドウの挿入位置は、使用するリソース情報の種別に応じて変
更してもよい。例えば、英文テキスト中の指定文字列についてその日本語訳を英和辞書か
ら取得し、その取得した日本語訳をポップアップ表示する場合、図５に示すように、ポッ
プアップウィンドウ２２がテキストの表示ウィンドウの右上の位置に固定的に挿入されて
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もよい。この表示によれば、指定文字列の表示位置に関係なく、指定文字列の日本語訳が
、常に、右上に表示される。したがって、英文テキストを読み進める場合に、あるページ
で指定した英単語の日本語訳を、別のページでも参照することができる。この場合も、電
子テキストはポップアップウィンドウ２２が挿入された領域以外の領域に表示される。し
たがって、テキスト表示領域の変更により、テキストの一部がポップアップウィンドウ２
２により隠れることはない。
【００３５】
　（第２の実施形態）
　ポップアップウィンドウを指定文字列の隣接領域に挿入する場合、ポップアップウィン
ドウのサイズを大きくすると、テキストがポップアップウィンドウにより隔てられること
により、テキストが読み難くなる場合がある。例えば、図４に示した表示例において、ウ
ィンドウサイズが２０行程度のポップアップウィンドウ２２が指定文字列２１の直下に表
示された場合、９行目の文と１０行目の文の間が、２０行程度のポップアップウィンドウ
２２によって隔てられることとなり、テキストが読み難くなる。テキストの読み易さを考
慮すると、指定文字列の隣接領域に挿入されるポップアップウィンドウのサイズは小さく
することが望ましい。
【００３６】
　一方、関連情報を読み進めたり、読み返したりする場合、スクロールの操作回数は少な
い方が好ましい。関連情報のデータサイズが大きい場合は、関連情報の大部分をスクロー
ル操作によって表示することになり、スクロールの操作回数が増大する。このため、デー
タサイズが大きな関連情報については、ポップアップウィンドウのサイズを大きくして、
スクロールの操作範囲を小さくすることが望ましい。
【００３７】
　本発明の第２の実施形態である情報処理装置は、上記の相反する要望を実現するもので
あって、指定文字列の検索結果である関連情報のデータサイズに応じてポップアップウィ
ンドウのサイズおよび表示位置を切り替えるように構成されている。
【００３８】
　本実施形態の情報処理装置は、図１に示した構成を有するが、関連情報のデータサイズ
に応じてポップアップウィンドウのサイズおよび表示位置を切り替える点が、第１の実施
形態の情報処理装置と異なる。
【００３９】
　記憶部４は、データサイズが閾値未満の関連情報をポップアップ表示するために使用さ
れる第１のポップアップウィンドウの表示条件と、データサイズが閾値以上の関連情報を
ポップアップ表示するために使用される第２のポップアップウィンドウの表示条件を格納
したテーブルを備える。
【００４０】
　関連情報のデータサイズの閾値は、テキストの表示ウィンドウにおいて、１０行程度の
文が表示されるようなデータサイズに対応する値とされている。
【００４１】
　第１のポップアップウィンドウの表示条件は、ウィンドウのサイズおよび表示位置、文
字のサイズなどの項目からなり、各項目は任意に設定可能である。ここでは、第１のポッ
プアップウィンドウの表示条件は、第１の実施形態で説明したポップアップウィンドウの
表示条件と同じとする。
【００４２】
　第２のポップアップウィンドウの表示条件も、ウィンドウのサイズおよび表示位置、文
字のサイズなどの項目からなり、各項目は任意に設定可能である。ここでは、デフォルト
状態として、ウィンドウサイズは表示テキストの１０行程度の大きさ（第１のポップアッ
プウィンドウの表示条件で規定されたサイズよりも大きなサイズ）とされ、ポップアップ
ウィンドウの表示位置はテキスト表示領域の最下の位置とされている。文字のサイズは、
テキストと同じ文字サイズとされている。この第２のポップアップウィンドウの表示条件
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によれば、テキスト表示領域の最下の領域に、１０行程度の大きさのポップアップウィン
ドウが挿入されるように、テキスト表示領域が変更される。
【００４３】
　図６は、本実施形態の情報処理装置の表示制御部１１によって実行されるポップアップ
表示処理の一手順を示すフローチャートである。以下、図１および図６を参照してポップ
アップ表示処理を説明する。
【００４４】
　ポップアップ表示処理部１１ｂは、指定文字列の関連情報の検索が行われたか否かを判
定する（ステップ２００）。このステップ２００の処理は、図２のステップ１００の処理
と同じである。
【００４５】
　関連情報検索が行われた場合は、続いて、ポップアップ表示処理部１１ｂは、検索結果
として得られた関連情報のデータサイズが閾値以上であるか否かを判定する（ステップ２
０１）。
【００４６】
　関連情報のデータサイズが閾値未満である場合は、ポップアップ表示処理部１１ｂは、
指定文字列の表示位置を検出し（ステップ２０２）、第１のポップアップウィンドウの表
示条件に従ってテキスト表示領域を変更して、その指定文字列の表示位置に隣接する領域
にポップアップウィンドウを挿入する（ステップ２０３）。そして、ポップアップ表示処
理部１１ｂは、その挿入したポップアップウィンドウにおいて、指定文字列の関連情報を
、テキストと同じ文字サイズで表示する（ステップ２０４）。このステップ２０２～２０
４の処理は、図２のステップ１０１～１０３の処理と同じである。
【００４７】
　関連情報のデータサイズが閾値以上である場合は、ポップアップ表示処理部１１ｂは、
第２のポップアップウィンドウの表示条件に従ってテキスト表示領域を変更して、最下の
位置にポップアップウィンドウを挿入する（ステップ２０５）。その後、ステップ２０４
で、その挿入したポップアップウィンドウにおいて、指定文字列の関連情報がテキストと
同じ文字サイズで表示される。そして、ブラウザ部１１ａによって、電子テキストが、ポ
ップアップウィンドウが挿入された領域以外の領域に表示される。
【００４８】
　上記のポップアップ表示処理によれば、関連情報のデータサイズが閾値未満である場合
は、第１の実施形態と同様のポップアップ表示処理が行われる。これにより、第１の実施
形態と同様の作用効果を得ることができる。
【００４９】
　また、関連情報のデータサイズが閾値以上である場合は、第２のポップアップウィンド
ウの表示条件に従ってポップアップ表示が行われる。この場合、第１のポップアップウィ
ンドウの表示条件で規定されたサイズよりも大きなサイズで、ポップアップウィンドウを
表示することができる。これにより、関連情報を読み進めたり、読み返したりする場合に
おける、スクロールの操作回数を削減することが可能である。
【００５０】
　図７は、テキスト表示領域の最下の位置にポップアップウィンドウを挿入した様子を示
す模式図である。この例では、テキスト表示領域の下から数行程度の領域において、各行
の先頭に折り返しが挿入されており、この折り返しが挿入された領域に、ポップアップウ
ィンドウ２２が挿入されている。したがって、ポップアップウィンドウ２２は、テキスト
表示領域と重ならなることはない。また、ポップアップウィンドウ２２を最下の位置に挿
入する場合、ポップアップウィンドウ２２によってテキストが分断されることはないので
、ポップアップウィンドウ２２のサイズを大きくすることが可能である。
【００５１】
　なお、第２のポップアップウィンドウの表示条件に基づくポップアップ表示において、
テキストを分断することがないのであれば、ポップアップウィンドウ２２はどのような位
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置に挿入されてもよい。
【００５２】
　（第３の実施形態）
　関連情報のデータサイズはリソースの種類によって異なる。したがって、ポップアップ
ウィンドウの表示条件は、リソース毎に設定することが望ましい。本発明の第３の実施形
態である情報処理装置は、そのようなリソースの種別に応じたポップアップウィンドウの
表示条件の設定が可能な構成とされている。
【００５３】
　本実施形態の情報処理装置は、図１に示した構成を有するが、リソースの種類に応じて
ポップアップウィンドウの表示条件を変更する点が、第１の実施形態の情報処理装置と異
なる。
【００５４】
　記憶部４は、リソース毎にポップアップウィンドウの表示条件を規定したテーブルを備
える。テーブルには、情報検索部１０による情報検索で使用可能なリソース（リソース情
報４０やサーバ等の外部装置により提供されるＷｅｂ情報等）のそれぞれについて、ポッ
プアップウィンドウの表示条件が格納されている。ポップアップウィンドウの表示条件は
、ウィンドウのサイズおよび表示位置、文字のサイズなどの情報を含む。
【００５５】
　例えば、英和辞典、英英辞典、百科事典、Ｗｅｂ辞典（翻訳用）、Ｗｅｂ情報（新聞記
事）をリソースとして使用可能な場合は、それらリソースのそれぞれについて、ポップア
ップウィンドウの表示条件が設定される。ここでは、各リソースにおいて、ウィンドウの
表示位置と文字のサイズは同じ値が設定されており、ウィンドウのサイズのみが異なる。
具体的には、英和辞典は２行分のウィンドウサイズとされ、英英辞典は３行分のウィンド
ウサイズとされ、百科事典は５行分のウィンドウサイズとされ、翻訳は５行分のウィンド
ウサイズとされ、新聞記事は８行分のウィンドウサイズとされている。
【００５６】
　記憶部４には、上記テーブルとは別に、その他のリソースの表示条件として、所定のポ
ップアップウィンドウ表示条件が格納されている。ここで、その他のリソースは、ポップ
アップウィンドウの表示条件がテーブルに登録されていないリソースを示す。所定のポッ
プアップウィンドウ表示条件の内容は、任意に設定可能である。
【００５７】
　図８は、本実施形態の情報処理装置のポップアップ表示処理部１１ｂによって実行され
るポップアップ表示処理の一手順を示すフローチャートである。以下、図１および図８を
参照してポップアップ表示処理を説明する。
【００５８】
　ポップアップ表示処理部１１ｂは、指定文字列の関連情報の検索が行われたか否かを判
定する（ステップ３００）。このステップ３００の処理は、図２のステップ１００の処理
と同じである。
【００５９】
　関連情報検索が行われた場合は、続いて、ポップアップ表示処理部１１ｂは、情報検索
部１０が情報検索に使用したリソースを特定し（ステップ３０１）、その特定したリソー
スのポップアップウィンドウの表示条件が記憶部のテーブルに登録されているか否かを調
べる（ステップ３０２）。情報検索に使用したリソースを特定するための情報は、情報検
索部１０からポップアップ表示処理部１１ｂに供給される。
【００６０】
　ポップアップウィンドウの表示条件がテーブルに登録されている場合は、ポップアップ
表示処理部１１ｂは、その登録されているポップアップウィンドウの表示条件に従ってテ
キスト表示領域を変更してポップアップウィンドウを挿入する（ステップ３０３）。そし
て、ポップアップ表示処理部１１ｂは、その設定したポップアップウィンドウにおいて、
指定文字列の関連情報を、テキストと同じ文字サイズで表示する（ステップ３０４）。
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【００６１】
　ポップアップウィンドウの表示条件がテーブルに登録されていない場合は、ポップアッ
プ表示処理部１１ｂは、記憶部４から所定のポップアップウィンドウ表示条件（その他の
リソースの表示条件）を取得し、このポップアップウィンドウ表示条件に従ってテキスト
表示領域を変更してポップアップウィンドウを挿入する（ステップ３０５）。この後、ス
テップ３０４に移行して、指定文字列の関連情報がポップアップウィンドウ内に表示され
る。
【００６２】
　ステップ３０４にてポップアップ表示がなされた後、ブラウザ部１１ａは、ポップアッ
プウィンドウが挿入された領域以外の領域に電子テキストを表示する。
【００６３】
　ポップアップウィンドウを固定とした場合、ウィンドウサイズが、関連情報のデータサ
イズに対して無駄に大きかったり、スクロール範囲が必要以上に大きくなったりする。上
記のポップアップ表示処理によれば、リソースに最適なサイズのポップアップウィンドウ
を表示することができる。
【００６４】
　図９は、リソースの種別に応じたサイズでポップアップウィンドウを表示した様子を示
す模式図である。この例では、指定文字列（英語）２１ａの直下に２行分のサイズのポッ
プアップウィンドウ２２０ａが挿入され、指定文字列２１ａの訳（日本語）として英和辞
典で引いた関連情報が、ポップアップウィンドウ２２０ａ内に表示されている。また、指
定文字列（日本語）２１ｂの直下に５行分のサイズのポップアップウィンドウ２２０ｂが
挿入され、百科事典から取得した指定文字列２１ｂの関連情報が、ポップアップウィンド
ウ２２０ｂ内に表示されている。このように、リソースに最適なサイズでポップアップウ
ィンドウを表示することで、ウィンドウサイズが関連情報のデータサイズに対して無駄に
大きかったり、スクロール範囲が必要以上に大きくなったりする問題を解決することがで
きる。
【００６５】
　なお、上記の説明では、各リソースにおいて、ウィンドウの表示位置と文字のサイズは
同じとされ、ウィンドウのサイズのみが異なるような表示条件を設定しているが、これに
限定されるものではない。リソース毎に、最適なウィンドウ表示位置や最適な文字サイズ
を設定してもよい。
【００６６】
　リソース毎に最適なウィンドウ表示位置を設定する場合は、例えば、英和辞典について
は、テキスト表示領域の右上の位置にポップアップウィンドウを挿入したり、百科事典に
ついては、テキスト表示領域の最下の位置にポップアップウィンドウを挿入したりする、
といった表示処理が可能となる。
【００６７】
　リソース毎に最適な文字サイズを設定する場合は、関連情報のデータサイズが大きなリ
ソース（例えば、新聞記事）については、文字サイズを小さくすることで、一度にウィン
ドウ内に表示される情報量を多くすることができ、また、スクロール範囲も小さくするこ
とが可能となる。
【００６８】
　以上説明した各実施形態の情報処理装置は本発明の一例であり、その構成および動作は
、発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜に変更することができる。
【００６９】
　例えば、各実施形態において、ポップアップウィンドウには、ポップアップ表示を終了
するためのボタンが設けられてもよい。このボタンにカーソルを合わせて所定の入力操作
（例えばマウスによるクリック操作）を行うと、制御部が、ポップアップ表示を終了する
ための処理を実行する。ユーザは自由にポップアップ表示を終了することができる。
【００７０】
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　また、各実施形態において、テキストを表示するウィンドウにスクロールボタンを設け
ても良い。この場合、テキストの表示をスクロールボタンにより上下方向に移動させた場
合、指定文字列に隣接して表示されたポップアップウィンドウも、そのスクロールによる
移動に同期して上下に移動する。
【００７１】
　また、第２の実施形態においては、関連情報のデータサイズに応じてポップアップウィ
ンドウのサイズを変更しているが、関連情報のデータサイズに応じて、ポップアップウィ
ンドウの表示位置や文字サイズを変更してもよい。
【００７２】
　また、複数の異なる指定文字列のそれぞれについて、個別に、対応するリソースから関
連情報を取得し、その取得した関連情報を別々のポップアップウィンドウにて表示する場
合に、複数のポップアップウィンドウを隣接させて挿入していてもよい。
【００７３】
　図１０に、２つのポップアップウィンドウが隣接して挿入される一例を示す。この例で
は、６行分のサイズのポップアップウィンドウ３２２ａおよび８行分のサイズのポップア
ップウィンドウ３２２ｂがテキストの表示ウィンドウの右上の領域に隣接して表示されて
いる。指定文字列（英語）３２１ａの訳文がポップアップウィンドウ３２２ａに表示され
、指定文字列（日本語）３２１ｂの意味がポップアップウィンドウ３２２ｂに表示される
。ポップアップウィンドウ３２２ａには、原文（指定文字列（英語）３２１ａ自体）も表
示されている。
【００７４】
　図１１に、２つのポップアップウィンドウが隣接して挿入される他の例を示す。この例
では、８行分のサイズのポップアップウィンドウ４２２ａおよび５行分のサイズのポップ
アップウィンドウ４２２ｂがテキストの表示ウィンドウの最下の位置に隣接して表示され
ている。指定文字列４２１ａに関する新聞記事がポップアップウィンドウ４２２ａに表示
される。指定文字列４２１ｂについては、ユーザにリソースを選択させるために、ポップ
アップメニューがポップアップウィンドウ３２２ｂに表示される。ポップアップメニュー
は、英和辞典、英英辞典、百科事典、翻訳、新聞記事の各リソースの項目を含む。ポップ
アップメニューとして表示された項目のいずれかの項目にカーソルを合わせて所定の入力
操作（例えばマウスによるクリック操作）を行うと、制御部は、カーソルで指定された項
目に対応する処理を実行する。ユーザは自由にポップアップメニューを選択することがで
きる。
【００７５】
　本発明の一態様によれば、情報処理装置は、入力部と、表示部と、電子テキストを上記
表示部に表示するブラウザ部と、上記電子テキストが表示されたウィンドウ内にサブウィ
ンドウを表示するウィンドウ表示処理部を有し、上記ウィンドウ表示処理部は、上記入力
部を通じて指定された文字列の上記ウィンドウ内における表示位置を検出し、該表示位置
に隣接する領域に上記サブウィンドウを挿入し、上記ブラウザ部は、上記サブウィンドウ
が挿入されると、該挿入領域以外の領域に上記電子テキストを表示する。ここで、ウィン
ドウ表示処理部は、図１に示したポップアップ表示処理部１１ｂに対応し、サブウィンド
ウはポップアップウィンドウに対応する。
【００７６】
　上記の情報処理装置において、上記入力部を通じて指定された文字列を検索用キーワー
ドとして用いてデータ群から関連情報を検索する情報検索部をさらに有し、上記ウィンド
ウ表示処理部が、上記関連情報を上記サブウィンドウに表示してもよい。ここで、データ
群は、図１に示した情報検索部１０による情報検索で使用可能なリソース（リソース情報
４０やサーバ等の外部装置により提供されるＷｅｂ情報等）である。
【００７７】
　さらに、上記の情報処理装置において、ウィンドウ表示処理部は、上記関連情報のデー
タサイズを検出し、該データサイズが閾値未満の場合に、上記サブウィンドウを上記文字
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列の表示位置に隣接する領域に挿入してもよい。また、上記データサイズが閾値以上の場
合に、上記ウィンドウ表示処理部が、上記ウィンドウ内の予め定められた位置に上記サブ
ウィンドウを挿入してもよい。
【００７８】
　また、上記の情報処理装置において、上記データ群は、複数の辞書データからなり、上
記サブウィンドウを表示するためのウィンドウ表示条件として、少なくともウィンドウの
サイズおよび表示位置を規定した情報が、上記辞書データ毎に格納されたテーブルをさら
に備え、上記情報検索部が、上記複数の辞書データのうちから上記入力部を通じて指定さ
れた辞書データを用いて、上記文字列の関連情報を取得し、上記ウィンドウ表示処理部が
、上記テーブルを参照して、上記情報検索部にて使用した辞書データについてのウィンド
ウ表示条件を取得し、該ウィンドウ表示条件に従って上記サブウィンドウを表示してもよ
い。この場合、上記ウィンドウ表示条件が、サブウィンドウに表示される文字のサイズを
規定する情報を含み、上記ウィンドウ表示処理部が、上記ウィンドウ表示条件により規定
された文字のサイズで上記サブウィンドウに上記関連情報を表示してもよい。
【００７９】
　以上説明した本発明は、複数の辞書データを備え、これら辞書データを利用して情報検
索を行うことが可能な情報処理装置全般に適用することができる。また、本発明は、デス
クトップ型のパーソナルコンピュータだけでなく、ノート型のパーソナルコンピュータに
も適用することができる。さらに、本発明は、携帯電話機等に代表される携帯情報端末に
適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の第１の実施形態である情報処理装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示す情報処理装置の表示制御部によって実行されるポップアップ表示処理
の一手順を示すフローチャートである。
【図３】テキスト表示の一例を示す模式図である。
【図４】図３に示すテキスト中の指定文字列に関する関連情報のポップアップ表示の一例
を示す模式図である。
【図５】ポップアップ表示の別の例を示す模式図である。
【図６】本発明の第２の実施形態である情報処理装置の表示制御部によって実行されるポ
ップアップ表示処理の一手順を示すフローチャートである。
【図７】テキスト表示領域の最下の位置にポップアップウィンドウを挿入した様子を示す
模式図である。
【図８】本発明の第３の実施形態である情報処理装置の表示制御部によって実行されるポ
ップアップ表示処理の一手順を示すフローチャートである。
【図９】リソースの種別に応じたサイズでポップアップウィンドウを表示した様子を示す
模式図である。
【図１０】２つのポップアップウィンドウが隣接して挿入する場合の表示の一例を示す模
式図である。
【図１１】２つのポップアップウィンドウが隣接して挿入する場合の表示の他の例を示す
模式図である。
【符号の説明】
【００８１】
１　制御部
２　入力部
３　表示部
４　記憶部
５　通信部
１０　情報検索部
１１　表示制御部
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１１ａ　ブラウザ部
１１ｂ　ポップアップ表示処理部
４０　リソース情報
４１　電子テキスト

【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】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

