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(57)【要約】
【課題】電子データ１１ａの可視化画像を表示出力する
際の初期状態において、当該可視化画像の一部を選択的
に表示出力する場合であっても、ユーザが最も閲覧した
いと考えられる部分を表示出力できるようにする。
【解決手段】電子データ１１ａの可視化画像を表示出力
するとともに、当該表示出力の初期状態として、前記可
視化画像１１ａの一部を選択的に表示出力する画像表示
手段１２と、前記画像表示手段１２が前記初期状態にて
表示出力する前記可視化画像の一部を当該可視化画像の
どの部分にするか選択するとともに、当該選択を前記電
子データ１１ａ別または当該電子データ１１ａを格納す
るフォルダ別に行う表示制御手段１４ａとを備えて、文
書表示処理装置１０を構成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子データの可視化画像を表示出力するとともに、当該表示出力の初期状態として、前
記可視化画像の一部を選択的に表示出力する画像表示手段と、
　前記画像表示手段が前記初期状態にて表示出力する前記可視化画像の一部を当該可視化
画像のどの部分にするか選択するとともに、当該選択を前記電子データ別または当該電子
データを格納するフォルダ別に行う表示制御手段と
　を備えることを特徴とする文書表示処理装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記選択を、前記電子データ別または前記フォルダ別に設定され
ている表示位置設定情報に基づいて行う
　ことを特徴とする請求項１記載の文書表示処理装置。
【請求項３】
　前記電子データの構成に関する情報と、当該構成に適した初期表示位置についての情報
とを、互いに対応付けて記憶する相関情報テーブルと、
　前記画像表示手段が表示出力の対象とする電子データから当該電子データの構成に関す
る情報を抽出する情報抽出手段と、
　前記情報抽出手段での抽出結果に対応する初期表示位置についての情報を前記相関情報
テーブル内から検索する情報検索手段とを備え、
　前記表示制御手段は、前記選択を、前記情報検索手段での検索結果に基づいて行う
　ことを特徴とする請求項１記載の文書表示処理装置。
【請求項４】
　前記画像表示手段による前記初期状態での可視化画像の表示出力の後から、当該可視化
画像の元となる電子データについての所定処理があるまでの間における、前記画像表示手
段での表示出力の態様変化を認識する表示態様認識手段と、
　前記表示態様認識手段による認識結果に応じて、前記表示制御手段が前記選択を行う際
の基になる情報の内容を更新する情報更新手段と
　を備えることを特徴とする請求項１、２または３記載の文書表示処理装置。
【請求項５】
　コンピュータを、
　電子データの可視化画像を表示出力するとともに、当該表示出力の初期状態として、前
記可視化画像の一部を選択的に表示出力する画像表示手段と、
　前記画像表示手段が前記初期状態にて表示出力する前記可視化画像の一部を当該可視化
画像のどの部分にするか選択するとともに、当該選択を前記電子データ別または当該電子
データを格納するフォルダ別に行う表示制御手段
　として機能させることを特徴とする文書表示処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文章、画像、これらの組み合わせ等からなる文書についての電子データを表
示出力するための文書表示処理装置および文書表示処理プログラムプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ページ（用紙）という概念のある文書についての電子データを可視化してディ
スプレイ装置の画面上に表示出力する場合、その表示出力の初期状態（起動時の表示状態
）は、その表示出力を行うアプリケーションプログラムやビューワー等の種類、またはユ
ーザの設定に応じて、一意に特定される。例えば、あるアプリケーションプログラムでは
、画面幅に合わせてデータ拡縮をしつつページの最上部を初期状態として表示するが、他
のアプリケーションプログラムでは、データ拡縮なしでページ左上を基準として初期状態
の表示を行うといった具合である。また、ディスプレイ装置の画面領域には制約があるこ
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とから、特にデータ拡縮なしで表示出力を行う場合には、初期状態としてページの一部の
みを選択的に表示出力し、一画面に入りきらなかった部分については、通常は、その後の
スクロール操作やその他のユーザインターフェース操作によって対応する（例えば、特許
文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特許第３１７６５４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、文書は、国際規格、国内規格、社内規格、その他の所定ルールによって、そ
の書式フォーマットが予め定められているものが多い。そして、書式フォーマットが異な
る文書同士では、各文書上において、重要な情報が記載される箇所（部分）が異なってい
ることが多い。
【０００５】
　しかしながら、このような書式フォーマットの文書について電子データを可視化して表
示出力する場合には、その表示出力の初期状態が一意に特定されていると、重要な情報が
記載される箇所の閲覧のために、ユーザによるスクロール操作やユーザインターフェース
操作等を常に必要としてしまい、ユーザが手間や煩わしさ等を感じてしまうおそれがある
。例えば、図または線図を必要事項とともに所定の様式に従って表したものである図面は
、図面番号情報等の表題欄がＪＩＳ規格によって必ず用紙右下部分に配置されることが定
められているが、このような図面についての電子データを表示出力する場合、その表示出
力を行うアプリケーションプログラムやビューワー等が、用紙最上部を初期状態として表
示したり、または用紙左上を基準として初期状態の表示を行うものであると、ユーザは表
題欄を閲覧するために、毎回用紙左下までスクロール操作をする必要が生じてしまう。
【０００６】
　そこで、本発明は、表示出力の初期状態において、ユーザが最も閲覧したいと考えられ
る部分を表示出力することのできる文書表示処理装置および文書表示処理プログラムを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記目的を達成するために案出されたものである。
　すなわち、請求項１に係る発明は、電子データの可視化画像を表示出力するとともに、
当該表示出力の初期状態として、前記可視化画像の一部を選択的に表示出力する画像表示
手段と、前記画像表示手段が前記初期状態にて表示出力する前記可視化画像の一部を当該
可視化画像のどの部分にするか選択するとともに、当該選択を前記電子データ別または当
該電子データを格納するフォルダ別に行う表示制御手段とを備えることを特徴とする文書
表示処理装置である。
　請求項２に係る発明は、前記表示制御手段は、前記選択を、前記電子データ別または前
記フォルダ別に設定されている表示位置設定情報に基づいて行うことを特徴とする請求項
１記載の文書表示処理装置である。
　請求項３に係る発明は、前記電子データの構成に関する情報と、当該構成に適した初期
表示位置についての情報とを、互いに対応付けて記憶する相関情報テーブルと、前記画像
表示手段が表示出力の対象とする電子データから当該電子データの構成に関する情報を抽
出する情報抽出手段と、前記情報抽出手段での抽出結果に対応する初期表示位置について
の情報を前記相関情報テーブル内から検索する情報検索手段とを備え、前記表示制御手段
は、前記選択を、前記情報検索手段での検索結果に基づいて行うことを特徴とする請求項
１記載の文書表示処理装置である。
　請求項４に係る発明は、前記画像表示手段による前記初期状態での可視化画像の表示出
力の後から、当該可視化画像の元となる電子データについての所定処理があるまでの間に
おける、前記画像表示手段での表示出力の態様変化を認識する表示態様認識手段と、前記
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表示態様認識手段による認識結果に応じて、前記表示制御手段が前記選択を行う際の基に
なる情報の内容を更新する情報更新手段とを備えることを特徴とする請求項１、２または
３記載の文書表示処理装置である。
　請求項５に係る発明は、コンピュータを、電子データの可視化画像を表示出力するとと
もに、当該表示出力の初期状態として、前記可視化画像の一部を選択的に表示出力する画
像表示手段と、前記画像表示手段が前記初期状態にて表示出力する前記可視化画像の一部
を当該可視化画像のどの部分にするか選択するとともに、当該選択を前記電子データ別ま
たは当該電子データを格納するフォルダ別に行う表示制御手段として機能させることを特
徴とする文書表示処理プログラムである。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１に係る発明および請求項５に係る発明によれば、初期状態として可視化画像の
一部を選択的に表示出力するのにあたり、その一部を当該可視化画像のどの部分にするか
の選択を、電子データ別または当該電子データを格納するフォルダ別に行うので、表示出
力の対象となる電子データ別に異なるものとすることが可能となる。つまり、表示出力の
初期状態において、ユーザが最も閲覧したいと考えられる部分を表示出力することが可能
となる。したがって、ユーザが当該部分をスクロール操作やユーザインターフェース操作
等を必要とせずに閲覧することができ、手間や煩わしさ等を感じてしまうことがなくなる
ので、結果としてユーザにとっての利便性が非常に優れたものとなる。
　請求項２に係る発明によれば、表示出力の初期状態についての選択を、電子データ別ま
たはフォルダ別に設定されている表示位置設定情報に基づいて行うので、予め表示位置設
定情報を設定しておくことで、当該選択を確実に、かつ、少ない処理負荷を行うことが可
能となる。
　請求項３に係る発明によれば、表示出力の対象となる電子データの構成に関する情報を
抽出し、その抽出結果に対応する初期表示位置についての情報を相関情報テーブル内から
検索して取り出し、その検索結果に基づいて表示出力の初期状態についての選択を行うの
で、電子データ別またはフォルダ別に個別に表示位置設定情報を設定しておかなくても、
電子データの構成（例えば、文書種類、自然言語種類、縦書き／横書き等の関する情報）
に応じて当該選択を確実に、かつ、柔軟に行うことが可能となる。
　請求項４に係る発明によれば、初期状態の表示出力後における表示態様変化を認識して
、その認識結果に応じて表示制御手段が初期状態の選択を行う際の基になる情報の内容を
更新するので、例えば初期状態の表示出力後にスクロール操作が行われる傾向にあると、
それ以降は、そのことを認識してスクロール操作後における表示態様を初期状態とするよ
うに設定変更を行う、といったことが実現可能となる。つまり、初期状態の表示出力後に
おける表示態様変化を学習して、その後における表示出力の初期状態についての選択に反
映させ得るようになる。したがって、ユーザにとっての利便性がより一層優れたものとな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面に基づき本発明に係る文書表示処理装置および文書表示処理プログラムにつ
いて説明する。
【００１０】
　本実施形態において説明する文書表示処理装置および文書表示処理プログラムは、文章
、画像、これらの組み合わせ等からなる文書についての電子データ（以下、単に「電子デ
ータ」という）に対して編集や加工等の処理を行うために、その電子データを可視化して
表示出力するものである。表示出力の対象となる電子データは、ページ（用紙）という概
念のある文書についてのものであり、例えば複数ページで構成される文書についてのもの
や、単一ページであるが用紙サイズが規定されている文書（例えば図面）についてのもの
等が相当する。なお、データ形式については、特に限定されないが、その一例としてペー
ジ単位でツリー構造を構成するもの、すなわち一つのデータファイル名の下に一または複
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数のページが存在する階層構造のものが挙げられる。
【００１１】
　〔第一の実施の形態〕
　ここで、先ず、本発明の第一の実施の形態について説明する。図１は本発明に係る文書
表示処理装置の第一の概略構成例を示すブロック図である。
【００１２】
　図例のように、第一の実施の形態として説明する文書表示処理装置１０は、電子データ
を可視化した画像（以下「可視化画像」という）の表示出力を行うコンピュータからなる
もので、大別すると、必要に応じて情報の記憶保持を行う記憶装置等からなる情報記憶手
段１１と、ディスプレイ装置等からなる画像表示手段１２と、キーボードやマウス等の入
力装置からなる情報入力手段１３と、ＣＰＵ（Central Processing Unit）やＲＡＭ（Ran
dom Access Memory）等の組み合わせにより実現される情報処理手段１４と、を備えて構
成されている。なお、文書表示処理装置１０は、ネットワーク回線を介して他装置（ただ
し不図示）と接続し、当該他装置との通信を行うことによって各種機能を実現するもので
あってもよい。
【００１３】
　情報記憶手段１１には、表示出力の対象となる電子データ１１ａが記憶保持される。電
子データ１１ａは、上述したようにページ（用紙）という概念のある文書についてのもの
であり、それぞれに個別のデータファイル名が付与されて管理される。さらには、個別の
フォルダ名が付与されたフォルダに格納されて管理されるものであってもよい。また、情
報記憶手段１１は、電子データ１１ａに付随する属性情報の一つとして、または当該電子
データ１１ａを格納するフォルダに付随する属性情報の一つとして、詳細を後述する表示
位置設定情報１１ｂを記憶保持しているものとする。
【００１４】
　画像表示手段１２は、電子データ１１ａの可視化画像を表示出力するものである。ただ
し、可視化画像を表示出力する画面領域サイズには一定の制約がある。そこで、画像表示
手段１２では、画面領域サイズよりも可視化画像の表示サイズのほうが大きい場合に、表
示出力の初期状態として、当該可視化画像の一部を選択的に表示出力するようになってい
る。
【００１５】
　情報処理手段１４は、電子データ１１ａに対して編集や加工等の処理を行うとともに、
その処理のために必要となる情報記憶手段１１、画像表示手段１２および情報入力手段１
３に対する動作制御を行うものである。この動作制御、特に画像表示手段１２が電子デー
タ１１ａの可視化画像を表示出力する際の制御を行うために、情報処理手段１４は、表示
制御手段１４ａとしての機能を備えている。
【００１６】
　表示制御手段１４ａは、画像表示手段１２による可視化画像の表示出力を制御するもの
である。さらに詳しくは、画像表示手段１２が表示出力の初期状態として可視化画像の一
部を選択的に表示出力する場合に、その初期状態にて表示出力する可視化画像の一部を、
当該可視化画像のどの部分にするか選択するものである。なお、表示制御手段１４ａは、
その選択を、電子データ１１ａ別またはこれを格納するフォルダ別に設定されている表示
位置設定情報１１ｂに基づいて、当該電子データ１１ａ別または当該フォルダ別に行うよ
うになっている。
【００１７】
　これらの各手段１１～１４，１４ａとしての機能は、文書表示処理装置１０のコンピュ
ータとしての資源が、所定プログラムを実行することによって実現されるものである。そ
の場合に、当該所定プログラムは、文書表示処理装置１０内へのインストールに先立ち、
コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に格納されて提供されるものであっても、または有
線若しくは無線による通信手段を介して配信されるものであってもよい。つまり、本実施
形態で説明する文書表示処理装置１０は、その文書表示処理装置１０にインストール可能
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な文書表示処理プログラムによっても実現することが可能である。
【００１８】
　続いて、以上のような構成の文書表示処理装置（文書表示処理プログラムによって実現
される場合を含む）１０における処理動作例について説明する。
【００１９】
　第一の実施の形態における文書表示処理装置１０では、電子データ１１ａの可視化画像
を表示出力するのに先立ち、その電子データ１１ａについての表示位置設定情報１１ｂが
、既に設定されているものとする。
【００２０】
　図２は、表示位置設定情報の設定ダイアログボックスの一具体例を示す説明図である。
表示位置設定情報１１ｂの設定にあたって、画像表示手段１２は、その表示画面上に、図
例のような設定ダイアログボックスを表示出力する。この設定ダイアログボックスの表示
出力は、情報入力手段１３での所定操作をトリガとし、そのトリガに応じて行えばよい。
例えば、電子データ１１ａの可視化画像の表示出力中、または電子データ１１ａを格納す
るフォルダを表す画像の表示出力中に、その表示ウインドウ画面のメニューバーやプラグ
インボタン等により、表示位置設定情報１１ｂの設定を要求する旨の操作があると、これ
に応じて設定ダイアログボックスの表示出力を行うことが考えられる。設定ダイアログボ
ックス上では、画像表示手段１２における電子データ１１ａの表示出力の初期状態として
可視化画像の一部を選択的に表示出力する場合に、当該一部を可視化画像のどの部分にす
るかについて、その設定（領域指定）を行い得るようになっている。図例では、「左上領
域」「中上領域」「右上領域」「左中領域」「中央領域」「右中領域」「左下領域」「中
下領域」または「右下領域」のいずれかを選択指定し得る場合を示している。ただし、必
ずしも図例の態様に限定されないことは言うまでもない。このような設定ダイアログボッ
クスを利用してユーザによる情報の設定入力が行われると、その設定入力の結果である表
示位置設定情報１１ｂが、対応する電子データ１１ａまたはフォルダと関連付けられた状
態で、さらに具体的には電子データ１１ａまたはフォルダに付随する属性情報の一つとし
て、当該電子データ１１ａ別または当該フォルダ別に、情報記憶手段１１内に記憶保持さ
れることになる。なお、このような設定ダイアログボックスの表示出力等については、公
知のＧＵＩ（Graphical User Interface）技術を用いて行えばよいため、ここではその詳
細な説明を省略する。
【００２１】
　このようにして、表示位置設定情報１１ｂが設定された後、電子データ１１ａの可視化
画像の表示出力を要求する旨の操作が情報入力手段１３であると、画像表示手段１２は、
その要求に係る電子データ１１ａの可視化画像の表示出力を行う。そして、このとき、画
面領域サイズよりも可視化画像の表示サイズのほうが大きい場合には、表示出力の初期状
態として、当該可視化画像の一部を選択的に表示出力する。
【００２２】
　ただし、この画像表示手段１２での可視化画像の一部の選択的な表示出力に際しては、
その可視化画像の基になった電子データ１１ａまたは当該電子データ１１ａを格納するフ
ォルダに付随する属性情報の一つとして表示位置設定情報１１ｂが設定されていることか
ら、その表示位置設定情報１１ｂに基づいて、初期状態にて表示出力する可視化画像の一
部を当該可視化画像のどの部分にするかについて、表示制御手段１４ａが電子データ１１
ａ別またはフォルダ別に選択決定する。つまり、一旦表示位置設定情報１１ｂが設定され
ると、その表示位置設定情報１１ｂが電子データ１１ａまたはフォルダの属性情報の一つ
として記憶保持されるので、それ以降における可視化画像の一部の選択的な表示出力に際
しては、その表示位置設定情報１１ｂで特定される内容が反映されることになる。しかも
、表示位置設定情報１１ｂの設定は、電子データ１１ａ別またはフォルダ別に行い得る。
このことは、初期状態の表示領域選択を、電子データ１１ａ別またはフォルダ別に異なる
ものとし得ることを意味する。
【００２３】
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　したがって、第一の実施の形態で説明した文書表示処理装置１０を用いれば、画像表示
手段１２にて電子データ１１ａの可視化画像の一部を選択的に表示出力する場合であって
も、予め表示位置設定情報１１ｂを適宜設定しておくことで、その表示出力の初期状態に
おいて、ユーザが最も閲覧したいと考えられる部分を表示出力することが可能となる。さ
らには、表示出力の初期状態についての選択を、電子データ別またはフォルダ別に設定さ
れている表示位置設定情報１１ｂに基づいて行うので、予め表示位置設定情報を設定して
おくことで、当該選択を確実に、かつ、少ない処理負荷を行うことが可能となる。
【００２４】
　〔第二の実施の形態〕
　次に、本発明の第二の実施の形態について説明する。なお、ここでは、上述した第一の
実施の形態との相違点についてのみ説明する。図３は本発明に係る文書表示処理装置の第
二の概略構成例を示すブロック図である。
【００２５】
　図例のように、第二の実施の形態として説明する文書表示処理装置１０ａは、情報記憶
手段１１が相関情報テーブル１１ｃを記憶保持しており、また情報処理手段１４が情報抽
出手段１４ｂおよび情報検索手段１４ｃとしての機能を備えている点で、第一の実施の形
態の場合とは異なる。
【００２６】
　相関情報テーブル１１ｃは、電子データ１１ａの構成に関する情報と、当該構成に適し
た初期表示位置についての情報とを、互いに対応付けて記憶するものである。
　電子データ１１ａの構成に関する情報は、主に当該電子データ１１ａに付随する属性情
報によって特定されるもので、具体的には当該電子データ１１ａのファイル名、当該電子
データ１１ａに用いられる言語種類やフォント種類、縦書き／横書きの別、用紙サイズ、
当該電子データ１１ａ中に存在するオブジェクト種類、当該電子データ１１ａを生成する
のに用いられたアプリケーション・ソフトウエア等を特定する情報が挙げられる。なお、
電子データ１１ａの構成に関する情報としては、これらのうちの少なくとも一種類のもの
を用いればよい。
　一方、初期表示位置についての情報は、電子データ１１ａの表示出力の初期状態として
可視化画像の一部を選択的に表示出力する場合に、当該一部を可視化画像のどの部分にす
るかを指示特定する情報で、具体的には「左上領域」「中上領域」・・・等の情報が挙げ
られる。ただし、初期表示位置についての情報は、電子データ１１ａの構成に適したもの
であることから、電子データ１１ａの構成に関する情報の内容別に、適切と考えられるも
のが対応付けられている。
【００２７】
　情報抽出手段１４ｂは、画像表示手段１２が表示出力の対象とする電子データ１１ａに
ついて、その電子データ１１ａからの当該電子データの構成に関する情報の抽出を行うも
のである。情報抽出は、例えば電子データ１１ａに付随する属性情報を用いて行えばよい
。
【００２８】
　情報検索手段１４ｃは、情報抽出手段１４ｂでの抽出結果に対応する初期表示位置につ
いての情報を、相関情報テーブル１１ｃ内から検索して取り出し、その取り出した初期表
示位置についての情報を表示制御手段１４ａへ受け渡すものである。
【００２９】
　このような第二の実施の形態においても、上述した各手段１４ｂ，１４ｃとしての機能
は、文書表示処理装置１０ａのコンピュータとしての資源が、所定プログラムを実行する
ことによって実現されるものである。その場合に、当該所定プログラムは、文書表示処理
装置１０ａ内へのインストールに先立ち、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に格納さ
れて提供されるものであっても、または有線若しくは無線による通信手段を介して配信さ
れるものであってもよい。つまり、本実施形態で説明する文書表示処理装置１０ａについ
ても、その文書表示処理装置１０ａにインストール可能な文書表示処理プログラムによっ
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て実現することが可能である。
【００３０】
　続いて、以上のような構成の文書表示処理装置（文書表示処理プログラムによって実現
される場合を含む）１０ａにおける処理動作例について説明する。
【００３１】
　第二の実施の形態における文書表示処理装置１０ａでは、電子データ１１ａの可視化画
像を表示出力するのに先立ち、情報記憶手段１１内に相関情報テーブル１１ｃが既に登録
されているものとする。
【００３２】
　その後、電子データ１１ａの可視化画像の表示出力を要求する旨の操作が情報入力手段
１３であると、画像表示手段１２は、その要求に係る電子データ１１ａの可視化画像の表
示出力を行う。そして、画面領域サイズよりも可視化画像の表示サイズのほうが大きい場
合には、表示出力の初期状態として、当該可視化画像の一部を選択的に表示出力する。
【００３３】
　ただし、このとき、情報抽出手段１４ｂは、表示出力の対象となる電子データ１１ａの
構成に関する情報を抽出する。そして、情報検索手段１４ｃは、情報抽出手段１４ｂでの
抽出結果に対応する初期表示位置についての情報を、相関情報テーブル１１ｃ内から検索
して取り出し、これを表示制御手段１４ａへ受け渡す。したがって、画像表示手段１２で
の可視化画像の一部の選択的な表示出力に際しては、情報検索手段１４ｃから受け渡され
た初期表示位置についての情報に基づいて、初期状態にて表示出力する可視化画像の一部
を当該可視化画像のどの部分にするかについて、表示制御手段１４ａが電子データ１１ａ
別に選択決定する。
【００３４】
　具体例としては、以下に述べるようなものが考えられる。例えば、表示出力の対象とな
る電子データ１１ａのファイル名に「図面」という文字が含まれていれば、その電子デー
タ１１ａは図面についてのものである可能性が高いので、表題欄が配置される用紙右下領
域を初期表示位置とする。また、例えば、表示出力の対象となる電子データ１１ａの言語
種類が「アラビア語」である場合、当該電子データ１１ａのフォント種類が「縦書きフォ
ント」である場合、あるいは当該電子データ１１ａが縦書きフォーマットに対応したもの
である場合等には、用紙上の右上領域から左下領域に向かって文章が書かれるので、右上
領域を初期表示位置とする。また、例えば、表示出力の対象となる電子データ１１ａの用
紙サイズが「Ａ０サイズ」である場合、その電子データ１１ａは図面についてのものであ
る可能性が高いので、表題欄が配置される用紙右下領域を初期表示位置とする。また、例
えば、表示出力の対象となる電子データ１１ａ中に存在するオブジェクト種類について、
予めオブジェクト種類別の優先順位を設定しておき、その優先順位に従いつつ、重要度の
低いグラフィックスオブジェクトではなく、重要度の高いテキストオブジェクトが初期表
示位置となるようにする。
【００３５】
　このように、相関情報テーブル１１ｃには、電子データ１１ａの構成に関する情報と、
当該構成に適した初期表示位置についての情報とが、互いに対応付けて記憶されているの
で、可視化画像の一部の選択的な表示出力に際しては、表示出力の対象となる電子データ
１１ａ別に、その相関情報テーブル１１ｃで特定される内容が反映されることになる。こ
のことは、初期状態の表示領域選択を、電子データ１１ａ別に異なるものとし得ることを
意味する。
【００３６】
　したがって、第二の実施の形態で説明した文書表示処理装置１０ａを用いれば、画像表
示手段１２にて電子データ１１ａの可視化画像の一部を選択的に表示出力する場合であっ
ても、その電子データ１１ａの構成および相関情報テーブル１１ｃにおける記憶内容を基
に、その表示出力の初期状態において、ユーザが最も閲覧したいと考えられる部分を表示
出力することが可能となる。さらには、表示出力の対象となる電子データ１１ａの構成お
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よび相関情報テーブル１１ｃにおける記憶内容を基に表示出力の初期状態についての選択
を行うので、電子データ１１ａ別またはフォルダ別に個別に表示位置設定情報１１ｂを必
要とすることなく、電子データ１１ａの構成に応じて当該選択を確実に、かつ、柔軟に行
うことが可能となる。
【００３７】
　〔第三の実施の形態〕
　次に、本発明の第三の実施の形態について説明する。なお、ここでも、上述した第一の
実施の形態との相違点についてのみ説明する。図４は本発明に係る文書表示処理装置の第
三の概略構成例を示すブロック図である。
【００３８】
　図例のように、第三の実施の形態として説明する文書表示処理装置１０ｂは、情報処理
手段１４が表示態様認識手段１４ｄおよび情報更新手段１４ｅとしての機能を備えている
点で、第一の実施の形態の場合とは異なる。
【００３９】
　表示態様認識手段１４ｄは、画像表示手段１２による初期状態での可視化画像の表示出
力の後から、当該可視化画像の元となる電子データ１１ａについての所定処理があるまで
の間における、当該可視化画像についての画像表示手段１２での表示出力の態様変化を認
識するものである。電子データ１１ａについての所定処理としては、例えば、電子データ
１１ａの可視化画像を表示出力後、その電子データ１１ａに対する編集や加工等のために
最初行われた操作処理が挙げられるが、これに限定されるものではなく、予め設定された
ものであればよい。また、画像表示手段１２での表示出力の態様変化としては、例えばユ
ーザのスクロール操作やその他のユーザインターフェース操作によるものが挙げられる。
なお、態様変化の認識手法は、公知技術を利用して行えばよいため、ここではその詳細な
説明を省略する。
【００４０】
　情報更新手段１４ｅは、表示態様認識手段１４ｄによる認識結果に応じて、記表示制御
手段１４ａが可視化画像の表示出力の選択を行う際の基になる情報、すなわち情報記憶手
段１１内に記憶保持される表示位置設定情報１１ｂの内容を更新するものである。つまり
、情報更新手段１４ｅは、いわゆる学習機能により表示位置設定情報１１ｂの内容を更新
する。なお、学習機能は、公知技術を利用して実現することが考えられる。したがって、
情報更新手段１４ｅは、表示態様認識手段１４ｄによる認識結果を直ちに表示位置設定情
報１１ｂの内容更新に反映させるのではなく、事象発生頻度の統計結果に応じて内容更新
に反映させるもの、すなわち学習強度を適宜調整し得るものであってもよい。
【００４１】
　このような第三の実施の形態においても、上述した各手段１４ｄ，１４ｅとしての機能
は、文書表示処理装置１０ｂのコンピュータとしての資源が、所定プログラムを実行する
ことによって実現されるものである。その場合に、当該所定プログラムは、文書表示処理
装置１０ｂ内へのインストールに先立ち、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に格納さ
れて提供されるものであっても、または有線若しくは無線による通信手段を介して配信さ
れるものであってもよい。つまり、本実施形態で説明する文書表示処理装置１０ｂについ
ても、その文書表示処理装置１０ｂにインストール可能な文書表示処理プログラムによっ
て実現することが可能である。
【００４２】
　以上のような構成の文書表示処理装置（文書表示処理プログラムによって実現される場
合を含む）１０ｂによれば、初期状態の表示出力後における表示態様変化を認識して、そ
の認識結果に応じて表示制御手段１４ａが初期状態の選択を行う際の基になる表示位置設
定情報１１ｂの内容を更新するので、例えば初期状態の表示出力後にスクロール操作が行
われる傾向にあると、それ以降は、そのことを認識してスクロール操作後における表示態
様を初期状態とするように設定変更を行う、といったことが実現可能となる。つまり、初
期状態の表示出力後における表示態様変化を学習して、その後における表示出力の初期状
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態についての選択に反映させ得るようになる。このとき、表示位置設定情報１１ｂの内容
更新は、表示態様認識手段１４ｄによる認識結果と、その認識の基になった電子データ１
１ａの別とを、互いに対応付けて行う。具体的には、電子データ１１ａの可視化画像の初
期表示時に、ある確率以上でユーザがスクロール操作を行っている場合であれば、そのス
クロール操作後における表示態様が初期状態となるように、当該電子データ１１ａに対応
する表示位置設定情報１１ｂの内容を更新する。
【００４３】
　また、情報更新手段１４ｅによる情報更新の際には、過剰な学習を回避すべく、ユーザ
への問い合わせを行うことも考えられる。図５は、表示位置設定情報の設定変更ダイアロ
グボックスの一具体例を示す説明図である。表示位置設定情報１１ｂの内容更新にあたっ
て、画像表示手段１２は、その表示画面上に、図例のような設定変更ダイアログボックス
を表示出力する。この設変更ダイアログボックスの表示出力は、情報入力手段１３での所
定操作をトリガとし、そのトリガに応じて行えばよい。例えば、表示態様認識手段１４ｄ
が認識終了のトリガとする電子データ１１ａについての所定処理や、その電子データ１１
ａに対する編集や加工等の処理を終了する旨の操作があると、これに応じて設定変更ダイ
アログボックスの表示出力を行うことが考えられる。設定変更ダイアログボックス上では
、表示態様認識手段１４ｄによる認識結果、すなわち更新後の設定（領域指定）内容につ
いて、ユーザに確認を求め得るようになっている。図例では、認識結果が「左上領域」「
中上領域」「右上領域」「左中領域」「中央領域」「右中領域」「左下領域」「中下領域
」または「右下領域」のいずれかであるかを表示して確認させる場合を示している。ただ
し、必ずしも図例の態様に限定されないことは言うまでもない。このような設定変更ダイ
アログボックスを利用してユーザによる確認（適用可否についての情報入力）が行われる
と、その認識結果が情報記憶手段１１内の表示位置設定情報１１ｂに反映されることにな
る。なお、このような設定変更ダイアログボックスの表示出力等については、公知のＧＵ
Ｉ技術を用いて行えばよいため、ここではその詳細な説明を省略する。
【００４４】
　したがって、第三の実施の形態で説明した文書表示処理装置１０ｂを用いれば、初期状
態の表示出力後における表示態様変化が、自動的にそれ以降における初期状態での可視化
画像の表示出力の選択に反映されることになるので、ユーザにとっての利便性がより一層
優れたものとなる。
【００４５】
　なお、以上に本発明の好適な実施具体例について説明したが、本発明はその内容に限定
されるものではない。例えば、第三の実施の形態では、学習機能によって表示位置設定情
報１１ｂの内容更新を行う場合を例に挙げたが、これを第二の実施の形態で説明した内容
と組み合わせ、相関情報テーブル１１ｃにおける記憶情報を更新することも考えられる。
このように、本発明は、第一～第三の実施の形態の内容に限定されるものではなく、その
要旨を逸脱しない範囲で適宜変更することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明に係る文書表示処理装置の第一の概略構成例を示すブロック図である。
【図２】表示位置設定情報の設定ダイアログボックスの一具体例を示す説明図である。
【図３】本発明に係る文書表示処理装置の第二の概略構成例を示すブロック図である。
【図４】本発明に係る文書表示処理装置の第三の概略構成例を示すブロック図である。
【図５】表示位置設定情報の設定変更ダイアログボックスの一具体例を示す説明図である
。
【符号の説明】
【００４７】
　１０，１０ａ，１０ｂ…文書表示処理装置、１１…情報記憶手段、１１ａ…電子データ
、１１ｂ…表示位置設定情報、１１ｃ…相関情報テーブル、１２…画像表示手段、１３…
情報入力手段、１４…情報処理手段、１４ａ…表示制御手段、１４ｂ…情報抽出手段、１
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４ｃ…情報検索手段、１４ｄ…表示態様認識手段、１４ｅ…情報更新手段

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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