
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の構成要素に基づいて構造化された構造化文書を表示装置に表示する際の構造化文
書のリンク処理装置であって、
　前記構造化文書及び非構造化文書の全体または任意の一部からなる情報源群のうちの任
意の情報源（以下リソースという）間のリンクを生成するためのリンク生成情報と、前記
各リソースの特徴を示す所定の付加情報と、を含む構造化情報を取得する第１取得手段と
、
　前記リソースの全てを取得するか否かの設定を受け付け、前記設定に従って少なくとも
１つのリソースを取得し、前記取得したいずれかのリソースを前記表示装置に送出して表
示させる第２取得手段と、
　前記全てのリソースが取得されている場合、少なくとも前記表示させるリソース以外の
各リソースの一部を抽出し及び／または少なくとも前記表示させるリソース以外の各リソ
ースの付加情報を前記構造化情報から抽出する第１抽出手段と、
　前記リソースのいずれかが取得されている場合、少なくとも取得されているリソース以
外の各リソースの前記付加情報を、前記構造化情報から抽出する第２抽出手段と、
　前記抽出されたリソースの一部及び／または付加情報を、前記リソース毎に視覚的に出
力する出力手段と、
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前記リソースの参照回数を各リソースと対応付けて記録する記録手段と、
　前記表示させるリソース以外のリソースの前記参照回数を前記出力手段に送出し、かつ



　リンク処理装置。
【請求項２】
　前記第１または第２抽出手段により抽出された情報と、前記表示させるリソースとを合
成し、前記表示装置に送出する合成手段をさらに備える、請求項１に記載のリンク処理装
置。
【請求項３】
　前記第１または第２抽出手段により抽出された情報のリストを作成して前記出力手段に
送出し、かついずれかのリソースの選択を受け付け、前記選択されたリソースを前記第２
取得手段に通知する選択手段をさらに備え、
　前記第２取得手段は、前記通知されたリソースがまだ取得されていない場合は前記リソ
ースを取得し、通知されたリソースを前記表示装置に送出する、
　請求項１に記載のリンク処理装置。
【請求項４】
　前記第１及び第２抽出手段は、前記付加情報と共にリンク生成情報を抽出可能である、
請求項１に記載のリンク処理装置。
【請求項５】
　前記付加情報は、前記リソースが構成するリンクにおける各リソースの意味を示す情報
を含んでいる、請求項１に記載のリンク処理装置。
【請求項６】
　前記付加情報は、リソースの内容を示唆する情報を含んでいる、請求項１に記載のリン
ク処理装置。
【請求項７】
　前記付加情報は、リソースの作成元を示す情報を含んでいる、請求項１に記載のリンク
処理装置。
【請求項８】
　前記付加情報は、リソースを示す音情報を含んでいる、請求項１に記載のリンク処理装
置。
【請求項９】
　前記付加情報は、リソースの著作権者を示す情報を含んでいる、請求項１に記載のリン
ク処理装置。
【請求項１０】
　前記付加情報は、リソースの商標権を示す情報を含んでいる、請求項１に記載のリンク
処理装置。
【請求項１１】
　前記付加情報は、リンクの生成において付加される任意の情報を含んでいる、請求項１
に記載のリンク処理装置。
【請求項１２】
　前記付加情報は、リソースが格納されている格納手段に固有の情報を含んでいる、請求
項１に記載のリンク処理装置。
【請求項１３】
　前記第１抽出手段は、前記取得されている各リソースの先頭から所定量の情報を抽出す
る、請求項１に記載のリンク処理装置。
【請求項１４】
　前記第１抽出手段は、前記取得されている各リソースの語彙を解析し、前記解析結果を
抽出する、請求項１に記載のリンク処理装置。
【請求項１５】
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いずれかのリソースの選択を受け付け、前記選択されたリソースを前記第２取得手段に通
知し、前記記録手段におけるリソースの参照回数を更新する履歴管理手段とを備え、
　前記第２取得手段は、前記履歴管理手段から通知されたリソースがまだ取得されていな
い場合は前記リソースを取得し、通知されたリソースを前記表示装置に送出する、



　前記第１抽出手段は、前記取得されている各リソースがメタ情報を有している場合には
、前記メタ情報を抽出する、請求項１に記載のリンク処理装置。
【請求項１６】
　前記第１抽出手段は、前記取得されている各リソース中に出現する、タグ及び属性以外
の最初の情報を抽出する、請求項１に記載のリンク処理装置。
【請求項１７】
　前記第１抽出手段は、前記取得されている各リソースと関連づけられたスタイル情報を
読み込み、前記スタイル情報に基づいて前記各リソース中最大のフォントサイズが指定さ
れているタグに記述されたデータを抽出する、請求項１に記載のリンク処理装置。
【請求項１８】
　前記第１抽出手段は、所定のキーワードを記憶し、前記いずれかのキーワードを含むタ
グ名が前記取得されている各リソースにある場合、前記タグに記述されている情報を抽出
する、請求項１に記載のリンク処理装置。
【請求項１９】
　前記第１抽出手段は、前記取得されている各リソースにリンクを生成するための情報が
含まれている場合、前記リンクを生成するための情報を抽出する、請求項１に記載のリン
ク処理装置。
【請求項２０】
　前記出力手段は、前記第１または第２抽出手段により抽出された情報を出力するタイミ
ングの設定を受け付ける設定手段をさらに備える、請求項１に記載のリンク処理装置。
【請求項２１】
　前記出力手段は、前記表示されているリソース上のカーソルの位置を検知し、前記検知
結果に基づいて前記抽出された情報の出力を行う、請求項１に記載のリンク処理装置。
【請求項２２】
　前記出力手段は、前記リソースが表示されているウインドウとは別の新たなウインドウ
を表示し、前記抽出された情報をウインドウ内に出力するウインドウ手段をさらに備える
、請求項１に記載のリンク処理装置。
【請求項２３】
　前記出力手段は、前記表示対象のリソースが表示されているウインドウを分割してまた
は新たなウインドウを作成して新たなフレームを表示し、前記抽出された情報を前記フレ
ーム内に出力するフレーム手段をさらに備える、請求項１に記載のリンク処理装置。
【請求項２４】
　前記出力手段は、前記リソースが表示されているウインドウ中にバルーンを表示し、前
記抽出された情報を前記バルーン内に出力するバルーン手段をさらに備える、請求項１に
記載のリンク処理装置。
【請求項２５】
　前記出力手段は、前記抽出された情報を、前記表示させるリソースとは異なる表示形態
で出力する表示制御手段をさらに備える、請求項１に記載のリンク処理装置。
【請求項２６】
　所定の構成要素に基づいて構造化された構造化文書を表示装置に表示する際の構造化文
書のリンク処理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、
Ａ；前記構造化文書及び非構造化文書の全体または任意の一部からなる情報源群のうちの
任意の情報源（以下リソースという）間のリンクを生成するための所定のリンク生成情報
と、前記各リソースの特徴を示す所定の付加情報とを含む構造化情報を取得する

、
Ｂ；前記リソースの全てを取得するか否かの設定を受け付け、前記設定に従って少なくと
も１つのリソースを取得し、前記取得したいずれかのリソースを前記表示装置に送出して
表示させる 、
Ｃ；前記全てのリソースが取得されている場合、前記表示させるリソース以外の各リソー
スの一部を抽出し及び／または前記表示させるリソース以外の各リソースの付加情報を前
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第１取得
手段

第２取得手段



記構造化情報から抽出する 、
Ｄ；前記リソースのいずれかが取得されている場合、少なくとも取得されているリソース
以外の各リソースの前記付加情報を、前記構造化情報から抽出する 、
Ｅ；前記抽出されたリソースの一部及び／または付加情報を、視覚的に出力する
、
Ｆ；

　リンク処理プログラムを記録した、コンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、構造化された文書を表示したり編集しながら、構造化文書間のハイパーリン
クを容易にかつ効率よく参照するための技術に関する。
【０００２】
　本発明において、構造化文書とは、所定の構成要素に基づいて構造化された文書をいい
、例えば SGML(Starndard Generalized Markup Language, ISO 8879:1986)言語や XML(eXte
nsible Markup Language, W3C recommendation)言語などで記述される。
【０００３】
　また、リソースとは、リンクに指定する情報やサービスの指示可能な単位を示し、構造
化文書及び非構造化文書の全体や任意の一部がリソースになり得る。リソースの具体例と
しては、文字データや画像データを含むファイル、絵、文字文書、プログラム、クエリー
の結果などが挙げられる。
【０００４】
　非構造化文書とは、構造化されていない文書をいい、一般の文字データ、画像データ、
ビットマップデータなどが挙げられる。
【０００５】
　リンクとは、複数のリソースを結びつけることを意味し、利用者がリンク元のリソース
中の該当個所を操作することにより、関連づけられたリソースにトラバース可能である。
さらに、構造化文書を表示可能とは、前述したＳＧＭゃＸＭＬなどの規約に則って記載さ
れている構造化文書の内容を視覚的に出力可能であることを意味する。
【０００６】
【従来の技術】
　近年、急速に普及したインターネットのホームページ上では、多様な情報を１つのホー
ムページ中にリンクさせることにより、簡単に様々な情報を参照することが可能になって
きている。他の情報とリンクしている情報は、文字の色を変えたり、アンダーラインを付
したり、枠を表示するなどにより、他の情報とリンクしていない情報とは区別して表示さ
れている。これらの表示方法のうち、アンダーラインを付して表示する例を図１３に示す
。アンダーラインされている部分は、他の情報とリンクしている部分である。ユーザは、
アンダーラインが付されていることからリンクの存在を認識でき、当該個所を操作するこ
とによりリンク先のリソースを参照することができる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、ユーザは、現在表示中の文書内に他の情報へのリンクの有無を確認できても、
リンク先にどのような情報があるのか、リンク間の関係はどのようになっているのか等を
、実際にリンク先を表示させるまで知ることが出来ない。また、リンク先の情報が実際に
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第１抽出手段

第２抽出手段
出力手段

前記リソースの参照回数を各リソースと対応付けて記録する記録手段、及び
Ｇ；前記表示させるリソース以外のリソースの前記参照回数を前記出力手段に送出し、か
ついずれかのリソースの選択を受け付け、前記選択されたリソースを前記第２取得手段に
通知し、前記記録手段におけるリソースの参照回数を更新する履歴管理手段、
　としてコンピュータを機能させるリンク処理プログラムであって、
Ｈ；前記第２取得手段は、前記履歴管理手段から通知されたリソースがまだ取得されてい
ない場合は前記リソースを取得し、通知されたリソースを前記表示装置に送出する、



存在するのかも知ることが出来ない。さらには、リンク先を部分的に参照している場合に
は、リンク先文書のどの部分が参照されており編集不可能な文書であるのか、どの部分が
参照されておらず、オリジナルで編集可能な文章なのか確認ができない。
【０００８】
　また、ユーザは多種多様なリンクを容易に形成することができる一方で、誰でもが第三
者のホームページ等に容易にリンクを張ることができる。このような状態においては、ユ
ーザは、リンク先の情報を参照するまでは、リンク先がどこなのか、リンク先の情報の著
者は誰なのか等の情報を知ることができない。更に、リンク先の情報の再利用等を行う場
合には、リンク先の著作権等も問題となる可能性がある。しかし、リンク先情報に関する
著作権の有無、商標権の有無なども、ユーザがリンク先を参照するまで示されない。
【０００９】
　更に、リンク先の情報を参照する際にも、いちいちリンク先の情報を参照することをク
リックなどにより指示して情報を参照するため、リンク先情報の参照に時間がかかり、目
的の情報にたどり着くために多大な時間を要してしまう。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本願第１発明は、所定の構成要素に基づいて構造化された構造化文書を表示装置に表示
する際の構造化文書のリンク処理装置であって、
　前記構造化文書及び非構造化文書の全体または任意の一部からなる情報源群のうちの任
意の情報源（以下リソースという）間のリンクを生成するためのリンク生成情報と、前記
各リソースの特徴を示す所定の付加情報と、を含む構造化情報を取得する第１取得手段と
、
　前記リソースの全てを取得するか否かの設定を受け付け、前記設定に従って少なくとも
１つのリソースを取得し、前記取得したいずれかのリソースを前記表示装置に送出して表
示させる第２取得手段と、
　前記全てのリソースが取得されている場合、少なくとも前記表示させるリソース以外の
各リソースの一部を抽出し及び／または少なくとも前記表示させるリソース以外の各リソ
ースの付加情報を前記構造化情報から抽出する第１抽出手段と、
　前記リソースのいずれかが取得されている場合、少なくとも取得されているリソース以
外の各リソースの前記付加情報を、前記構造化情報から抽出する第２抽出手段と、
　前記抽出されたリソースの一部及び／または付加情報を、前記リソース毎に視覚的に出
力する出力手段と、
　

リンク処
理装置を提供する。
【００１１】
　前記リンク生成情報を含んだ構造化情報は、リソースとは別の構造化文書でも良いし、
またリソースの一部に含まれていても良い。リンク生成情報は、リソース間のリンクを生
成するために必要な情報であり、少なくともリソースの位置を示すロケータ情報を含んで
いる。付加情報は、リソースの特徴を示す情報であり、例えばリソースのタイトルやリソ
ースの作者などが挙げられる。付加情報を表示するタイミングは、いずれかのリソースの
表示と同時でも良いし、また表示されたリソースのリンク部分にカーソルが位置したとき
などでも良い。
【００１２】
　前記第１取得手段は、リンク生成情報と付加情報とを含む構造化情報を取得する。第２
取得手段は、リソース全ての取得が設定されている場合は、全てのリソースを取得し、い
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前記リソースの参照回数を各リソースと対応付けて記録する記録手段と、
　前記表示させるリソース以外のリソースの前記参照回数を前記出力手段に送出し、かつ
いずれかのリソースの選択を受け付け、前記選択されたリソースを前記第２取得手段に通
知し、前記記録手段におけるリソースの参照回数を更新する履歴管理手段とを備え、
　前記第２取得手段は、前記履歴管理手段から通知されたリソースがまだ取得されていな
い場合は前記リソースを取得し、通知されたリソースを前記表示装置に送出する



ずれかのリソースを表示対象に選択する。そうでない場合は、適当な選択基準に基づいて
、いずれかのリソースを選択して取得し、表示対象とする。例えば、リンク時に自動的に
表示することを指定されているリソースを選択する、構造化情報の最初に記述されている
リソースを選択するなどが考えられる。
【００１３】
　前記第１抽出手段は、全てのリソースが取得できている場合、 (1)表示対象となるリソ
ース以外の各リソースから一部の情報を抽出し及び／または (2)表示対象となるリソース
以外の各リソースのいずれかの付加情報を構造化情報から抽出する。前記 (1)で抽出する
情報としては、例えば、リソースの先頭から一定量の情報、リソースにリンク情報が埋め
込まれている場合にそのリンク情報などが挙げられる。前記 (2)において、複数種類の付
加情報がある場合は、抽出する付加情報を適宜設定することが出来る。
【００１４】
　第２抽出手段は、いずれかのリソースが取得され表示されている場合、そのリソース以
外のリソースの付加情報を前記構造化情報から抽出する。第１及び第２抽出手段は、前記
付加情報以外の情報を抽出してもよい。例えば、リンク生成情報からリソースのロケータ
情報を、付加情報としてリソースの作者を抽出し、両者を対応付けて出力手段に送出して
もよい。
【００１５】
　出力手段は、抽出されたリソースの一部及び／または付加情報を、リソース毎に画面上
などに表示する。ユーザは、表示された付加情報を見ることにより、どのようなリソース
なのかをリソースの表示に先だって知ることが出来る。
【００１６】
　履歴管理手段は、リソースの参照回数のリストを作成し、出力手段に送出する。また、
履歴管理手段は、いずれかのリソースが選択されると、選択されたリソースを第２取得手
段に通知し、かつ選択されたリソースの参照回数を更新する。ユーザは、参照回数に基づ
いてリソースを選択することができ、特にリンクが複数存在する場合に有効である。ここ
で、参照とは、リソース全体の表示だけに限られず、リソースの抽出された一部の表示を
含めても良い。
【００１７】
　本願第２発明は、前記第１発明において、前記第１または第２抽出手段により抽出され
た情報と、前記表示させるリソースとを合成し、前記表示装置に送出する合成手段をさら
に備えるリンク処理装置を提供する。
【００１８】
　合成手段は、付加情報等の抽出情報を表示対象のリソースと合成し、合成したデータを
表示装置に送出する。表示装置は、リソース中に抽出情報を埋め込んで表示する。
【００１９】
　本願第３発明は、前記第１発明において、前記第１または第２抽出手段により抽出され
た情報のリストを作成して前記出力手段に送出し、かついずれかのリソースの選択を受け
付け、前記選択されたリソースを前記第２取得手段に通知する選択手段をさらに備え、前
記第２取得手段は、前記通知されたリソースがまだ取得されていない場合は前記リソース
を取得し、通知されたリソースを前記表示装置に送出するリンク処理装置を提供する。
【００２０】
　例えば、抽出された情報がリソースのタイトル及び作者である場合、選択手段は各リソ
ースのタイトル及び作者が対応付けられたリストを作成する。作成したリストは、出力手
段に送出され、ウインドウやフレーム、バルーンなどの表示態様で表示される。表示した
リストからいずれかのリソースが選択されると、選択手段は、選択されたリソースを取得
手段に通知する。取得手段が選択されたリソースをまだ取得していない場合は、第２取得
手段はそのリソースを取得する。全てのリソースが取得されている場合、第２取得手段は
改めてリソースを取得せず、選択されたリソースを表示手段に送出する。
【００２１】
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　本願第４発明は、前記第１発明において、前記第１及び第２抽出手段が、前記付加情報
と共にリンク生成情報を抽出可能であるリンク処理装置を提供する。
【００２２】
　例えば、ロケータ情報を、付加情報と対応付けて抽出可能である。
【００２３】
　本願第５発明は、前記第１発明において、前記付加情報が、前記リソースが構成するリ
ンクにおける各リソースの意味を示す情報を含んでいるリンク処理装置を提供する。
【００２４】
　リソースの意味付けを示す情報とは、例えば参照リンク、相互参照リンク等を示す情報
である。
【００２５】
　本願第６発明は、前記第１発明において、前記付加情報がリソースの内容を示唆する情
報を含んでいるリンク処理装置を提供する。
【００２６】
　リソースの内容を示唆する情報とは、例えば文書のタイトル、文書の章のタイトルなど
である。
【００２７】
　本願第７発明は、前記第１発明において、前記付加情報がリソースの作成元を示す情報
を含んでいるリンク処理装置を提供する。
【００２８】
　リソースの作成元を示す情報とは、例えば作成者の氏名や社名などである。
【００２９】
　本願第８発明は、前記第１発明において、前記付加情報はリソースを示す音情報を含ん
でいるリンク処理装置を提供する。
【００３０】
　リソースを示す音情報とは、例えばリソースのタイトルや作成者などの音声情報が挙げ
られる。
【００３１】
　本願第９発明は、前記第１発明において、前記付加情報がリソースの著作権者を示す情
報を含んでいるリンク処理装置を提供する。
【００３２】
　著作権者を示す情報とは、例えば、 "copyright FUJITSU"等の情報である。
【００３３】
　本願第１０発明は、前記第１発明において、前記付加情報がリソースの商標権を示す情
報を含んでいるリンク処理装置を提供する。
【００３４】
　商標権者を示す情報とは、例えば "Fujitsu(Trademark)"等である。
【００３５】
　本願第１１発明は、前記第１発明において、前記付加情報がリンクの生成において付加
される任意の情報を含んでいるリンク処理装置を提供する。
【００３６】
　リンクの生成において付加される任意の情報とは、例えば、リンクを生成するユーザが
付加するメモ情報や、リンクの生成を受け付けるアプリケーションが付加するアプリケー
ション情報などが挙げられる。
【００３７】
　本願第１２発明は、前記第１発明において、前記付加情報がリソースが格納されている
格納手段に固有の情報を含んでいるリンク処理装置を提供する。
【００３８】
　固有の情報としては、例えば、リソースが格納されているデータベースが、取得される
リソースに対して必ず著作権情報を付加する場合、その著作権情報が挙げられる。
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【００３９】
　本願第１３発明は、前記第１発明において、前記第１抽出手段が前記取得されている各
リソースの先頭から所定量の情報を抽出するリンク処理装置を提供する。
【００４０】
　抽出する所定量は、適宜設定することが出来る。例えば、ユーザにより設定可能にする
、通信バッファに格納可能な量などである。
【００４１】
　本願第１４発明は、前記第１発明において、前記第１抽出手段が前記取得されている各
リソースの語彙を解析し、前記解析結果を抽出するリンク処理装置を提供する。
【００４２】
　例えば、各リソースの語彙を解析してキーワードリストを作成し、そのうち最もたくさ
ん出現する語彙を抽出することが挙げられる。
【００４３】
　本願第１５発明は、前記第１発明において、前記第１抽出手段が、前記取得されている
各リソースがメタ情報を有している場合には、前記メタ情報を抽出するリンク処理装置を
提供する。
【００４４】
　メタ情報とは、文書本体の前に付される情報であり、ＸＭＬ文書を例に取れば発行者や
タイトル、作者、作成日付などが含まれている。
【００４５】
　本願第１６発明は、前記第１発明において、前記第１抽出手段が、前記取得されている
各リソース中に出現する、タグ及び属性以外の最初の情報を抽出する、リンク処理装置を
提供する。
【００４６】
　すなわち、リソース中の最初の文字データを抽出する。
【００４７】
　本願第１７発明は、前記第１発明において、前記第１抽出手段が、前記取得されている
各リソースと関連づけられたスタイル情報を読み込み、前記スタイル情報に基づいて前記
各リソース中最大のフォントサイズが指定されているタグに記述されたデータを抽出する
リンク処理装置を提供する。
【００４８】
　すなわち、各リソース中最も大きいフォントサイズが指定されている文字データなどを
抽出する。
【００４９】
　本願第１８発明は、前記第１発明において、前記第１抽出手段が、所定のキーワードを
記憶し、前記いずれかのキーワードを含むタグ名が前記取得されている各リソースにある
場合、前記タグに記述されている情報を抽出するリンク処理装置を提供する。
【００５０】
　例えば、キーワードとして "表題 "、 "タイトル "、 "概要 "、 "重要項目 "、 "emphasis"等を
登録しておく。これらのキーワードのいずれかを含むタグ名を各リソースにおいて検索し
、該当するタグがあれば、そのタグに記述されている文字データなどを抽出する。
【００５１】
　本願第１９発明は、前記第１発明において、前記第１抽出手段が、前記取得されている
各リソースにリンクを生成するための情報が含まれている場合、前記リンクを生成するた
めの情報を抽出するリンク処理装置を提供する。
【００５２】
　例えばリソースに埋め込まれている他のリソースのロケータ情報等を抽出する。
【００５３】
　本願第２０発明は、前記第１発明において、前記出力手段が、前記第１または第２抽出
手段により抽出された情報を出力するタイミングの設定を受け付ける設定手段をさらに備
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えるリンク処理装置を提供する。
【００５４】
　設定手段は、前記表示対象のリソースを表示すると同時に抽出した情報を出力するのか
否かの設定を受け付ける。同時に出力しない場合とは、例えばカーソルがリソース上に来
たときに抽出した情報を出力するように設定することが挙げられる。
【００５５】
　本願第２１発明は、前記第１発明において、前記出力手段が、前記表示されているリソ
ース上のカーソルの位置を検知し、前記検知結果に基づいて前記抽出された情報の出力を
行うリンク処理装置を提供する。
【００５６】
　例えば、リソースのリンク部分にカーソルが位置していることを検知した場合、バルー
ンを表示する。
【００５７】
　本願第２２発明は、前記第１発明において、前記出力手段が、前記リソースが表示され
ているウインドウとは別の新たなウインドウを表示し、前記抽出された情報をウインドウ
内に出力するウインドウ手段をさらに備えるリンク処理装置を提供する。
【００５８】
　ウインドウ手段は、前記リソースが表示されているウインドウとは別の新たなウインド
ウを作成し、第１または第２抽出手段により抽出された情報や抽出された情報のリストを
、作成したウインドウ内に表示する。１つのウインドウ内に抽出された情報をリソース毎
のリストにして表示しても良いし、リソース毎に別ウインドウに表示しても良い。
【００５９】
　本願第２３発明は、前記第１発明において、前記出力手段が、前記表示対象のリソース
が表示されているウインドウを分割してまたは新たなウインドウを作成して新たなフレー
ムを表示し、前記抽出された情報を前記フレーム内に出力するフレーム手段をさらに備え
るリンク処理装置を提供する。
【００６０】
　フレーム手段は、リソースが表示されているウインドウを分割してフレームを作成する
。リソースが表示されているウインドウではなく、新たなウインドウを作成してフレーム
を表示しても良い。そして、前記抽出された情報や抽出された情報のリストを新しいフレ
ーム内に出力する。
【００６１】
　本願第２４発明は、前記第１発明において、前記出力手段が、前記リソースが表示され
ているウインドウ中にバルーンを表示し、前記抽出された情報を前記バルーン内に出力す
るバルーン手段をさらに備えるリンク処理装置を提供する。
【００６２】
　バルーン手段は、前記リソースが表示されているウインドウ内にバルーンを作成し、第
１または第２抽出手段により抽出された情報や抽出された情報のリストを、作成したウイ
ンドウ内に表示する。
【００６３】
　本願第２５発明は、前記第１発明において、前記出力手段が、前記抽出された情報を、
前記表示させるリソースとは異なる表示形態で出力する表示制御手段をさらに備えるリン
ク処理装置を提供する。
【００６４】
　例えば、抽出された情報を斜体や太文字で表示する、異なる色で表示するなど、様々な
表示形態が考えられる。
【００６５】
　本願第２６発明は、所定の構成要素に基づいて構造化された構造化文書を表示装置に表
示する際の構造化文書のリンク処理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記
録媒体であって、
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Ａ；前記構造化文書及び非構造化文書の全体または任意の一部からなる情報源群のうちの
任意の情報源（以下リソースという）間のリンクを生成するためのリンク生成情報と、前
記各リソースの特徴を示す所定の付加情報とを含む構造化情報を取得する 、
Ｂ；前記リソースの全てを取得するか否かの設定を受け付け、前記設定に従って少なくと
も１つのリソースを取得し、前記取得したいずれかのリソースを前記表示装置に送出して
表示させる 、
Ｃ；前記全てのリソースが取得されている場合、前記表示させるリソース以外の各リソー
スの一部を抽出し及び／または前記表示させるリソース以外の各リソースの付加情報を前
記構造化情報から抽出する 、
Ｄ；前記リソースのいずれかが取得されている場合、少なくとも取得されているリソース
以外の各リソースの前記付加情報を、前記構造化情報から抽出する 、
Ｅ；前記抽出されたリソースの一部及び／または付加情報を、視覚的に出力する

Ｆ；

　リンク処理プログラムを記録した、コンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供する。
【００６６】
　前記第２発明と同様の作用効果を有する。
【００６７】
【発明の実施の形態】
　次に、本発明に係るリンク処理装置について、実施形態例を挙げながら具体的に説明す
る。以下の実施形態例においては、リンク及びリソースを記述する言語としてＸＭＬ (eXt
ensible Markup Language)を用いる場合を例に取り、説明する。
【００６８】
　＜第１実施形態例＞
　図１は、第１実施形態例に係るリンク処理装置の機能ブロック図を示す。図１のリンク
処理装置１は、利用者の情報端末Ａに設けられ、リンク処理装置１により取得されたＸＭ
Ｌ文書を画面上に表示可能なブラウザと共に動作する。また、情報端末Ａは、他の情報端
末Ｂ，Ｃ，Ｄとコンピュータネットワークを介して接続されており、互いに情報の送受信
が可能である。
【００６９】
　［全体構成］
　リンク処理装置１は、取得部２、抽出部３、履歴管理部４、リスト作成部５、合成部６
、表示部７を有している。
（１）取得部
　取得部２は、利用者による構造化文書の指定を受け付け、リンク生成情報と各リソース
の付加情報とを含む構造化情報を取得する。指定に従って取得する構造化情報は、いわゆ
るアウトオブラインリンクでありリソースとは独立したＸＭＬ文書の場合と、いわゆるイ
ンラインリンクでありリソースに埋め込まれている場合と、いわゆるアウトオブラインリ
ンクでありリソースである構造化文書の本文の最初や最後に記述されている場合とがある
。本実施形態例では、構造化文書情報がリソースとは独立したＸＭＬ文書（以下、ＸＭＬ
１という）の場合を例に取り、説明する。図２に、リンク生成情報と付加情報とを含む構
造化文書ＸＭＬ１の概念図を示す。
【００７０】
　リンク生成情報は、リソース間のリンクを生成するために必要な情報であり、少なくと
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第１取得手段

第２取得手段

第１抽出手段

第２抽出手段
出力手段

、
前記リソースの参照回数を各リソースと対応付けて記録する記録手段、及び

Ｇ；前記表示させるリソース以外のリソースの前記参照回数を前記出力手段に送出し、か
ついずれかのリソースの選択を受け付け、前記選択されたリソースを前記第２取得手段に
通知し、前記記録手段におけるリソースの参照回数を更新する履歴管理手段、
　としてコンピュータを機能させるリンク処理プログラムであって、
Ｈ；前記第２取得手段は、前記履歴管理手段から通知されたリソースがまだ取得されてい
ない場合は前記リソースを取得し、通知されたリソースを前記表示装置に送出する、



もリソースの位置を示すロケータ情報を含んでいる。その他に、例えば、リソースを表示
するタイミングや、どのように表示するかなどの情報が適宜記述される。
【００７１】
　付加情報は、リソースの特徴を示す情報であり、各リソース毎に記述される。構造化文
書ＸＭＬ１に記述可能な付加情報は、ユーザのニーズを考慮して予め設定しておく。用い
られる付加情報の例として、リンクにおけるリソースの意味を示す情報、具体的には参照
リンク、相互参照リンク等を示す情報が挙げられる。また、他の例として、リソースであ
る文書や章のタイトル、リソースの作者、リソースの著作権者や商標権者、ユーザやアプ
リケーションがリンクを生成するときに付加する任意の情報、リソースを格納しているデ
ータベースなどに固有の情報、前述の情報の音声情報などが考えられる。固有の情報とは
、具体的には、リソースが格納されているデータベースが、取得されるリソースに対して
必ず著作権情報や商標権情報を付加する場合、その著作権情報や商標権情報が挙げられる
。さらに、付加情報としてアクセス権を示す情報を用いることも考えられる。例えば、ア
クセス権を有するユーザ名やグループ名、例えば "部長 "や "課長 "などを、付加情報として
記述する。
【００７２】
　取得部２は、構造化文書ＸＭＬ１を取得すると、リンクを生成するリソースを取得し、
いずれかのリソースを表示対象に決定する。取得するリソースは、リンクを構成する全て
のリソースを取得するか否かの設定により異なる。この設定は本リンク処理装置１におい
て予め設定しておいても良いし、ユーザにより設定可能にすることもできる。リンクを構
成する全てのリソースを取得することが設定され、かつリンク生成情報によりリンク時に
自動表示することが指定されているリソースがあれば、取得部２はそのリソースを表示対
象に決定する。全てのリソースを取得することが設定されているがいずれのリソースに対
しても自動表示の設定がない場合は、取得部２は取得したリソースのいずれかを選択して
表示させる。いずれかのリソースとは、例えば、リンク生成情報中に最初に記述されてい
るリソースなどが考えられる。
【００７３】
　リンクを構成する全てのリソースの取得が設定されていない場合、取得部２は、いずれ
か１のリソースを選択して取得し、取得したリソースを表示対象とする。取得するリソー
スは、例えば、リンク時に自動的に表示することが指定されているリソースや、リンク生
成情報の中で最初に記述されているリソースが挙げられる。以下の説明においては、取得
部２は、表示対象リソースとして構造化文書ＸＭＬ２を選択したとする。
【００７４】
　また、取得部２は、後述するように、表示対象として選択されなかったリソースのいず
れかの表示がユーザにより指示されたことを、リスト作成部５から通知される。取得部２
は、選択されたリソースをまだ取得していない場合はそのリソースを取得し、選択された
リソースをブラウザに送出して表示させる。
（２）抽出部
　抽出部３は、全てのリソースが取得できている場合、 (1)表示対象のリソースＸＭＬ２
以外の各リソースから一部の情報を抽出し及び／または (2)表示対象のリソースＸＭＬ２
以外の各リソースの付加情報やリンク生成情報を構造化文書ＸＭＬ１から抽出する。リソ
ースから情報を抽出するか、構造化文書ＸＭＬ１から抽出するか、またはその両方を行う
かは、ユーザにより設定可能にしても、また本リンク処理装置１により予め設定しても良
い。複数種類の付加情報が構造化文書ＸＭＬ１に記述されている場合には、抽出する付加
情報を適宜設定しておくか、ユーザにより設定可能にすると良い。抽出部３は、構造化文
書ＸＭＬ１から付加情報だけでなく、リンク生成情報を抽出することも可能である。本実
施形態例においては、リンク生成情報の中からロケータ情報を抽出し、付加情報のインデ
ックスとして用いる。
【００７５】
　図３に、リソースとして構造化文書ＸＭＬ３の一例を示す。構造化文書ＸＭＬ３は、メ
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タ情報と本体部分とから構成されている。図３に示す構造化文書ＸＭＬ３から抽出する情
報としては、例えば、先頭から一定量の情報が挙げられる。抽出量は、抽出される情報の
表示量を予め設定しておき、設定した表示量を抽出したり、通信バッファに格納可能な量
にしたり、ユーザにより設定可能にしたりすることが挙げられる。
【００７６】
　また、文書中に含まれる語彙を解析してキーワードリストを作成し、そのうち最もたく
さん出現する語彙を抽出することが挙げられる。もちろん、リストの中の全てあるいはい
くつかの語彙を抽出しても良い。図３に示すメタ情報に含まれる、発行者、タイトル、作
者、作成日付などを抽出することも考えられる。さらに、タグ及び属性以外の文書中に最
初に現れる情報、すなわち最初の文字情報を抽出しても良い。図３の例では、最初の文字
情報は、本文のタグ <title>に続く”構造化文書処理”となる。
【００７７】
　抽出部３は、リソース中に指定されたスタイルシートまたはユーザが定義しているスタ
イルシートを参照することにより、リソース中最も大きいフォントサイズが指定されてい
るタグに記述された文字データを抽出しても良い。また、抽出部３に予めキーワードとし
て "title"、 "emph"、 "caution"等を登録しておく。抽出部３は、これらのキーワードのい
ずれかを含むタグ名をリソースから検索し、該当するタグがあれば、そのタグに記述され
ている文字データを抽出する。図３の例では、タグ <title>,<emph>,<caution>が該当タグ
である。さらには、リソースの一部にリンク生成情報が埋め込まれていわゆるインライン
リンクが形成されている場合、抽出部３は、例えば埋め込まれているリンク生成情報から
ロケータ情報を抽出することなども可能である。
【００７８】
　抽出部３は、いずれかのリソースが取得されている場合、取得されているリソース以外
のリソースに関する付加情報を、前記構造化文書ＸＭＬ１から抽出する。複数種類の付加
情報が構造化文書ＸＭＬ１に含まれる場合は、抽出する付加情報を適宜設定しておくか、
ユーザにより設定可能にすると良いのは前述と同様である。
【００７９】
　抽出部３は、リソースや構造化文書ＸＭＬ１から情報を抽出すると、抽出した情報とリ
ソースのロケータ情報とを関連づけてリスト作成部５に送出する。例えば、リンク生成情
報からリソースのロケータ情報を、付加情報としてリソースのタイトルと作者とを抽出し
、両者を対応付けてリスト作成部５に送出する。
（３）履歴管理部
　履歴管理部４は、各リソースのロケータ情報と参照回数と表示状態とが対応付けられた
履歴リストを作成し、管理している。図４に、履歴管理部４が作成する履歴リストの概念
説明図を示す。図４に示す履歴リストは、ロケータ情報 "uri1"及び "uri2"で示されるリソ
ースは、現在表示されており、その参照回数は延べ１回であることを示している。また、
ロケータ情報 "uri3"で示されるリソースは、現在表示されておらず、また今までに一度も
参照されていないことを示している。また、履歴管理部４は、リスト作成部５からの要求
に応じ、要求対象のリソースの参照回数をリスト作成部５に送出する。さらに、履歴管理
部４は、後述するように、ユーザにより表示することを指示されたリソースが取得部２か
ら通知されると、通知されたリソースの参照回数をインクリメントし、表示状態を変更す
る。
（４）リスト作成部
　リスト作成部５は、リソースや構造化文書ＸＭＬ１の付加情報から抽出された情報と、
リソースのロケータ情報とを抽出部３から通知される。リスト作成部５は、通知されたロ
ケータ情報を履歴管理部４に通知し、履歴管理部４から各リソースの参照回数を取得する
。そしてリスト作成部５は、抽出された情報と参照回数とを対応付けた情報リストを作成
し、合成部６または表示部７に送出する。どちらに送出するかは、抽出された情報をどの
ように表示するかの設定による。この設定は、後述するように、表示設定部７１で受け付
けるようにしても良いし、本リンク処理装置１で予め設定しておいても良い。なお、参照
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回数を情報リストに含めるか否かの設定は、所望により変更可能であり、またユーザによ
り設定可能にしても良い。リスト作成部５から送出された情報リストは、後述するように
、合成部６により表示対象リソースに埋め込まれて表示されるか、表示部７により表示さ
れるウインドウやフレーム、バルーンなどの中に様々な表示態様で表示される。また、リ
スト作成部５は、表示されたリストからいずれかのリソースが選択されると、選択された
リソースを取得部２に通知する。
（５）合成部
　合成部６は、リスト作成部５から送出される情報リストを表示対象のリソースＸＭＬ２
のリンク部分に挿入し、合成したデータをブラウザに送出する。図５に、表示対象のリソ
ースＸＭＬ２に抽出した情報が埋め込まれて表示されている画面例を示す。図５（ａ）は
、表示対象のリソースＸＭＬ２のリンク部分に、著作権の表記が埋め込まれて表示されて
いる例を示す。図５（ｂ）は、表示対象のリソースのリンク部分に、リンク先のリソース
の最初の部分が埋め込まれて表示されている例を示す。
（６）表示部
　表示部７は、表示設定部７１、ウインドウ表示部７２、フレーム表示部７３、バルーン
表示部７４及び表示制御部７５を有し、リスト作成部５から送出される情報リストを画面
上などに視覚的に出力する。ユーザは、表示された情報リストを見ることにより、どのよ
うなリソースなのかをリソースの表示に先だって知ることが出来る。
【００８０】
　表示設定部７１は、前記表示対象のリソースを表示すると同時に情報リストを表示する
か否かの設定を受け付ける。情報リストを表示対象のリソースと同時に表示しない場合は
、例えばリソースのリンク部分にカーソルが位置したときに表示するなどのタイミングで
、情報リストを表示することが考えられる。また、表示設定部７１は、前記情報リストを
、埋め込み表示するのか、ウインドウ表示するのか、フレーム表示するのか、バルーン表
示するのかの設定を受け付け、リスト作成部５に通知する。
【００８１】
　ウインドウ表示部７２は、前記表示対象のリソースＸＭＬ２が表示されるウインドウと
は別の新たなウインドウを作成し、リスト作成部５から送出される情報リストを作成した
ウインドウ内に表示する。図６に、ウインドウ表示部７２が表示するウインドウの例を示
す。図６は、表示対象のリソースＸＭＬ２の表示と同時に、情報リストを各リソース毎に
別々のウインドウに表示する例を示している。図７に、ウインドウ表示部７２が表示する
ウインドウの別の例を示す。図７（ａ）は、表示対象のリソースＸＭＬ２が表示されたと
きには情報リストのウインドウは表示されず、図７（ｂ）は、表示対象のリソースＸＭＬ
２のリンク部分にカーソルが位置する場合に、情報リストを表示するウインドウが表示さ
れる例を示している。
【００８２】
　フレーム表示部７３は、表示対象のリソースＸＭＬ２が表示されるウインドウを分割し
てまたは新たなウインドウを作成してフレームを表示し、リスト作成部５から送出される
情報リストをフレーム内に表示する。図８に、フレーム表示部７３が表示するフレームの
例を示す。図８は、表示対象のリソースＸＭＬ２が表示されている場合に、リソースＸＭ
Ｌ２のリンク部分にカーソルが位置すると情報リストが表示される画面例である。
【００８３】
　図８（ａ）は、表示対象のリソースＸＭＬ２だけが表示されている元画面を示す。図８
（ｂ）は、リソースＸＭＬ２のリンク部分にフレームを埋め込んで表示する例を示してい
る。図８（ｃ）は、リソースＸＭＬ２のウインドウ内にフレームを作成し、各リソースに
関する情報を各フレームごとに表示する例を示している。図８（ｄ）は、新たなウインド
ウを作成してフレームを表示し、各リソースに関する情報を各フレーム毎に表示する例を
示している。表示対象リソースと情報リストとを同時に表示することが設定されている場
合は、前記図８（ｂ）～（ｄ）に示すフレームをリソースＸＭＬ２の表示と同時に表示す
ればよい。
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【００８４】
　バルーン表示部７４は、表示対象のリソースＸＭＬ２が表示されるウインドウにバルー
ンを表示し、リスト作成部５から送出される情報リストを作成したバルーン内に出力する
。図９に、バルーン表示部７４が表示するバルーンの例を示す。図９は、表示対象のリソ
ースＸＭＬ２のリンク部分にカーソルが位置する場合に、情報リストをバルーン内に表示
する例を示している。
【００８５】
　また、図６～９は、１つのウインドウ、フレームまたはバルーンに１つのリソースに関
する情報が表示されている例を示しているが、他の表示形態も可能である。例えば、図１
０（ａ）及び（ｂ）に示すように、１つのウインドウ内に、リンクの意味付け、作成者、
参照回数などをリソースのロケータ情報と対応付けてリスト状に表示することも考えられ
る。図６～１０において表示される情報の組み合わせは、構造化文書ＸＭＬ１やリソース
から抽出する情報の設定による。
【００８６】
　表示制御部７５は、表示された情報リストを斜体や太文字で表示したり、異なる色で表
示するなど、表示対象のリソースＸＭＬ２と区別の付く表示形態で表示する。図１１に、
表示制御部７５により情報リストが斜体で表示されている例を示す。
【００８７】
　なお、合成部６、ウインドウ表示部７２、フレーム表示部７３またはバルーン表示部７
４により示される情報リスト中の各リソースを選択する方法としては、例えば次の形態が
挙げられる。１つは、表示対象のリソースＸＭＬ２のリンク部分をダブルクリックするな
どによりリソースの選択ウインドウを別途表示し、リソースの選択を受け付ける形態であ
る。他の形態としては、前記表示された情報リスト中においていずれかのリソースの選択
を受け付ける形態である。いずれの形態においても選択されたリソースは、リスト作成部
５に通知され、ブラウザにより表示される。
【００８８】
　［処理の流れ］
　次に、本実施形態例のリンク処理装置１が行う処理の流れを説明する。図１２は、本実
施形態例のリンク処理装置１が行う処理の流れを示すフローチャートである。今、説明を
容易にするために、構造化文書ＸＭＬ１にはリンクのリソースとして構造化文書ＸＭＬ２
及びＸＭＬ３が記述されているとする。
【００８９】
　まず、ステップＳ１では、取得部２が、利用者の指示に従い、リンク生成情報及び付加
情報が記述された構造化文書ＸＭＬ１を、ネットワーク上の情報端末Ｂから取得する。
【００９０】
　ステップＳ２では、取得部２は、リンクを構成する全てのリソース（ＸＭＬ２，ＸＭＬ
３）の取得が設定されているか否かを判断し、全てのリソースの取得が設定されている場
合は、後述するステップＳ２２に移行する。その他の場合はステップＳ３に移行する。
【００９１】
　ステップＳ３では、取得部２が、リンクを構成するリソースＸＭＬ２，ＸＭＬ３のいず
れかを、表示対象リソースとして選択して取得する。例えば、リンク生成情報により「リ
ンク時に自動的に表示する」ことが設定されているリソースＸＭＬ２を取得する。
【００９２】
　ステップＳ４では、抽出部３が、取得したリソースＸＭＬ２以外のリソースＸＭＬ３の
所定の付加情報とロケータ情報とを、構造化文書ＸＭＬ１から抽出する。抽出した情報は
、リスト作成部５に送出される。
【００９３】
　ステップＳ５では、リスト作成部５が履歴管理部４にＸＭＬ３のロケータ情報を通知す
る。履歴管理部４は、通知されたロケータ情報に基づいて抽出されたＸＭＬ３の参照回数
を履歴リストから読み込み、両者を関連づけてリスト作成部５に通知する。
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【００９４】
　ステップＳ６では、リスト作成部５が、ＸＭＬ３の付加情報、参照回数及びロケータ情
報を対応付けた情報リストを作成する。
【００９５】
　ステップＳ７では、リスト作成部５は、取得したリソースＸＭＬ２と共に作成した情報
リストを表示することが設定されているか否かを判断する。説明を容易にするため、本実
施形態例では、取得したリソースＸＭＬ２と情報リストとを同時に表示する場合は、埋め
込み、ウインドウまたはフレーム表示により表示することとし、ステップＳ８に移行する
。また、両者を同時に表示しない場合はリソース上にカーソルが位置したときに情報リス
トを表示することとし、その場合はバルーン表示を行うこととして後述するステップＳ１
３に移行する。
【００９６】
　ステップＳ８では、リスト作成部５が、情報リストの表示方法として埋め込みが設定さ
れているか否かを判断し、埋め込み表示が設定されていればステップＳ９に移行する。ウ
インドウまたはフレーム表示が設定されていれば、後述するステップＳ１１に移行する。
埋め込み表示が設定されているためステップＳ９に移行すると、合成部６が、リスト作成
部５から情報リストを、取得部２からリソースＸＭＬ２を、それぞれ取得する。合成部６
は、情報リストをリソースＸＭＬ２のリンク部分に挿入し、構造化文書ＸＭＬ２と情報リ
ストとの合成データを作成する。
【００９７】
　ステップＳ１０では、合成部６が合成したデータをブラウザに送出して表示させ、後述
するステップＳ１６に移行する。
【００９８】
　ステップＳ８において、リスト作成部５がウインドウ表示またはフレーム表示が設定さ
れていると判断すると、ステップＳ１１に移行する。ステップＳ１１では、リスト作成部
５が取得部２に対し、リソースＸＭＬ２をブラウザに送出することを指示し、ＸＭＬ２が
表示される。
【００９９】
　ステップＳ１２では、リスト作成部５が情報リストを表示部７に送出する。送出された
情報リストは、設定されたいずれかの表示方法により表示される。
【０１００】
　ステップＳ７において、リスト作成部５がリソースＸＭＬ２と情報リストとを同時に表
示する旨の設定がなされていないと判断した場合は、ステップＳ１３に移行する。ステッ
プＳ１３では、リスト作成部５が取得部２に対してリソースＸＭＬ２をブラウザに送出す
ることを指示することにより、リソースＸＭＬ２が表示される。
【０１０１】
　ステップＳ１４では、バルーン表示部７４が、リソースＸＭＬ２中のリンク部分にカー
ソルが位置するのを待機し、カーソルがリンク部分に位置するとステップＳ１５に移行す
る。ステップＳ１５では、バルーン表示部７４がバルーンを表示し、バルーン内に情報リ
ストを表示してステップＳ１６に移行する。
【０１０２】
　ステップＳ１６では、表示部７が、表示された情報リストが示すリソースのいずれかが
選択されるのを待機し、いずれかのリソースの選択を検知すると、選択されたリソースを
リスト作成部５に通知してステップＳ１７に移行する。
【０１０３】
　ステップＳ１７では、リスト作成部５が、通知されたリソースのロケータ情報を取得部
２に通知する。
【０１０４】
　ステップＳ１８では、取得部２が、通知されたリソースをすでに取得しているか否かを
判断し、取得していればステップＳ２０に移行する。まだ取得していなければ、ステップ
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Ｓ１９に移行する。
【０１０５】
　ステップＳ１９では、取得部２が、通知されたリソースを取得する。
【０１０６】
　ステップＳ２０では、取得部２が、ユーザにより選択されたリソースをブラウザに送出
し、表示させる。
【０１０７】
　ステップＳ２１では、取得部２が履歴管理部４に対し、表示されたリソースのロケータ
情報を通知する。この通知を受けて、履歴管理部４は通知されたリソースの参照回数をイ
ンクリメントし、表示状態を "非表示 "から "表示 "に変更する。
【０１０８】
　前述のステップＳ２において、取得部２が、全リソースの取得が設定されていると判断
すると、ステップＳ２２に移行する。ステップＳ２２では、取得部２が、リンクを構成す
るリソースのうち表示対象とするいずれかのリソースを選択する。例えば、リンク時に自
動的に表示すると設定されているリソースＸＭＬ２を表示対象に選択する。
【０１０９】
　ステップＳ２３では、抽出部３が、表示対象のリソースＸＭＬ２以外のリソースＸＭＬ
３から情報を抽出するか否かを判断する。なお、本実施形態例では、リソースから抽出し
た情報か、付加情報かのいずれかを表示する処理を示しているが、両方を表示する処理も
可能であることは前述の通りである。リソースから情報を抽出することが設定されている
場合は、ステップＳ２４に移行する。付加情報から情報を抽出することが設定されている
場合には、前記のステップＳ４に移行する。
【０１１０】
　ステップＳ２４では、抽出部３が、所定の情報をリソースＸＭＬ３から抽出し、抽出し
た情報をリスト作成部５に送出する。そして前記ステップＳ５から前述と同様の処理を行
う。但し、ステップＳ１８では、取得部２が全てのリソースを取得しているので、ユーザ
が選択されたリソースを再度取得することなく、すぐに表示する。
【０１１１】
　＜他の実施形態例＞
　（ａ）前記第１実施形態例においては、構造化文書間のリンクを例に取り説明したが、
前述のようにリソースとしては構造化文書のみならず、一般の文書データやビットマップ
データなどの非構造化文書でもよい。前記リンク処理装置は、構造化されていない情報が
リソースの場合でも、前記と同様に動作可能である。但し、リソースの全てが非構造化文
書の場合は、リンク生成情報などを記述する構造化情報はリソースと独立した構造化文書
である。また、いずれかのリソースが非構造化文書である場合は、構造化文書であるリソ
ースに構造化情報を埋め込むまたは記述するか、構造化情報を全てのリソースと独立した
構造化文書とする。
【０１１２】
　（ｂ）前記第１実施形態例では、選択されたリソースが表示された場合にそのリソース
が参照されたとし、参照回数を増加させている。他に、リソースの一部が抽出されて表示
された場合や、リソースが選択されかつ取得された場合をリソースの参照に含めても良い
。さらに、リソースから抽出された一部の表示をリソースの参照に含める場合、表示対象
のリソースと抽出された一部とを同時に表示する場合には参照回数を増加させず、表示対
象のリソースのリンク部分にカーソルが位置した場合などに抽出した一部を表示する場合
には参照回数を増加させるなどの形態も考えられる。
【０１１３】
【発明の効果】
　本発明を用いれば、リンク先のリソースを表示する前にリソースの概要が表示される。
ユーザは、必要な情報か否かの判別を容易に行い、目的の情報を効率よく取得することが
可能になる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明のリンク処理装置の機能ブロック図。
【図２】　リンク生成情報及ぶ付加情報を含む構造化文書ＸＭＬ１の一例。
【図３】　リソースである構造化文書ＸＭＬ３の一例。
【図４】　履歴リストの説明図。
【図５】　抽出情報の埋め込み表示の一例。
　（ａ）付加情報の埋め込み表示
　（ｂ）リソースの一部の埋め込み表示
【図６】　抽出情報のウインドウ表示の一例。
【図７】　抽出情報のウインドウ表示の他の一例。
　（ａ）ウインドウ表示前の状態
　（ｂ）ウインドウが表示された状態
【図８】　抽出情報のフレーム表示の一例。
　（ａ）フレームを埋め込んで表示した例。
　（ｂ）リソースのウインドウ中にフレームを表示した例。
　（ｃ）リソースとは別ウインドウにフレームを表示した例。
【図９】　抽出情報のバルーン表示の一例。
【図１０】　抽出情報のリスト表示の一例。
　（ａ）ロケータ情報と複数の付加情報が表示された状態。
　（ｂ）ロケータ情報と参照回数とが表示された状態。
【図１１】　表示形態の変化の一例を示す図。
【図１２】　本実施形態例のリンク処理装置が行う処理の流れを示すフローチャート。
【図１３】　従来のリンクを示すウインドウ。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】
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