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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上限値及び下限値で定まる所定の範囲内の値の入力を受け付けることにより、文書に対
する人の注目の度合いである注目性に影響を与えるものとして予め定められた文書に関す
る複数の第１の特性の値を取得する第１の取得手段と、
　前記複数の第１の特性の値を用いて計算することにより計算結果が前記注目性の値を表
すものとして予め定められかつ前記取得された複数の第１の特性の値の内の１つが前記所
定範囲の上限値に近い値の場合に該注目性の値が前記上限値に近づくように調和平均又は
幾何平均を表す関係式を変形して定められた関数と、前記第１の取得手段により取得され
た前記複数の第１の特性の値と、に基づいて、前記注目性の値を計算する注目性値計算手
段と、
　前記所定の範囲内の値の入力を受け付けることにより、文書を知覚して人が感ずる快適
の度合いである快適性に影響を与えるものとして予め定められた文書に関する複数の第２
の特性の値を取得する第２の取得手段と、
　前記複数の第２の特性の値を用いて計算することにより計算結果が前記快適性の値を表
すものとして予め定められかつ前記取得された複数の第２の特性の値の内の１つが前記所
定範囲の下限値に近い値の場合に該快適性の値が前記下限値に近づくように調和平均又は
幾何平均を表す関係式を変形して定められた関数と、前記第２の取得手段により取得され
た前記複数の第２の特性の値と、に基づいて、前記快適性の値を計算する快適性値計算手
段と、
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　前記注目性の値及び前記快適性の値を用いて計算することにより計算結果が文書の品質
の値を表すものとして予め定められかつ前記注目性の値及び前記快適性の値の内の１つが
前記所定範囲の下限値に近い値の場合に該文書の品質の値が前記下限値に近づくように調
和平均又は幾何平均を表す関係式を変形して定められた関数と、前記注目性値計算手段に
より計算された前記注目性の値及び前記快適性値計算手段により計算された前記快適性の
値と、に基づいて、文書の品質の値を計算する文書品質値計算手段と、
　を備えた文書品質値計算装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広く、ドキュメント（文書）のレイアウト、デザイン、及び分析の分野に関
し、より詳細には、そのドキュメント自体に特有の特性に基づいて、ドキュメントの品質
を定量的に測定する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ドキュメントを作成する際には、スタイル、内容（コンテンツ）、レイアウトなどに関
して、多くの決定を行わなければならない。テキスト、画像、及びグラフィックは、観察
者の注意を引き付けて、好ましくは、意図するメッセージを理解するのに十分な時間その
注意を維持するような、プレゼンテーションを観察者に提供するように、２次元形式で編
成してレイアウトしなければならない。様々な内容（コンテンツ）要素には異なるスタイ
ルオプションが利用可能であり、選択を行わなければならない。スタイル及びレイアウト
の最適な選択は、コンテンツ、意図、観察者の興味などによって決まる。ドキュメントの
最終バージョンのルック・アンド・フィールに関して行われた１セットの選択が良かった
か悪かったかを知るために、１セットの観察者からそのドキュメントを見た後にフィード
バックを要求し、そのフィードバックをまとめて、ドキュメントの作成者若しくは開発者
が修正、変更、又はその他の改善を行うことができるような意味のあるものにしてもよい
。このサイクルは、ドキュメントの所有者が、最終バージョンが意図した結果に達したと
満足するまで繰り返される。
【０００３】
　ドキュメントに対するレイアウト及びスタイルの決定の質並びに有効性に寄与する要因
は、スタイル及びレイアウトの選択がコンテンツのグループに影響を及ぼす場合、コンテ
ンツ要素のグループのハンドリングである。グループとは、コンテンツ要素の集合である
。グループの帰属関係は、そのドキュメントの論理構造の特性である。グループの近傍(n
eighborhood)は、レイアウト特性と考えることができる。レイアウト構造は論理構造と一
致することが多いが、これは必要条件ではない。
【０００４】
　そのドキュメント自体に特有の特性に基づいて、ドキュメントの様々な価値特性の定量
的測度（「良質(goodness)」というドキュメントの測度）を得ることが好ましい。このよ
うに、そのドキュメント自体が定量的フィードバックのレベルを提供する。例えば、開発
者が測定を望む１つの特性は、ドキュメントがどの程度使いやすいかということである。
ドキュメントの使いやすさの測度は、ドキュメント・デザインを評価する又はドキュメン
ト・デザインの決定を行うのに用いることができる。
【０００５】
　ドキュメントの使いやすさの１つの態様は、どの要素がグループに属していて、どの要
素がグループに属していないかを示す機能である。ドキュメントのプレゼンテーションに
おいて行われるスタイル及びレイアウトの決定は、ドキュメントが表すグループ同一度(d
egree of group identity)に影響を及ぼし得る。ドキュメントのデザインの使いやすさを
評価する際には、グループ同一度の測度を得ることが有用である。グループに関する使い
やすさの条件としては、空間コヒーレンス、空間分離(separation)、位置合わせ分離、見
出し分離、背景分離、及び／又はスタイル分離が挙げられる。コンテンツ、機能などの様
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々な特性の測度を意図、適合性、及びその他のパラメータによって重み付けし、これらを
結合すれば、そのドキュメント自体に対する１つ以上の全体測度を得ることができる。そ
のドキュメント自体に特有の特性を評価する方法があれば、ドキュメントの開発処理中に
このような測度を用いることによって、最適なプレゼンテーションの決定を促すことがで
きる。
【０００６】
　ドキュメントの使いやすさの１つの態様は、その検索機能(searchability)である。検
索機能とは、ドキュメントが所望のコンテンツ要素の検索を構造的に支援する程度と定義
することができる。検索機能の高いドキュメントは、所望のコンテンツの検索を支援する
。通常、検索機能測度の高いドキュメントの方が、対象となる情報を含むドキュメントの
部分を検出しやすいので、使いやすい。
【０００７】
　ドキュメントの使いやすさの別の態様は、ドキュメントの識別度(degree of distingui
shability)である。コンテンツの識別性とは、ドキュメント内における１つの特定のコン
テンツ要素を別のコンテンツ要素から識別する機能と定義することができる。識別性は、
その要素によって開示される情報のコンテキストを設定するのに重要である。この識別性
は、その要素が何であるかということと、その要素がどのグループ若しくは設定に属する
かということに関して、混乱を軽減することができる。また、この識別性は、所望の要素
の検出にも役立つ。従って、ドキュメント要素の識別性は、ドキュメントの使いやすさに
寄与する要因である。
【０００８】
　定量的に測定することが望まれる別の特性は、観察者の注意及び興味を保つというドキ
ュメントの機能である。ドキュメントの使いやすさは、実際のコンテンツ及びそのコンテ
ンツの観察者に対する適合性によってほとんど決まるが、そのコンテンツが提示されるス
タイルにも寄与し得る。スタイルの決定が使いやすさに及ぼす影響の測度を定義すること
ができるとすると、この測度は最適なプレゼンテーションの測度を決定するのに用いるこ
とができる。
【０００９】
　ドキュメントは、個々の項目を検出しやすくする方法で、コンテンツを提示することが
できる。これを、「検出性(locatability)」と呼ぶことができる。１つのコンテンツオブ
ジェクトを別のコンテンツオブジェクトから識別する１つの方法は、その目標オブジェク
トの検出性、即ち、ドキュメント内においてオブジェクトがどの程度検索しやすいかとい
うことを評価する方法である。これは、１つの項目をその近傍からどの程度よく識別する
ことができるかを示す識別性とは少し異なる。表又は黒丸リスト(bullet lists)のレイア
ウトのような構造的支援は、ドキュメントの観察者がオブジェクトを検出するのに役立つ
。コンテンツを表で提示すると、その位置を行又は列で識別することができる。この行及
び列に見出しを付ければ、さらに項目を検出しやすくすることができる。コンテンツ項目
をリストで提示すると、順序付けがなされて、これらのコンテンツ項目の検出を促し、黒
丸リスト(list bullets)又は項目番号を用いると、これらのコンテンツ項目の検出をさら
に促す。分離性(separability)及び識別性は、オブジェクトの検出性に寄与する。
【００１０】
　コンテンツ、機能などの様々な態様の測度を意図、適合性、及びその他のパラメータに
よって重み付けし、これらを結合すれば、そのドキュメント自体に対する１つ以上の全体
測度を得ることができる。そのドキュメント自体に特有のこのような特性を評価する方法
があれば、ドキュメントの開発処理中にこのような測度を用いることによって、最適なプ
レゼンテーションの決定を促すことができる。
【特許文献１】米国特許第６，７４８，０９７号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
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　従って、ドキュメントの品質を定量化可能に測定する方法論を提供することが望ましい
。さらに、ドキュメントを介して伝えられる情報に価値を追加するために、そのドキュメ
ントを評価してその品質を改善するのに使用可能である、定量化可能な品質測定法を提供
することも望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の第１の態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方法
は、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定セ
ットの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性を結合する所定の結合関数に基
づいて、前記ドキュメントの品質の測度である定量化された美観の値を前記ドキュメント
に対して生成する。
【００１３】
　本発明の第２の態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方法
は、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定セ
ットの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所
定の美観結合関数に基づいて、定量化された美観の値を前記ドキュメントに対して生成し
、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定の使いやすさ結合関
数に基づいて、定量化された使いやすさの値を前記ドキュメントに対して生成し、定量化
した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定の注目性結合関数に基づいて
、定量化された注目性の値を前記ドキュメントに対して生成し、定量化した前記所定セッ
トの特性の所定サブセットを結合する所定の面白さ結合関数に基づいて、定量化された面
白さの値を前記ドキュメントに対して生成し、定量化した前記所定セットの特性の所定サ
ブセットを結合する所定の利便性結合関数に基づいて、定量化された利便性の値を前記ド
キュメントに対して生成し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合す
る所定の快適性結合関数に基づいて、定量化された快適性の値を前記ドキュメントに対し
て生成し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定の伝達性結
合関数に基づいて、定量化された伝達性の値を前記ドキュメントに対して生成し、生成し
た前記定量化された美観の値と、生成した前記定量化された使いやすさの値と、生成した
前記定量化された注目性の値と、生成した前記定量化された面白さの値と、生成した前記
定量化された利便性の値と、生成した前記定量化された快適性の値と、生成した前記定量
化された伝達性の値とを結合する所定の品質結合関数に基づいて、定量化された品質の値
を前記ドキュメントに対して生成する。
【００１４】
　本発明の第３の態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方法
は、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定セ
ットの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性を結合する所定の結合関数に基
づいて、前記ドキュメントの品質の測度である定量化された使いやすさの値を前記ドキュ
メントに対して生成する。
【００１５】
　本発明の第４の態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方法
は、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定セ
ットの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性を結合する所定の結合関数に基
づいて、前記ドキュメントの品質の測度である定量化された注目性の値を前記ドキュメン
トに対して生成する。
【００１６】
　本発明の第５の態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方法
は、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定セ
ットの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性を結合する所定の結合関数に基
づいて、前記ドキュメントの品質の測度である定量化された面白さの値を前記ドキュメン
トに対して生成する。
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【００１７】
　本発明の第６の態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方法
は、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定セ
ットの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性を結合する所定の結合関数に基
づいて、前記ドキュメントの品質の測度である定量化された快適性の値を前記ドキュメン
トに対して生成する。
【００１８】
　本発明の第７の態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方法
は、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定セ
ットの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性を結合する所定の結合関数に基
づいて、前記ドキュメントの品質の測度である定量化された利便性の値を前記ドキュメン
トに対して生成する。
【００１９】
　本発明の別の態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方法は
、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定セッ
トの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性を結合する所定の結合関数に基づ
いて、前記ドキュメントの品質の測度である定量化された伝達性の値を前記ドキュメント
に対して生成する。
【００２０】
　本発明のさらなる態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方
法は、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定
セットの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する
所定の美観結合関数に基づいて、定量化された美観の値を前記ドキュメントに対して生成
し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定の使いやすさ結合
関数に基づいて、定量化された使いやすさの値を前記ドキュメントに対して生成し、生成
した前記定量化された美観の値と生成した前記定量化された使いやすさの値とを結合する
所定の品質結合関数に基づいて、定量化された品質の値を前記ドキュメントに対して生成
する。
【００２１】
　本発明のさらなる態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方
法は、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定
セットの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する
所定の美観結合関数に基づいて、定量化された美観の値を前記ドキュメントに対して生成
し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定の使いやすさ結合
関数に基づいて、定量化された使いやすさの値を前記ドキュメントに対して生成し、定量
化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定の注目性結合関数に基づい
て、定量化された注目性の値を前記ドキュメントに対して生成し、生成した前記定量化さ
れた美観の値と、生成した前記定量化された使いやすさの値と、生成した前記定量化され
た注目性の値とを結合する所定の品質結合関数に基づいて、定量化された品質の値を前記
ドキュメントに対して生成する。
【００２２】
　本発明のさらなる態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方
法は、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定
セットの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する
所定の注目性結合関数に基づいて、定量化された注目性の値を前記ドキュメントに対して
生成し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定の使いやすさ
結合関数に基づいて、定量化された使いやすさの値を前記ドキュメントに対して生成し、
生成した前記定量化された注目性の値と生成した前記定量化された使いやすさの値とを結
合する所定の品質結合関数に基づいて、定量化された品質の値を前記ドキュメントに対し
て生成する。
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【００２３】
　本発明のさらなる態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方
法は、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定
セットの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する
所定の面白さ結合関数に基づいて、定量化された面白さの値を前記ドキュメントに対して
生成し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定の使いやすさ
結合関数に基づいて、定量化された使いやすさの値を前記ドキュメントに対して生成し、
生成した前記定量化された面白さの値と生成した前記定量化された使いやすさの値とを結
合する所定の品質結合関数に基づいて、定量化された品質の値を前記ドキュメントに対し
て生成する。
【００２４】
　本発明の別の態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方法は
、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定セッ
トの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定
の注目性結合関数に基づいて、定量化された注目性の値を前記ドキュメントに対して生成
し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定の面白さ結合関数
に基づいて、定量化された面白さの値を前記ドキュメントに対して生成し、生成した前記
定量化された注目性の値と生成した前記定量化された面白さの値とを結合する所定の品質
結合関数に基づいて、定量化された品質の値を前記ドキュメントに対して生成する。
【００２５】
　本発明の別の態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方法は
、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定セッ
トの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定
の注目性結合関数に基づいて、定量化された注目性の値を前記ドキュメントに対して生成
し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定の快適性結合関数
に基づいて、定量化された快適性の値を前記ドキュメントに対して生成し、生成した前記
定量化された注目性の値と生成した前記定量化された快適性の値とを結合する所定の品質
結合関数に基づいて、定量化された品質の値を前記ドキュメントに対して生成する。
【００２６】
　本発明のさらなる態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方
法は、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定
セットの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する
所定の美観結合関数に基づいて、定量化された美観の値を前記ドキュメントに対して生成
し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定の面白さ結合関数
に基づいて、定量化された面白さの値を前記ドキュメントに対して生成し、生成した前記
定量化された美観の値と生成した前記定量化された面白さの値とを結合する所定の品質結
合関数に基づいて、定量化された品質の値を前記ドキュメントに対して生成する。
【００２７】
　本発明のさらなる態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方
法は、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定
セットの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する
所定の面白さ結合関数に基づいて、定量化された面白さの値を前記ドキュメントに対して
生成し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定の使いやすさ
結合関数に基づいて、定量化された使いやすさの値を前記ドキュメントに対して生成し、
生成した前記定量化された面白さの値と生成した前記定量化された使いやすさの値とを結
合する所定の品質結合関数に基づいて、定量化された品質の値を前記ドキュメントに対し
て生成する。
【００２８】
　本発明の別の態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方法は
、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定セッ
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トの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定
の美観結合関数に基づいて、定量化された美観の値を前記ドキュメントに対して生成し、
定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定の伝達性結合関数に基
づいて、定量化された伝達性の値を前記ドキュメントに対して生成し、生成した前記定量
化された美観の値と生成した前記定量化された伝達性の値とを結合する所定の品質結合関
数に基づいて、定量化された品質の値を前記ドキュメントに対して生成する。
【００２９】
　本発明の別の態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方法は
、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定セッ
トの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定
の伝達性結合関数に基づいて、定量化された伝達性の値を前記ドキュメントに対して生成
し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定の使いやすさ結合
関数に基づいて、定量化された使いやすさの値を前記ドキュメントに対して生成し、生成
した前記定量化された伝達性の値と生成した前記定量化された使いやすさの値とを結合す
る所定の品質結合関数に基づいて、定量化された品質の値を前記ドキュメントに対して生
成する。
【００３０】
　本発明のさらなる態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方
法は、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定
セットの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する
所定の美観結合関数に基づいて、定量化された美観の値を前記ドキュメントに対して生成
し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定の快適性結合関数
に基づいて、定量化された快適性の値を前記ドキュメントに対して生成し、生成した前記
定量化された美観の値と生成した前記定量化された快適性の値とを結合する所定の品質結
合関数に基づいて、定量化された品質の値を前記ドキュメントに対して生成する。
【００３１】
　本発明のさらなる態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方
法は、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定
セットの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する
所定の快適性結合関数に基づいて、定量化された快適性の値を前記ドキュメントに対して
生成し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定の使いやすさ
結合関数に基づいて、定量化された使いやすさの値を前記ドキュメントに対して生成し、
生成した前記定量化された快適性の値と生成した前記定量化された使いやすさの値とを結
合する所定の品質結合関数に基づいて、定量化された品質の値を前記ドキュメントに対し
て生成する。
【００３２】
　本発明の別の態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方法は
、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定セッ
トの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定
の美観結合関数に基づいて、定量化された美観の値を前記ドキュメントに対して生成し、
定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定の利便性結合関数に基
づいて、定量化された利便性の値を前記ドキュメントに対して生成し、生成した前記定量
化された美観の値と生成した前記定量化された利便性の値とを結合する所定の品質結合関
数に基づいて、定量化された品質の値を前記ドキュメントに対して生成する。
【００３３】
　本発明の別の態様は、ドキュメントの品質の測度を定量化する方法である。この方法は
、前記ドキュメントの所定セットの特性を測定し、測定した前記ドキュメントの所定セッ
トの特性を定量化し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定
の利便性結合関数に基づいて、定量化された利便性の値を前記ドキュメントに対して生成
し、定量化した前記所定セットの特性の所定サブセットを結合する所定の使いやすさ結合
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関数に基づいて、定量化された使いやすさの値を前記ドキュメントに対して生成し、生成
した前記定量化された利便性の値と生成した前記定量化された使いやすさの値とを結合す
る所定の品質結合関数に基づいて、定量化された品質の値を前記ドキュメントに対して生
成する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　本発明は、ドキュメント現像者がドキュメント品質を判断する際の補助とすべく、様々
なドキュメント特性を定量化する種々の方法に関する。品質は競合する幾つかの様態を有
することがあり、総合品質はドキュメントの絶対的特性のみならず、観察者にとってのこ
れらの特性の相対的重要性にも依存する。ドキュメント品質の一様態もしくはクラスは、
その美観、すなわち美しさ、観察者がその外観から得る満足度である。この特性は、美的
でないレイアウトによって生ずる不快度において現れることが多い。
【００３５】
　ドキュメント品質に寄与する別の様態もしくはクラスは、ドキュメントがユーザに情報
を伝達する際の有効性である。ドキュメントは情報を入れる「容器」であり、観察者が容
易に情報を収集・理解できるということは、ドキュメントの役割において重要な要因であ
る。
【００３６】
　ドキュメント品質に寄与する第３の様態もしくはクラスは、使いやすさである。使いや
すさに寄与する要素の１つは、ドキュメントの利便性、すなわち最小限の労力を以ってド
キュメントを扱い得る点である。総合的な使いやすさに寄与する第２の要因は、コンテン
ツの分類である。多くの場合、情報はある種の論理構造を有し、この構造はコンテンツの
分類によってドキュメントに反映され得る。ドキュメントがこの分類を伝達し、観察者が
これを利用する際の有効性が、使いやすさに寄与する。
【００３７】
　ドキュメント品質に寄与する第４の様態もしくはクラスは、ドキュメントが観察者に与
える満足度である。一般的に、観察者に不安を与えるドキュメントは、観察者に落ち着き
・親しみを与えるドキュメントに比べ、望ましくない。
【００３８】
　ドキュメント品質に対する寄与度の高い第５の様態もしくはクラスは、観察者の注目度
である。例えば広告は、注意を惹き、容易に看過されぬよう努力している。
【００３９】
　ドキュメント品質の上記と同様の第６の様態もしくはクラスは、観察者の関心を持続さ
せる能力である。注意を惹くことと、そのドキュメントの使用期間に亘り注意を持続させ
、飽きさせないこととは別である。
【００４０】
　ドキュメント品質の第７の様態もしくはクラスは、作成側・観察者双方にとっての経済
性であろう。ドキュメント品質に寄与する他の要素が同じであれば、低コストのドキュメ
ントのほうがよいと考えるのが一般的である。ドキュメント品質に寄与する要素は他にも
あり得るが、上記７つの様態もしくはクラスを測定することは、ドキュメント品質を評価
する上での十分な根拠をなす。
【００４１】
　ドキュメント品質に寄与する要素として上に列挙した様態もしくはクラス（経済性は除
く）は、通常は定性的であり、且つ定義されにくい概念である。但し、これらの特性は定
量化できる。これらの特性の測定・定量化方法では、まず、その特性に寄与するドキュメ
ント特徴を識別する。次いで、個々の特徴について定量化可能な測度を考案する。最後に
、個々の特徴値を組み合わせ、より抽象的な特性に関する総合スコアを得る。
【００４２】
　図１は、本発明の諸概念に則り、ドキュメント品質を定量化可能に測定するための体系
的配置を示すブロック図である。同図に示すように、メモリ９１、ドキュメントプロセッ
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サ回路９２、マイクロプロセッサ９０、ユーザインタフェース９４、及びディスプレイ９
３を含むシステムアーキテクチャにおいて、ドキュメント品質の定量化が実行できる。メ
モリ９１には、ドキュメントの一部、ドキュメントの１ページ、ドキュメントの１ページ
のうちの一部、ドキュメント全体、又は複数のドキュメントを処理目的で格納できる。
【００４３】
　ディスプレイ９３には、品質について定量化を行っているドキュメントもしくはその一
部を表示できる。ディスプレイ９３は、ユーザインタフェース９４を介してユーザが選択
可能な定量化したいクラスに関する各種オプションや、選択された定量化クラス内で測定
される、ユーザがユーザインタフェース９４を介して選択可能な各種パラメータを表示し
てもよい。
【００４４】
　図１の定量化アーキテクチャは、ドキュメント品質の種々の様態もしくはクラスを測定
、定量化するための諸回路を更に含む。諸回路には、美観定量化器１０、使いやすさ定量
化器２０、注目性定量化器３０、興味定量化器４０、伝達性定量化器５０、快適性定量化
器６０、利便性定量化器７０、及び経済性定量化器７５が含まれる。これらの諸回路に関
して以下に詳述する（測度及びその方法が公知であるため、経済性に関する定量化器は除
く。）。
【００４５】
　図２は、１つの品質定量化器すなわち結合器８０を示す。該結合器８０は、美観、使い
やすさ、注目性、興味、伝達性、快適性及び／又は利便性を表す、測定及び／又は計算さ
れた定量化値を受け取り、分析対象のドキュメントの一部もしくは全体について品質定量
化値を生成すべく、所定のアルゴリズムに基づきこれらの値を処理する。上記の諸特性に
代えてもしくは更に別の特性について品質測度を求める場合、これらも結合器８０で組み
合わせ得る。
【００４６】
　各値はドキュメント自体に特有の諸特性に基づく。値は個別に組み合わされ、当該ドキ
ュメントの総合値又は総合スコアとされる。ドキュメント品質に関する定量化可能な値の
、他の方法による測定、割り当て、もしくは関連付けは本発明の範囲内にある。本発明は
本明細書に開示する特定の方法に限定されず、ドキュメント品質に関する値の決定という
より広い概念に関連する。
【００４７】
　本発明の好適な実施形態では、各ルールは０から１の範囲にある値を生成すべく定義さ
れる。０は低い値、１は高い値を示す。これにより、定量化された品質の値を計算し、組
み合わせて総合的なドキュメント品質測度を生成できる。
【００４８】
　ｉ番目のルールについて値Ｖiが計算される場合、これらの寄与度の関数Ｅとして、VQ 
= E(V1, V2, … VN)となるドキュメント品質測度ＶQが生成される。組み合わせ関数Ｅは
、寄与度の重み付き平均等、簡易なものであってよい。但し、他の寄与度が如何によくて
も、悪い寄与度が存在すればドキュメント品質は低下し得ることから、直線的な組み合わ
せは望ましくない。
【００４９】
　上記式を書き換えると、VQ = (Σwi (Vi)

-p )-1/pとなる。好適な実施形態では、ｗiフ
ァクタはルールの相対的な重要性を特定する重みであり、その和は１である。指数ｐによ
り、１つの悪値が多くの良値を圧倒し得る非直線性を採り入れる。指数ｐの値が大きけれ
ばその分効果は大きい。
【００５０】
　上記式を更に書き換えると、VQ = (Σwi (d + Vi)

-p )-1/p－dとなる。ｗiファクタは
ルールの相対的な重要性を特定する重みであり、その和は１である。指数ｐにより、１つ
の悪値が多くの良値を圧倒し得る非直線性を採り入れる。パラメータｄは０よりもやや大
きい数字である。指数ｐの値が大きければその分効果は大きい。
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【００５１】
　他の組み合わせ関数は、例えば各寄与度の積である。寄与度の重み付けが望ましければ
、VQ = ΠVi 

wi'で得られる。
【００５２】
　なお、説明では品質定量化処理に関する（諸）回路を示すが、この処理はマイクロプロ
セッサやファームウェアにより、ソフトウェアで実行してもよい。定量化は特定の回路に
限定されず、以下に説明する方法を実施できるものであれば、任意のソフトウェアやハー
ドウェアの組み合わせが可能である。
美観
　ドキュメントの美観に関して、ここに述べる方法は、バランス、均一性、余白部分、余
白のフリーフロー、位置合わせ、規則性、ページの安全性（ページ保護）、及び／又はア
スペクト比（最適比率）といった寄与度である特徴についての定量化可能な値を生成する
ためのものである。図３に示すように、結合回路１０（図１の美観定量化器１０）はバラ
ンス、均一性、余白部分、余白のフリーフロー、位置合わせ、規則性、ページの安全性、
及び／又はアスペクト比（最適比率）を表す、測定及び／又は計算された定量化値を受け
取り、分析対象のドキュメントの一部もしくは全体について美観定量化値を生成すべく、
所定のアルゴリズムに基づきこれらの値を処理する。
【００５３】
　各値はドキュメント自体に特有の諸特性に基づく。値は個別に組み合わされ、当該ドキ
ュメントの総合値又は総合スコアとされる。ドキュメント品質に関する定量化可能な値の
、他の方法による測定、割り当て、もしくは関連付けは本発明の範囲内にある。本発明は
本明細書に開示する特定の方法に限定されず、ドキュメント品質に関する値の決定という
より広い概念に関連する。
【００５４】
　本発明の好適な実施形態では、各ルールは０から１の値を生成すべく定義される。０は
低い値、１は高い値を示す。これにより、定量化された品質の値を計算し、組み合わせて
総合的なドキュメント品質測度を生成できる。
【００５５】
　ｉ番目のルールについて値Ｖiが計算される場合、これらの寄与度の関数Ｅとして、VA 
= E(V1, V2, … VN)となるドキュメント品質測度ＶAが生成される。組み合わせ関数Ｅは
、寄与度の重み付き平均等、簡易なものであってよい。但し、他の寄与度が如何によくて
も、悪い寄与度が存在すればドキュメント品質は低下し得ることから、直線的な組み合わ
せは望ましくない。
【００５６】
　上記式を書き換えると、VA = (Σwi (Vi)

-p )-1/pとなる。好適な実施形態では、ｗiフ
ァクタはルールの相対的な重要性を特定する重みであり、その和は１である。指数ｐによ
り、１つの悪値が多くの良値を圧倒し得る非直線性を採り入れる。指数ｐの値が大きけれ
ばその分効果は大きい。
【００５７】
　上記式を更に書き換えると、VA = (Σwi (d + Vi)

-p )-1/p－dとなる。ｗiファクタは
ルールの相対的な重要性を特定する重みであり、その和は１である。指数ｐにより、１つ
の悪値が多くの良値を圧倒し得る非直線性を採り入れる。パラメータｄは０よりもやや大
きい数字である。指数ｐの値が大きければその分効果は大きい。
【００５８】
　他の組み合わせ関数は、例えば各寄与度の積である。寄与度の重み付けが望ましければ
、VA = ΠVi 

wi'で得られる。
【００５９】
　なお、説明では美観定量化処理に関する（諸）回路を示すが、この処理はマイクロプロ
セッサやファームウェアにより、ソフトウェアで実行してもよい。定量化は特定の回路に
限定されず、以下に説明する方法を実施できるものであれば、任意のソフトウェアやハー
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ドウェアの組み合わせが可能である。
【００６０】
　図３に示すように、美観の決定に用いられるパラメータもしくはファクタの１つは、ド
キュメントのバランスすなわちページレイアウトにおけるバランスの測度及び定量化であ
る。
【００６１】
　本発明の好適な実施形態では、バランスは少なくとも２通りの主要な方法で定義される
。視覚の重みの中心がドキュメントのページの視覚の中心にある場合、総合バランスが存
在する。すなわち、図５に示すように、ドキュメント１００上のオブジェクト１１０の視
覚の重みの実質的中心は、ドキュメントのページの視覚の中心と一致している。更に、左
右のバランスが存在する。すなわち、図６及び図７に示すように、ドキュメント１００上
のオブジェクト１１０は、ページ左側のオブジェクト１１０と、同一の水平方向位置にあ
るページ右側のオブジェクト１１０の重みと一致している。バランスに関する他の定義は
、本発明の範囲内にあるものとする。
【００６２】
　図４において視覚の重みの中心を決定し、それが図４のページ１０１の視覚の中心とど
の程度相違するかに注目することで、総合バランスが計算される。図８に、ドキュメント
のページの総合バランス決定の詳細な例を示す。
【００６３】
　図８に示すように、オブジェクトｉ（図８の１１０）の視覚の重みをＭi（図８の１１
５）とし、オブジェクトの中心を(xi, yi)、ページレイアウト１１６の視覚の重みの中心
を(xm, ym)とすると、xm = (ΣxiMi)/(ΣMi)及びym = (ΣyiMi)/(ΣMi)が当該ページの全
オブジェクトの和となる。ここでは、オブジェクト１１０は写真、絵画、グラフィックそ
の他である。
【００６４】
　ページ１１６の視覚の中心を(xc, yc)とし、オブジェクトが視覚の中心１０２から離れ
得る最大ｘ距離及びｙ距離（１１７はｘ距離を示す）をｄx及びｄyとすると、バランス値
はVOB = 1－[(((xm-xc)/dx)

2+((ym-yc)/dy)
2)/2]1/2で計算できる。

【００６５】
　なお、サブクラスに属するオブジェクトのみを検討することで、同様の方法によりオブ
ジェクトのサブクラスのバランスを計算できる。例えば、当該ページの全画像の視覚的バ
ランス、或いは全テキストブロックの視覚的バランスを計算できる。
【００６６】
　左右のバランスについては、ｘ成分に関する視覚の重みの中心（図９の１１８）は上述
の如く計算される。但し、ｙ成分に関しては、全体が中心に位置するよりも、左右の半分
が同一位置を有することが望ましい。このためには、左側の重みの中心（１１８）をyL =
 (ΣyiMi)/(ΣMi)により計算すればよい。但し和はオブジェクト１１０の部分より大きく
、ｘi＜ｘcである。同様に、yR = (ΣyiMi)/(ΣMi)である。但し和はオブジェクト１１０
の部分より大きく、ｘi＞ｘcである。
【００６７】
　コンテンツオブジェクトがページの左右両側に亘って存在する場合、上記計算を行うた
め、ページの垂直方向中心線でオブジェクトを分割する。オブジェクトの左右に分割され
た部分は各々左右の和に組み入れられる。ページ高さをｄhとすると、左右バランス値はV

LR = 1－[(((xm - xc)/dx)
2 + ((yL - yR)/dh)

2 )/2]1/2となる。なお、他の定義も可能
である。
【００６８】
　例えば、バランスが非直線的であることを表示すべく、これらのバランス値をべき乗し
てもよい。バランスに対する人間の反応を測定し、該反応に一致する機能を定義すべく精
神物理学的実験を行うことが理想的である。
【００６９】
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　上記各式はオブジェクトの視覚の重みを利用している。まず、オブジェクトの視覚の重
みはオブジェクトの面積にその光学濃度を乗ずることで定義できる。但し、他の心理学的
効果も考慮してよい。例えば、カラーはグレイに比べ重みが大きい。丸い形状は矩形に比
べ重みが大きい。ページ上部に位置することは下部に位置することに比べ重みが大きい。
【００７０】
　図４に示すように、バランスはページの視覚の中心１０１に対して定義される。視覚の
中心１０１はページの左右端の中間に位置するが、上下端の中間ではない。一般的に、視
覚の中心１０１は、幾何学的中心１０２から上方向にページ高さの２０分の１オフセット
されているとみなされる。
【００７１】
　図１０に示すように、バランスは上述の２つのアプローチを結合したものと考えられる
。図１０では、総合バランスと左右バランスとをバランス定量化・結合回路１１で結合す
ることにより、定量化された総合バランス値が得られる。
【００７２】
　１つのアプローチはVbl= 1－[wob (1 - Vob)

-q + wLR (1 - VLR)
-q ]-1/qである。重み

ｗob及びｗLRは、２つのバランスアプローチに相対的な重要性を与え、その和は１である
。いずれかのバランス測度が１（良い）に近ければ、総合的な結果も１に近くなる。指数
ｑはこの挙動の強度を決定付ける。
【００７３】
　なお、説明では一例としてバランス定量化処理のための回路を示すが、この処理はマイ
クロプロセッサやファームウェアにより、ソフトウェアで実行してもよい。定量化は特定
の回路に限定されず、以下に説明する方法を実施できるものであれば、任意のソフトウェ
アやハードウェアの組み合わせが可能である。
【００７４】
　図１１及び図１２に示すように、美観の決定に用いられる別のパラメータもしくはファ
クタは、ドキュメントの均一性の測度及び定量化である。
【００７５】
　本発明の好適な実施形態では、コンテンツオブジェクト１１０は図１１のように集中せ
ず、図１２のようにページ１００に均一に分布していることが好ましい。但し、注目性等
の他の値に関しては、オブジェクトが集中したり位置的バランスを欠くことが有益となり
得る。均一性が好ましい。
【００７６】
　ここで、非均一性は視覚的密度の変化として定義される。ページの一部の場合、視覚的
密度は当該部分に含まれるオブジェクトの視覚の重みによって決定され、当該部分の面積
で除算される。すなわち、Di = ΣMj/Aiとなる。但し、和はページ部分ｉに含まれるオブ
ジェクトｊより大きい。密度は０から１の間とされることが好ましい。光学密度に加えて
、視覚の重みが値の範囲を変更するファクタを含む場合、設計しなおすことも必要となり
得る。また、ページの平均密度は、当該ページの画像化可能面積で除算した全オブジェク
トに関する視覚の重みの和として定義できる。
【００７７】
　画像化可能面積Ａｐiは、通常、マージンを除いたページ面積であり、DAV = ΣMi/Api
が成り立つ。非均一性の値は、画像化可能面積を少数の部分に分割し、これらの部分の視
覚的密度を平均ページ密度と比較することで算出される。
【００７８】
　非均一性値はこれらの部分の視覚的密度と平均ページ密度との間の差異として計算でき
る。平均ページ密度を平方し、当該部分の面積で重み付けする。ここから１を減ずること
で均一性値が得られる。すなわち、非均一性値は式VNU = 1－(Σ(Di - Dav)

2 Ai)/ΣAiで
定義できる。
【００７９】
　平均ページ密度はページ毎に個別に計算してもよいし、全ページの部分及び全ページの
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面積の全オブジェクトの視覚の重みから総合平均ページ密度を決定してもよい。
【００８０】
　ドキュメントの１つの非均一性の値を直接計算する方法として、他に、個々のページに
ついて非均一性の値を計算し、平均法、或いはいずれかのページの値が低い場合に低い結
果を生ずる非線型法により、そのページ値を結合する方法がある。密度における真の変化
を計算し、これを利用して非均一性を得る等、他の均一性測度も可能である。或いは、様
々な均一性に対する人間の反応を測定し、これを用いて関数を構成してもよい。
【００８１】
　図１３乃至図１５に示すように、美観の決定に用いられる別のパラメータもしくはファ
クタは、ドキュメントの余白部分の測度及び定量化である。
【００８２】
　本発明の好適な実施形態では、好適なページ設計として、余白（マージンを含む）が合
計で全ページ面積の約半分を占めるものが挙げられる。非余白部分の面積はコンテンツオ
ブジェクトの全面積により推定される。
【００８３】
　図１３では、ページ１００の余白部分すなわちオブジェクト１１０に関連しない面積の
量は合計で画像化可能面積の半分以上を占めているゆえに望ましくない。図１４では、ペ
ージ１００の余白部分すなわちオブジェクト１１０に関連しない面積の量は合計で画像化
可能面積の半分以下であり、これも望ましくない。最後に、図１５では、ページ１００の
余白部分すなわちオブジェクト１１０に関連しない面積の量は合計で画像化可能面積の約
半分であり、最適である。
【００８４】
　全オブジェクト面積１１０は全ページ面積Ａpからスケーリングでき、この値と望まし
い５０％との差が得られる。この差を平方することで、当該レイアウトが５０％ルールか
らどの程度乖離しているかの測度を生成する正数が得られる。４でスケーリングすること
で、０から１の数字が得られ、これを１から減ずれば定量化された余白部分の値が得られ
る。ゆえに、Vws = 1 － 4((ΣAi / Ap) - 0.5)

2が成り立つ。
【００８５】
　ドキュメントの美観及びドキュメント品質に関する余白部分の効果の他の方法による測
定（例えば様々な余白部分に対する人間の反応の関数等）はここに想定され、本発明の範
囲内とする。
【００８６】
　図１６乃至図２１に示すように、美観の決定に用いられる別のパラメータもしくはファ
クタは、ドキュメントのトラップされた（ドキュメントに割り込んだ）余白部分の測度及
び定量化である。
【００８７】
　本発明の好適な実施形態では、ページの中ほどに、コンテンツにトラップされた余白が
大きなブロックとして存在しないことが望ましい。余白は常にマージンと連続していなけ
ればならない。
【００８８】
　このクラスのトラップされた余白（割り込み余白）を定量化すべく、トラップされた余
白の効率的な検出方法を図１６乃至図２１に図示し、以下に詳しく説明する。
【００８９】
　このクラスのトラップされた余白は、主として比較的大きいブロックとして存在する余
白に関する。ここで使われる「効率」を向上させる方法の一つは、トラップされた余白の
分析を低解像度で実施する方法である。このアプローチでは、マージンから直接連続して
いる全余白面積を決定する。そしてこの面積をコンテンツオブジェクト（図１６の１１０
）の面積に加え、ページ面積と比較する。差があれば、この差がトラップされた余白（図
１６の１２０）の量となる。
【００９０】
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　トラップされた余白量を得るため、余白の４つの輪郭（図１７乃至図２０）は、構成さ
れたドキュメントの４つのマージンから連続している。これらの輪郭は低解像度で配列さ
れ格納されることが好ましい。ここで配列をTopProf、BottomProf、LeftProf、及びRight
Profと呼ぶことにする。TopProf及びBottomProf配列の要素の初期値はページ高さ、LeftP
rof及びRightProf配列の初期値はページ幅である。
【００９１】
　次に、全コンテンツオブジェクト１１０の周囲、すなわち左側（図１７）、右側（図１
８）、上側（図１９）及び下側（図２０）をそれぞれ段状に囲み、各々の境界位置１２１
、１２２、１２３、１２４を検出する。この情報を利用し、輪郭配列を更新する。
【００９２】
　左から右の境界の各ポイントにおいて、TopProf配列に格納された値は上の境界と比較
され、上の境界の値が小さければ配列値は上の境界の値で置き換えられる。下の境界とペ
ージ高さとの差がBottomProf配列値と比較され、配列値はいずれか小さい方の値により更
新される。これは、以下において捕捉される。
【００９３】
　　for (x = L; x < R; x++) 
　｛
　　if (T < TopProf[x]) 
　　TopProf[x] = T;
　　if (H - B < BottomProf[x]) 
　　BottomProf[x] = H - B];
　　｝
　ここで、Ｌ、Ｒ、Ｔ、Ｂは、各々コンテンツオブジェクトの左、右、上、下の境界位置
を含み、Ｈはページ高さである。同様の計算で、コンテンツオブジェクトのLeftProf配列
及びRightProf配列が更新される。
【００９４】
　ページ端と連続する全余白面積（図２１の１２５）は、ページ全体を調査し、各ポイン
ト位置を輪郭配列と比較・照合することで検出される。ページ端とそれに対応する輪郭境
界との間に存在する全ポイントの和が計算される。このように全ポイントを加算すること
で、輪郭が重複する部分の面積の二重計算を回避できる。この計算に用いる擬似コードを
次に示す。
【００９５】
　　　　Freeflow = 0;
　　　　for (x = 0; x < W; x++)
　　　　　｛
　　　　　　for (y = 0; y < H; y++)
　　　　　　｛
　　　　　　　　if (x < LeftProf[y] || W - x < RightProf[y] 
　　　　　　　　|| y < TopProf[x] || H - y < BottomProf[x])
　　　　　　　　　　Freeflow = Freeflow + pixelArea;
　　　　　　　｝
　　　　　　｝
　コンテンツオブジェクトでカバーされる全面積（オブジェクトが重複している面積を二
重計算しないこと）をCountAreaとすると、ページ面積はPageArea = W * Hとなり、余白
のフリーフローの値はVWF = (Freeflow + ContentArea) /PageAreaとなる。
【００９６】
　ドキュメント全体についての余白のフリーフローの測度は、各ページの余白のフリーフ
ローの平均値として定義できる。ページ値のべき乗の平均の平方根をとる等、非直線的な
結合も可能である。
【００９７】
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　ドキュメントの美観及びドキュメント品質に関するトラップされた余白の効果の他の方
法による測定（例えば様々な程度にトラップされた余白に対する人間の反応の関数等）は
ここに想定され、本発明の範囲内とする。
【００９８】
　図２２乃至図２４に示すように、美観の決定に用いられる別のパラメータもしくはファ
クタは、ドキュメントの位置合わせの測度及び定量化である。
【００９９】
　本発明の好適な実施形態では、コンテンツオブジェクトは位置合わせされて表示される
ことが好ましい。位置合わせは、ｘ値を等しくすべく、全ての左端に関して行うような場
合もあろう。或いは、全オブジェクトが同一の中心線を共有する場合もあろう。右端が左
端と同様に位置合わせされれば、より好ましい。同様に、オブジェクトの列は垂直方向に
位置合わせすべきである。
【０１００】
　図２２は、ページ１００の、位置合わせを実施していないオブジェクト１１０を示す。
図２３は、ページ１００の、位置合わせを実施したオブジェクト１１０を示す。
【０１０１】
　オブジェクトの左エッジ、右エッジ、もしくは水平方向の中心線に適用可能な、位置合
わせ測度を計算する方法を示す。この方法は、上エッジ、下エッジ、及び垂直方向の中心
線にも適用できる。各アプリケーションにより異なる位置合わせ測度が得られる。これら
を結合し、総合位置合わせ測度を得る。
【０１０２】
　この位置合わせ測度は全てのコンテンツオブジェクトに適用できる。或いは、ドキュメ
ント構成における１つの論理グループに属する全てのオブジェクト等、限定的な１セット
のオブジェクトに適用できる。所与のタイプ（全パラグラフ、全画像等）のオブジェクト
に対し、限定的に位置合わせを実施してもよい。
【０１０３】
　ページベースで位置合わせ測定基準を各々確立し、当該ページ上の異なる構成要素を如
何に好適に位置合わせするかに関する定量化可能な表示を設けてもよい。このアプローチ
では、個々のページの位置合わせを結合し、ドキュメント全体の位置合わせ測度を得られ
る。また、多数のページに亘るドキュメントオブジェクトを用いて位置合わせの値を算出
してもよい。構成要素が好適に位置合わせされると、測定基準により与えられる数は１で
ある。構成要素が好適に位置合わせされなければ、測定基準により与えられる数は１より
小さい。当該ページ上の構成要素の位置を変更し、この数を平滑で連続したものとするこ
とが有利である。
【０１０４】
　このためには、まず、ページ１００のオブジェクト１１０のエッジからの距離（図２４
では左エッジからの距離）を反映させた、エッジ（もしくは中心）位置のヒストグラム（
図２５）を作成する。ヒストグラムは実際の位置決めに比べ低解像度で作成することが好
ましい。これにより位置合わせ感度が低下し、所要メモリや演算の要求条件が低減する。
【０１０５】
　ヒストグラム配列をEdgeCountと称することにし、オブジェクトに関するエッジ位置を
ｘ、解像度低下ファクタをｂとすると、各コンテンツオブジェクトについてEdgeCount[b*
x] += 1が成り立つ。位置合わせを厳密に行えば、ほとんどの位置で同一ヒストグラム要
素に寄与する結果となる。オブジェクトの左エッジにおける位置合わせに関心があれば、
左エッジ位置を用いてヒストグラムを作成する。右、上、下エッジについての位置合わせ
及び中心位置についても同様の計算が適用できる。
【０１０６】
　位置合わせの測度はヒストグラムの隣接エントリーとの間の距離に依存する。エントリ
ー間の距離が近ければ、スコアは高い。この依存関係は非直線的でなければならない。非
直線的でない場合、オブジェクトがその隣接オブジェクトに接近する方向へ移動しても、
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この移動は当該オブジェクトのもう一方の側の隣接オブジェクトから離れる方向への移動
によりキャンセルされる。距離ｚだけ離間されたエントリーに適用される非線形関数はA/
(A+z)であり、Ａは、エントリー間の距離が増大するにつれ如何なる速度で値が１から減
少するかを制御する定数である。
【０１０７】
　２つのエッジが位置合わせされ、これらを隔てる距離がｚ＝０であるとき、値は１とな
る。このことは、その位置におけるエントリーの強度に寄与する。
【０１０８】
　すなわち、ある位置にｎ本のエッジが寄与しているとき、距離０のエッジ間にｎ－１の
分離が存在する。従って、ｎのエントリーカウントからｎ－１の寄与が存在し、また隣接
エントリー位置間の分離からの寄与が存在する。構成要素の総数をNumberOfObjectsとす
ると、これらが全て完全に位置合わせされている場合、最大寄与はNumberOfObjects－１
となる。最終結果が０から１の間となるようスコアを正規化すべくこの値で除算する。
【０１０９】
　位置合わせに関する計算は次のようになる。
【０１１０】
　　while (EdgeCount[i] is 0)
　　　　i = i + 1;
　　align = EdgeCount[i] - 1;
　　for (j = i+1; j < b*W; j++)
　　　if (EdgeCount[j] is not 0)
　　｛　align = align + A/(A+j-i) + EdgeCount[j] - 1;
　　　　i = j;
　　　｝
　　　align = align / (NumberOfObjects - 1);
　上記は、alignL、alignR、及びalignCと称する位置合わせ測度を計算すべく、左エッジ
、右エッジ及び中心位置に適用される。唯一の相違は、この場合エッジ値を用いてEdgeCo
untヒストグラム配列を満たす点である。エッジ及び中心に関する位置合わせ測度は前述
のバランス測度の場合と同様の方法で結合される。すなわち、alignH = 1 - (wL (1 - al
ignL)

-q + wR (1 - alignR)
-q + wC (1 - alignC)

-q)-1/qが成り立つ。ここで、ｗL、ｗR

、ｗCは、３つの位置合わせの各々の相対的な重要性の重みであり、指数ｑは１つの位置
合わせがどの程度の強度の影響を有するかを制御する。
【０１１１】
　同様に、上、下、及び垂直方向の中心位置（alignT、alignB、及びalignM）について位
置合わせ測度が計算される。これらの値を結合し、垂直方向位置合わせ測度alignVを得る
。水平方向及び垂直方向の位置合わせ測度がすでにドキュメント品質測度に寄与していて
も、これらを結合することが有利である。従って、ValH = alignH, and ValV = alignV.
が成り立つ。ページの総合位置合わせ測度は、水平方向及び垂直方向の寄与の加重和、す
なわちVal = wV ValV + (1 - wV) ValHとして定義される。
【０１１２】
　図２６に示されるように、位置合わせは、上述の左位置合わせ、右位置合わせ、上位置
合わせ、下位置合わせ、垂直方向中心位置合わせ、及び水平方向中心位置合わせの各値を
結合したものとみなす。図２６では、定量化された位置合わせの値は、左位置合わせ、右
位置合わせ、上位置合わせ、下位置合わせ、垂直方向中心位置合わせ、及び水平方向中心
位置合わせの各値を、位置合わせ定量化器すなわち結合器回路１２により結合することに
より得られる。
【０１１３】
　なお、説明では位置決め定量化処理に関する回路を示すが、この処理はマイクロプロセ
ッサやファームウェアにより、ソフトウェアで実行してもよい。定量化は特定の回路に限
定されず、以下に説明する方法を実施できるものであれば、任意のソフトウェアやハード
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ウェアの組み合わせが可能である。
【０１１４】
　総合的なドキュメントの位置合わせは、別々のページに関して決定された位置合わせの
値を結合することで得られる。或いは、総合的なドキュメントの位置合わせは、全コンテ
ンツオブジェクトをページ毎に分離せず一度に考察することで計算してもよい。別々のペ
ージからの値を結合する際、結合メカニズムとして平均法を用いてもよいし、他の方法を
用いてもよい。いずれかのページの値が低い場合に低い結果を生ずる結合方法が好適であ
る。例えば、相互のべき乗の平均の相互根をとる技術がある。
【０１１５】
　ドキュメントの美観及びドキュメント品質に関する位置合わせの効果の他の方法による
測定（例えば様々な程度の位置合わせに対する人間の反応の関数等）はここに想定され、
本発明の範囲内とする。
【０１１６】
　図２７乃至図３０に示すように、美観の決定に用いられる別のパラメータもしくはファ
クタは、ドキュメントの規則性の測度及び定量化である。
【０１１７】
　本発明の好適な実施形態において、多数の位置合わせ位置が発生する場合、これらの位
置合わせ位置を規則的に離間させることが最良である。すなわち、表の列と行とが相対的
に同じ高さと幅であれば更に好ましい。
【０１１８】
　図２７は、ページ１００のオブジェクト１１０の低い位置規則性の一例を示し、図２８
は、ページ１００のオブジェクト１１０の高い位置規則性の一例を示す。図２９は、ペー
ジ１００のオブジェクト１１０の低い空間規則性の一例を示し、図３０は、ページ１００
のオブジェクト１１０の高い空間規則性の一例を示す。
【０１１９】
　規則性を測定する方法の一つに、各オブジェクト（１１０）の隣接オブジェクトを識別
し、当該オブジェクトと隣接オブジェクトの対応するエッジ（例えば当該オブジェクトの
左エッジと隣接オブジェクトの左エッジ）間の距離を考察する方法がある。但し、隣接オ
ブジェクトの識別はコストが高いため、より簡易な近似法が好適であることが多い。
【０１２０】
　オブジェクトを厳密に位置合わせしてドキュメントが設計されていると想定すると、位
置合わせ位置間の距離のヒストグラムに鋭利なピークが現れる。位置合わせ位置は、既述
の位置合わせヒストグラムにおいて識別されるピークである。位置合わせピーク間の距離
を捕捉し、それをここでSepCountと称する新しいヒストグラムに格納すべく、この処理を
延長してもよい。
【０１２１】
　　if (EdgeCount [0] > EdgeCount [1])
　　｛
　　　peakCount++;
　　　SepCount[1]++;
　　　prevPeak = 0;
　｝
　　else
　　　prevPeak = -1;

　　for (i = 1; i < b*W - 1; i++)
　　　if (EdgeCount [i-1] < EdgeCount [i] && EdgeCount [i+1] < EdgeCount [i])
　　｛
　　　　　peakCount++;
　　　　　SepCount[i - prevPeak]++;
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　　　　　prevPeak = i;
　　　｝

　　if (EdgeCount [b*W-1] > EdgeCount [b*W-2])
　　｛
　　　peakCount++;
　　　SepCount[i - prevPeak]++;
　　　｝
　SepCountヒストグラムが作成されると、このヒストグラムは、位置合わせのためEdgeCo
untヒストグラムと同様の方法で処理される。NumberOfObjectsの代わりにpeakCountで除
算する点が相違する。
【０１２２】
　　while (SepCount [i] is 0)
　　　　i = i + 1;
　　preg = SepCount [i] - 1;
　　for (j = i+1; j < b*W; j++)
　　　if (SepCount [j] is not 0)
　　　｛
　　　　preg = preg + A/(A+j-i) + SepCount [j] - 1;
　　　　i = j;
　　　　｝
　　preg = preg / (peakCount - 1);
　これにより規則性の測度が得られるが、この測度は位置合わせ位置の分離を抽出する際
にいずれの位置合わせ測度を用いるかに依存する。合わせて６つの位置合わせ値が用いら
れ、その結果が結合されるが、水平方向の規則性の決定に関しては左の位置合わせが好適
であり、垂直方向の規則性の検出に関しては上の位置合わせが好適である。
【０１２３】
　これらの規則性の測度をＶRH及びＶRVとしてドキュメント品質測定値に結合することが
有利である。このとき、EdgeCountが左エッジ位置で満たされる場合にVRH = pregが計算
され、EdgeCountが上エッジ位置で満たされる場合にVRV = pregが計算される。総合的な
規則性の値は水平方向及び垂直方向の寄与の加重和として定義できる。
【０１２４】
　ドキュメントの美観及びドキュメント品質に関する位置規則性の効果の他の方法による
測定（例えば様々な位置規則性に対する人間の反応の関数等）はここに想定され、本発明
の範囲内とする。
【０１２５】
　また、ドキュメント品質を決定すべく、オブジェクト間の均一な分離を計算できる。こ
れは、位置合わせ及び位置規則性と同様に計算することが好ましい空間規則性の測度であ
る。但し、この例では、EdgeCountに対応するデータ値の配列はオブジェクト間の空間値
のヒストグラムを含む。
【０１２６】
　各オブジェクトについて水平方向の空間規則性に関する空間値を決定するには、まず、
当該オブジェクトの右側の、垂直方向に重複する直近オブジェクト（あれば）を決定する
。現在のオブジェクトの右エッジから当該隣接オブジェクトの左エッジまでの距離が空間
値である。同様の計算で垂直方向の分離が決定される。
【０１２７】
　パフォーマンスが問題である場合、エッジ位置の配列を調査することで、（位置合わせ
計算の際に生成されたように、）空間の近似値を生成でき、隣接オブジェクトを識別する
コストが不要である。水平方向の空間に関しては、右エッジ位置の配列を段状に囲む。各
位置について、左エッジ配列から当該位置の右までの第１左エッジを決定する。分離値は
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右と左のエッジ位置間の距離である。１以上のオブジェクトがこれらの位置にエッジを有
する可能性を勘案し、これらの位置における右エッジヒストグラムから左エッジヒストグ
ラムへのエッジカウントの積をヒストグラムに入力する。次いで、位置合わせ計算で用い
たNumberOfObjectsの代わりにこれらの積の和を用いて最終結果を正規化する。近似する
分離カウントは次のように求められる。
【０１２８】
　　for (i = 0; i < b*W - 1; i++)
　　if (LeftEdgeCount [i] != 0)
　｛
　　　j = i + 1;
　　　while (RightEdgeCount[j] == 0)
　　｛
　　　j = j + 1;
　　　｝
　　totalSepCount += LeftEdgeCount[i] * RightEdgeCount[j];
　　SpacSepCount[j - i] += LeftEdgeCount[i] * RightEdgeCount[j];
　　｝
　ここで、LeftEdgeCount及びRightEdgeCountは、左エッジ値及び右エッジ値で各々満た
される場合、EdgeCount配列の値を含む。水平方向の分離について、計算は上及び下エッ
ジ値を用いた場合と類似する。空間規則性の測度の計算は次のようになされる。
【０１２９】
　　while (SpacSepCount [i] is 0)
　　　　i = i + 1;
　　sreg = SpacSepCount [i] - 1;
　　for (j = i+1; j < b*W; j++)
　　if (SpacSepCount [j] is not 0)
　　｛
　　　sreg = sreg + A/(A+j-i) + SpacSepCount [j] - 1;
　　　i = j;
　　　｝
　　sreg = sreg / (totalSepCount - 1);
　垂直方向空間ヒストグラムの近似値は、上下エッジ位置配列を用いて同様に決定される
。これらの規則性の測度をＶSH及びＶSVとしてドキュメント品質測定値に結合することが
有利である。このとき、SpacSepCountが左右エッジから計算される場合VSH = sreg、Spac
SepCountが上下エッジから計算される場合VSV = sregである。総合的な空間規則性の測度
は水平方向及び垂直方向の寄与の加重和として定義できる。
【０１３０】
　ドキュメントの美観及びドキュメント品質に関する空間規則性の効果の他の方法による
測定（例えば様々な空間規則性に対する人間の反応の関数等）はここに想定され、本発明
の範囲内とする。
【０１３１】
　図３１に示すように、美観の決定に用いられる別のパラメータもしくはファクタは、ド
キュメントのページの安全性の測度及び定量化である。
【０１３２】
　本発明の好適な実施形態では、小さなオブジェクト１１０は、不安定で見落とされるこ
とがあるため、ページ１００の端もしくは端付近に位置しないことが好ましい。このこと
は、マージンの外側に位置するページ番号等のオブジェクトに特に当てはまる。
【０１３３】
　オブジェクトのページの安全性を定量化するには、当該オブジェクトの中心から各ペー
ジ端までの距離を決定する。オブジェクトは下端付近にある場合に、上端付近にある場合
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と比べて安定性が低いため、いずれのエッジを用いたかによりこの距離を重み付けしても
よい。最小重み付け距離を保存すべきである。
【０１３４】
　各オブジェクトのオブジェクト中心が(xi, yi)、ページサイズがＷ×Ｈで定義される場
合、psi = min (sL xi, sT yi, sR (W - xi), sB (H - yi))を計算する。このとき、ＳL

、ＳT、ＳR、ＳBは各々左、上、右及び下エッジの重みである。総合的なページの安全性
の値は当該ページの全オブジェクト値の最小値としてPS = min(psi)で定義される。閾値
距離Ｔが存在し、この閾値距離Ｔを上回るとその特性について値１を得る場合、ほとんど
のオブジェクトは好適に見える。この挙動に関する測定値を調整するには、Vps = min(1,
 PS*T-1)を計算する。
【０１３５】
　ドキュメントの美観及びドキュメント品質に関するオブジェクト位置の効果の他の方法
による測定（例えばページ端付近に位置するオブジェクトの不安定性等、様々な位置に対
する測定された反応の関数等）はここに想定され、本発明の範囲内とする。
【０１３６】
　図３２に示すように、美観の決定に用いられる別のパラメータもしくはファクタは、ド
キュメントの最適な比率の測度及び定量化である。
【０１３７】
　本発明の好適な実施形態では、快適さを与える比率が存在する。幅と高さとのアスペク
ト比ＲはR = 2/(1 + √5) = 0.618…が理想的であることが多い。ページのコンテンツの
幅と高さの比が決定され、このアスペクト比と比較される。
【０１３８】
　幅と高さに関しては、コンテンツ（１１０１、１１０２、１１０３、１１０４、１１０
５）の境界ボックスが好適である。境界ボックスは次のように計算される。コンテンツオ
ブジェクトを段状に囲み、最小左エッジ、最大右エッジ、（上から測定して）最小上エッ
ジ、及び最大下エッジを検出する。幅は、最大右エッジと最小左エッジ間の差である。高
さは最小上エッジと最大下エッジ間の差である。
【０１３９】
　次いで、幅もしくは高さのいずれが小さいかを判断し、小さい方を大きい方で除し、ア
スペクト比Ａを得る。０から１の範囲の数字を得るべく、Var = 1 - | A - R |/Rにより
、理想的な比Ｒからの絶対的な差及びスケールが決定できる。
【０１４０】
　図３２では、オブジェクト１１０１は好適な比率すなわちアスペクト比を有するが、オ
ブジェクト１１０２は好適な比率すなわちアスペクト比を有していない。
【０１４１】
　ドキュメントの美観及びドキュメント品質に関するアスペクト比の効果の他の方法によ
る測定（様々なアスペクト比に対する測定された反応の関数等）はここに想定され、本発
明の範囲内とする。
【０１４２】
　ドキュメントの美観並びにドキュメント品質に寄与する他の定量化可能な特性も存在し
得る。ここで取り上げた特定の実施形態は、定量化可能な美観の測度が如何にして構成さ
れ、またこれらが直接的もしくは美観を介してドキュメント品質に寄与するかを説明する
ためのものである。特にこれらを取り上げたが他の特徴を不適切として排除する意図はな
い。
使いやすさ
　ドキュメントの使いやすさに関してここで説明する方法は、寄与している特徴、すなわ
ち分離性、識別度、検出性、検索機能、及び／又はグループ同一性について、定量化可能
な値を生成するためのものである。図３５に示すように、結合回路２０（図１の使いやす
さ定量化器２０）は分離性、識別度、検出性、検索機能、及び／又はグループ同一性を表
す、測定及び／又は計算された定量化値を受け取り、分析対象のドキュメントもしくはド
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キュメントの一部について定量化された使いやすさの値を生成すべく、所定のアルゴリズ
ムに基づきこれらの値を処理する。
【０１４３】
　各値はドキュメント自体に特有の諸特性に基づく。値は個別に組み合わされ、当該ドキ
ュメントの総合値又は総合スコアとされる。ドキュメント品質に関する定量化可能な値の
、他の方法による測定、割り当て、もしくは関連付けは本発明の範囲内にある。本発明は
本明細書に開示する特定の方法に限定されず、ドキュメント品質に関する値の決定という
より広い概念に関連する。
【０１４４】
　本発明の好適な実施形態では、各ルールは０から１の範囲にある値を生成すべく定義さ
れる。０は低い値、１は高い値を示す。これにより、定量化された品質の値を計算し、組
み合わせて総合的なドキュメント品質測度を生成できる。
【０１４５】
　ｉ番目のルールについて値Ｖiが計算される場合、これらの寄与度の関数Ｅとして、VEU
 = E(V1, V2, … VN)となるドキュメント品質測度ＶEUが生成される。組み合わせ関数Ｅ
は、寄与度の重み付き平均等、簡易なものであってよい。但し、他の寄与度が如何によく
ても、悪い寄与度が存在すればドキュメント品質は低下し得ることから、直線的な組み合
わせは望ましくない。
【０１４６】
　上記式を書き換えると、VEU = (Σwi (Vi)

-p )-1/pとなる。好適な実施形態では、ｗi

ファクタはルールの相対的な重要性を特定する重みであり、その和は１である。指数ｐに
より、１つの悪値が多くの良値を圧倒し得る非直線性を採り入れる。指数ｐの値が大きけ
ればその分効果は大きい。
【０１４７】
　上記式の代替式は、VEU = (Σwi (d + Vi)

-p )-1/p - dとなる。ｗiファクタはルール
の相対的な重要性を特定する重みであり、その和は１である。指数ｐにより、１つの悪値
が多くの良値を圧倒し得る非直線性を採り入れる。パラメータｄは０よりもやや大きい数
字である。指数ｐの値が大きければその分効果は大きい。
【０１４８】
　他の組み合わせ関数は、例えば各寄与度の積である。寄与度の重み付けが望ましければ
、VEU = ΠVi 

wi'で得られる。
【０１４９】
　なお、説明では使いやすさの定量化処理に関する（諸）回路を示すが、この処理はマイ
クロプロセッサやファームウェアにより、ソフトウェアで実行してもよい。定量化は特定
の回路に限定されず、以下に説明する方法を実施できるものであれば、任意のソフトウェ
アやハードウェアの組み合わせが可能である。
【０１５０】
　美観の測定の場合と同様、使いやすさの測定では、使いやすさに寄与している定量化可
能な特徴の識別が必要である。このような特徴を測定・組み合わせる方法の例を示す。
【０１５１】
　最初に考察される特徴は、ドキュメントの論理構造、すなわちドキュメントコンテンツ
のグループへの組織化に関する特徴である。ドキュメント品質の評価では、これらのオブ
ジェクトが如何なる種類のコンテンツであるか（画像、写真、見出し、タイトル、ブロッ
ク、境界線、リスト、表等）に関して、当該コンテンツオブジェクトを識別する必要があ
る。当然ながら、これはドキュメント作成者もしくは現像者が想定し、作成中もしくは既
に作成したドキュメントの種類に依存するところが大きい。
【０１５２】
　当該ドキュメントのコンテンツが識別されると、図３３に示すように、他のコンテンツ
、他のコンテンツグループ、他のコンテンツグループメンバー（１１０４、１１０５、１
１０６）や要素、隣接コンテンツ（１１０１、１１０２、１１０３）から当該コンテンツ
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を識別すべく、如何にして当該コンテンツがグループ化されようとしているかに関し、当
該コンテンツを特徴付けることが必要である。これは、図３４に示すように、当該コンテ
ンツオブジェクトをコンテンツのツリー構造に解剖することにより実施される。コンテン
ツツリーのノード１３５はコンテンツグループ（リスト、表等）、コンテンツツリーの枝
１３０のリーフはコンテンツ要素（パラグラフ、画像等）である。なお、コンテンツツリ
ー、枝、ノード等の作成、及びコンピュータサイエンスのコンテキストでツリーを如何に
してトラバースするかは当業者には自明である。
【０１５３】
　コンテンツツリーが作成されると、当該コンテンツオブジェクトに隣接するコンテンツ
を識別する必要がある。１回の手順でコンテンツツリーを得て、ツリーの上方にトラバー
スし、隣接する枝々を識別する。もう１回の手順でコンテンツツリーを下方に移動させ、
識別された隣接枝の要素を調査する。このようにして当該コンテンツに隣接するコンテン
ツが識別できる。
【０１５４】
　最初に、コンテンツグループＧと関連された隣接コンテンツリストが空リストとして初
期化される。コンテンツツリーは上方にトラバースされ、コンテンツグループＧに隣接す
る枝が識別される。次いで、識別されたコンテンツの枝の要素を調査すべくコンテンツツ
リーは下方にトラバースされる。グループＧのノードから所定距離外にあるとみなされる
枝は削除される。「付近」の枝とみなされる枝のみを繰り返し分析する。なお、ここで説
明する処理はグループＧの隣接コンテンツＮを識別することを含むが、グループＧは実際
にはコンテンツグループを含まなくてもよく、グループＧはコンテンツの一つの要素（パ
ラグラフ、画像等）であってもよい。
【０１５５】
　手順IsNeighbor(G,N)は、ここではノードＮをグループＧの隣接ノードとして考察すべ
く、ノードＮがコンテンツグループＧの閾値距離内にあるか否かを確認するための手順で
ある。この手順は、グループＧと隣接ノードＮとの間の距離を計算し、この距離を閾値変
数CloseEnoughと比較し、Distance(G,N)＜CloseEnoughであるか否かを判断することで容
易に実施できる。
【０１５６】
　距離は、コンテンツ境界間の距離もしくはコンテンツ中心間の距離とすることができる
。コンテンツ境界間の距離の場合、グループＧのコンテンツ中心を(xG, yG)、隣接ノード
Ｎを(xN, yN)、グループＧ及び隣接ノードＮの幅及び高さを各々(wG, hG)及び(wN, hN)と
すると、距離は、max(abs(xG-xN) - (wG+wN)/2, 0) + max(abs(yG-yN) - (hG+hN)/2, 0)
の関係により容易に計算できる。コーナ間の最小ユークリッド距離のように、より複雑な
距離計算も利用できる。
【０１５７】
　閾値CloseEnoughは定数であってもよいし、コンテンツサイズに応じて調整可能な値で
あってもよい。オブジェクトＧの面積の平方根を利用し、CloseEnough = (Area(G))1/2と
なるよう閾値を決定してもよい。CloseEnough = S* (Area(G))1/2となるよう、ファクタ
Ｓによっても閾値をスケーリングできる。Ｓは、典型的には１に近い。
【０１５８】
　距離の評価もしくは閾値の決定方法は、本発明を制限するものではない。コンテンツオ
ブジェクトに対する、他の方法による距離測度の決定は本発明の範囲内にある。本発明は
ドキュメント品質評価のコンテキストにおけるコンテンツオブジェクト間の距離測度の利
用というより広い概念に関連する。
【０１５９】
　下に示す擬似コードは、コンテンツツリーがどのようにトラバースできるかを示す。な
お、この擬似コードは一例であり、コンピュータ科学及びプログラミングに関わる当業者
が自らのシステムにおいて実施すべく、アンドゥー(undo)実験を経ずとも変更し得ること
を意図している。また、グループＧは調査が進行中のコンテンツ、Ｃはノード、Ｐはノー
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ド、Ｎは調査中のノードを識別すべく便宜上の指数として使用される。
【０１６０】
　　TraverseUp(G, C)
　　｛
　　　if node C is the root node then return /* done */
　　　P = parent(C)
　　　for each child node N of parent P
　　　　if child N is different from C then 
　　　　　TraverseDown(G, N)
　　TraverseUp(G, P)
　　return
　　｝

　　TraverseDown(G, N)
　　｛
　　　　if IsNeighbor(G, N)
　　　　　　then add node N to the list of neighbors of group G
　　　　　　otherwise return
　　　　if node N is not a leaf node
　　　　　then for each child C of node N
　　　　　　　　　　TraverseDown(G, C)
　　return
　　｝
　コンテンツグループＧに対する隣接ノードＮのツリーの深さは、深さのパラメータｄを
加えることで得られる。但し、ｄ＋１は再帰呼出しにおいてTraverseUpにパスされ、ｄ－
１は再帰呼出しにおいてTraverseDownにパスされる。深さｄの初期値は０、すなわちTrav
erseUp(G, G, 0)である。深さは、他の情報と共に、グループＧの隣接ノードの既述のリ
ストに格納できる。
【０１６１】
　ドキュメントのコンテンツが解剖され、当該コンテンツオブジェクトの全てについて隣
接コンテンツが識別されると、コンテンツ分離に関する各種特性が決定できる。各種特性
は続いてドキュメント品質の定量化に使用される。
【０１６２】
　図３６乃至図４１に示すように、使いやすさの決定に用いられる別のパラメータもしく
はファクタは、ドキュメントの分離性の測度及び定量化である。
【０１６３】
　本発明の好適な実施形態では、ドキュメントの総合的な分離度は、ドキュメントに含ま
れる当該コンテンツオブジェクトの総合的な分離度を決定することで確認できる。コンテ
ンツオブジェクトの分離性の個々の測度として、特に、空間分離（図３７）、位置合わせ
分離（図３８）、スタイル分離（図３９）、背景分離（図４０）、及び特有の分離（図４
１）が挙げられる。
【０１６４】
　コンテンツに関する分離性の測度の結合は、図３６に示すように、ドキュメントコンテ
ンツの、効果的なコンテンツ分離度を評価する上で有用である。効果的な分離は、ドキュ
メントコンテンツの、総合的なコンテンツ分離度を評価する上で有用である。すなわち、
ドキュメントの総合的な分離性の度合もしくは測度を評価する上で有用である。総合的な
分離度は、続いてドキュメント品質の評価に用いられる。
【０１６５】
　詳細には、図３６に示すように、効果的な分離性は、空間分離、位置合わせ分離、スタ
イル分離、背景分離、及び／又は特有の分離を結合したものとみなす。図３６では、定量



(24) JP 4624026 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

化された位置合わせの値は、空間分離、位置合わせ分離、スタイル分離、背景分離、及び
／又は特有の分離を、効果的な分離性定量化器すなわち結合器回路２１により結合するこ
とにより得られる。
【０１６６】
　なお、説明では一例として効果的な分離性定量化のための回路を示すが、この処理はマ
イクロプロセッサやファームウェアにより、ソフトウェアで実行してもよい。定量化は特
定の回路に限定されず、以下に説明する方法を実施できるものであれば、任意のソフトウ
ェアやハードウェアの組み合わせが可能である。
【０１６７】
　図３７に示すように、使いやすさの決定に用いられる別のパラメータもしくはファクタ
は、ドキュメントの空間分離の測度及び定量化である。
【０１６８】
　本発明の好適な実施形態では、グループもしくは要素に関する空間分離(SpatialSep)は
、当該グループもしくは要素と、各識別された隣接グループもしくは要素との間の最小離
間距離とすることができる。評価中のコンテンツの境界ボックス（中心位置、幅及び高さ
）の寸法を用いて、空間分離は、フロアを０とし、水平方向及び垂直方向の成分間の距離
とすることができる。最大分離ファクタによりスケーリングする（例えば、ページの幅（
Ｗp）及び高さ（Ｈp）によりスケーリングする）ことで、(max(abs(xG-xN) -　(wG+wN)/2
,0)/Wp + max(abs(yG-yN) - (hG+hN)/2,0)/Hp )/2を用いて０から１までの値を得るべく
空間分離を更に正規化できる。
【０１６９】
　コンテンツオブジェクト間の空間的距離を評価する上述の特定の方法は一例であり、本
発明を制限するものではない。他の方法（様々な空間分離に対する測定された人間の反応
の関数等）は本発明の範囲内とする。本発明はドキュメント品質評価のコンテキストにお
ける総合的な分離度の決定に空間分離測度を利用するという、より広い概念に関連する。
【０１７０】
　図３８に示すように、使いやすさの決定に用いられる別のパラメータもしくはファクタ
は、ドキュメントの位置合わせ分離の測度及び定量化である。
【０１７１】
　本発明の好適な実施形態では、ここで使われる「位置合わせ分離」は特定ページのオブ
ジェクトＧの１以上の位置が隣接コンテンツＮの対応位置と一致することを意味する。位
置合わせ分離は、コンテンツがページ中で対応する位置の一致を如何に回避するかである
。グループＧ（１１０）の左、右、上、下の各ページ位置(xGL, xGR, yGT, yGB)、及び隣
接コンテンツＮ（１１０１）のページ位置(xNL, xNR, yNT, yNB)を利用すると、位置合わ
せ分離は、min(abs(xGL-xNL), abs(xGR-xNR), abs(yGT-yNT), abs(yGB-yNB))により与え
られる、対応位置の絶対差の最小値である。
【０１７２】
　位置合わせ分離は、ドキュメントページの、min(abs(xGL-xNL)/Wp, abs(xGR-xNR)/Wp, 
abs(yGT-yNT)/Hp, abs(yGB-yNB)/Hp)により表されるように、コンテンツが存在する位置
（ページ幅Ｗp及びページ高さＨp）における最大可能差を除することで、０から１までの
値に更に正規化できる。
【０１７３】
　或いは、位置合わせ分離は、min((abs(xGL-xNL) + abs(xGR-xNR))/Wp, (abs(yGT-yNT) 
+ abs(yGB-yNB))/Hp)もしくはmin(max(abs(xGL-xNL)/Wp, abs(xGR-xNR)/Wp), max(abs(yG
T-yNT)/Hp, abs(yGB-yNB)/Hp))で与えられる、多数のエッジ間の位置合わせ分離の和を求
めることで測定し得る。
【０１７４】
　位置合わせ及び位置合わせ分離を評価する上述の特定の方法は一例であり、本発明を制
限するものではない。他の方法（様々な位置合わせ分離量に対する測定された人間の反応
の関数等）は本発明の範囲内とする。本発明はドキュメントの使いやすさ及びドキュメン
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ト品質評価のコンテキストにおける総合的な分離度の決定にコンテンツオブジェクトの位
置合わせ分離測度を利用するという、より広い概念に関連する。
【０１７５】
　図３９に示すように、使いやすさの決定に用いられる別のパラメータもしくはファクタ
は、ドキュメントのスタイル分離の測度及び定量化である。
【０１７６】
　本発明の好適な実施形態では、ここで使われる「スタイル分離(StyleSep)」はオブジェ
クトを更に識別する手段を与える。スタイル分離度を得るには、コンテンツタイプを他の
あらゆるスタイルタイプ及びその間のスタイル分離量に割り当てられた値と比較する必要
がある。このような値の割り当てにより、ドキュメント現像者により判断呼出しが行われ
る。例えば、あるドキュメント現像者はTEXTのIMAGEからの識別を、LISTのTABLEからの識
別に比べ容易とみなす場合がある。従って、この現像者は、LISTとTABLEの２つのコンテ
ンツタイプを識別する方がはるかに難しいことから、LIST対TABLEのタイプについてより
小さいスタイル分離値を割り当てる。
【０１７７】
　すなわち、LISTとTABLEではスタイル分離度が小さい。一方、TEXT対IMAGEでは、上述の
ように、現像者はこの２つのコンテンツタイプの識別ははるかに容易だとみなす場合があ
る。従って、スタイル分離度は大きく、タイプTEXT対タイプIMAGEには、スタイル分離表
（例えば、TypeSepTable）において高い値が割り当てられる。スタイル分離表は多次元で
、タイプによりインデックスされていることが好ましい。
【０１７８】
　スタイル分離表(TypeSepTable)は、全てのタイプの値を全ての他のタイプと対比させて
含む。例えば、コンテンツタイプIMAGEには、コンテンツの他の全てのタイプ（TEXT、IMA
GE、GRAPHIC、LIST、TABLE等）に対するスタイル分離値が割り当てられる。既述のごとく
、タイプIMAGEに対するタイプTEXTはそれぞれのスタイル分離度に関する値を１つ有する
。タイプIMAGEに対するタイプGRAPHICはそれぞれのスタイル分離度に関する値を有する。
全てのタイプは、２つのコンテンツタイプ間のスタイル分離度に関する値を容易に検索で
きる方法で格納される。
【０１７９】
　いったんスタイル分離表が作成されると、コンテンツグループのオブジェクトＧと識別
された隣接オブジェクトＮとの間のスタイル分離値は、ここでType()と称する、コンテン
ツタイプの数をリターンする関数を用いて、分離値の表から容易に検索できる。２つのコ
ンテンツタイプ間の分離の所定値は、関数にtype(G)及びtype(N)に関する値をリターンさ
せることで、スタイル分離値の表から検索される。この例では、StyleSep = TypeSepTabl
e[type(G)][type(N)]である。
【０１８０】
　２つのオブジェクトがいずれも同一タイプに属する場合、一方のオブジェクトのスタイ
ル値を他方の対応するスタイル値と比較してよい。スタイル値の対毎に、スタイル差を計
算できる。フォントサイズ、行送り等の数に関するパラメータに関しては、サイズ値の単
なる絶対的な差としてスタイル差を計算してよい。色等の多角的な値に関しては、スタイ
ル差を値間の距離としてよい。クワッディング、フォントファミリー、フォントスタイル
等の計数値に関しては、当該２つのオブジェクトの差を検索するため、計数値でインデッ
クスされた二次元ルックアップテーブルを利用できる。総合的なスタイル分離差は、当該
オブジェクトタイプについて得られる様々なスタイル差の加重和となる。例えば、StyleS
ep = Σwi di(G, N)となる。このとき和は利用可能なスタイルパラメータｉより大きく、
ｗiはｉ番目のスタイルパラメータの重み、ｄiはｉ番目のスタイルパラメータの差の測度
である。
【０１８１】
　スタイル分離を評価する上述の特定の方法は一例であり、本発明を制限するものではな
い。他の方法（様々なスタイルに対する測定された人間の反応の関数等）は本発明の範囲
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内とする。本発明はスタイル分離を決定する特定の方法に限られず、ドキュメントの使い
やすさ及びドキュメント品質評価のコンテキストにおけるコンテンツの分離性の決定にス
タイル分離測度を利用するという、より広い概念に関連する。
【０１８２】
　図４０に示されるように、使いやすさの決定に用いられる他のパラメータ又は要因は、
ドキュメントの背景分離の測定及び定量化である。
【０１８３】
　本発明の好適な実施の形態において、異なる色の背景上のオブジェクトを別個の異なっ
たものとみなすことができる。よって、背景分離を、２つのオブジェクト（１１０及び１
１０１）の背景１１０２の差異として考えることができる。例えば、背景色１１０２がオ
ブジェクトG１１０１又はその先祖（上位のもの）のうちの１つのスタイルパラメータで
ある場合、指定された背景を有する第１のオブジェクトが見出されるまでコンテンツツリ
ーが上方向に検索される。下記の擬似コードはこの検索を示す。
【０１８４】
    FindBackground(G)
   ｛
      if G specifies a background color
      then return that color
      otherwise
        if G is the root of the content tree
        then return the default background color (e.g. white)
        otherwise
          return FindBackground(parent(G))
    ｝
すなわち、
    FindBackground(G)
   ｛
      if Ｇが背景色を特定
      then 当該色をリターン
      otherwise
        if Ｇがコンテンツツリーのルート
        then デフォルトの背景色（例えば、白）をリターン
        otherwise
          FindBackground(parent(G))をリターン
    ｝
　一方、背景が、問題のオブジェクトと同一グループ（又はおそらく親グループ）のメン
バーである長方形などのコンテンツオブジェクトである場合、他の検索を行う必要がある
。その擬似コードは以下の通りである。
【０１８５】
    FindBackground(G, C)
   ｛
      if C is the root of the content tree
      then return the default background color (e.g. white)
      P = parent(C)
      for each child K of  P
　　　  if  K is different from C and K is a rectangle and K encloses G
        then return the color of K
      return FindBackground(G, P)
    ｝
すなわち、
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    FindBackground(G, C)
   ｛
      if Ｃがコンテンツツリーのルート
      thenデフォルトの背景色（例えば、白）をリターン
      P = parent(C)
      for Ｐの各子孫（下位のもの）Ｋ
        if ＫがＣと異なる and Ｋが長方形である and ＫがＧを囲む
        then Ｋの色をリターン
      FindBackground(G, P)をリターン
    ｝
　Gを囲むKのテストを、例えばK及びGの境界ボックスを用いて行い、Gの境界ボックスの
角がKのボックスの角の内側にあることを確実にすることができる。
【０１８６】
　２つのオブジェクトの背景を決定した後、差の測度を得ることができる。L*a*b*座標の
ような、視覚的均一性を追求する色空間内の距離を用いて色の差を決定することができる
。他の色空間も使用可能である。
【０１８７】
　簡単に見分けがつくほど色が十分に異なっている場合、これらの色の差異が更に大きく
なっても分離性は高まらないため、背景分離の測度を単に色空間内の色と色の間の距離と
するべできはない。ゼロに近いものを除いた色差の全ての値に対して１である距離の関数
が好ましい。この関数を得るための１つの方法は、大きな係数で色差Dcをスケーリングし
、その結果を１にクランプすることである。
【０１８８】
　例えば、BackgroundSep=min(s*Dc,1)とすることができる。代わりの方法は、差の値のn
乗根を用いて、色差Dcを０乃至１の範囲に制限することである。例えば、BackgroundSep=
Dc1/rとする。ここで、rの値が大きいほど、これらの色の適合がより密になり、背景分離
を提供することができなくなる。
【０１８９】
　本明細書に述べられるこの特定の背景分離評価方法は例示的なものであり、本発明の範
囲を限定するものとみなされない。本発明が、ドキュメントの使いやすさやドキュメント
の質を評価するという状況において、特定の背景分離計算方法のみでなく、コンテンツ分
離性の決定に背景分離の測度を用いる、という更に広範囲の概念にも関連するように、例
えば、異なる背景に対する人間の反応の測定によって得られる関数など、他の背景分離決
定方法を本発明の範囲内にあるとみなすべきである。
【０１９０】
　図４１に示されるように、使いやすさの決定に用いられる他のパラメータ又は要因は、
ドキュメントの特有分離の測定及び定量化である。
【０１９１】
　本発明の好適な実施の形態では、特徴が構築されてコンテンツオブジェクトになること
が多い。このような特徴は、オブジェクト自体に特有のものとみなされる。一例としては
、オブジェクトの境界１１０３又はインデントされた第１のラインであり、又は他のオブ
ジェクトからの分離を特有に示す他の特徴である。内部のラインの間隔とは異なる、段落
の前又は後にある間隔も分離を示すことができる。また、単一の境界で区別をつける、即
ち、側部ではなく上部での分離を示すようにしか機能しないセパレータもある。
【０１９２】
　そのため、特有分離を計算するには、調査対象のオブジェクトの４つの側部の各々を別
々に考慮する必要がある。例えば、wiが、上部境界fTopi(G)に対するi番目の相対重要度
を表す重みであると仮定する。これらの重みは合計で１にならなくてはならない。そして
、パラメータpは、功を奏する分離特徴が他の特徴をいかに強く圧倒するかを決定し、１
近くになるべきであるが０による分割を避けるためにそれよりもわずかに大きくてもよい
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定数cがあると仮定する。そして、特有分離をInherentSepTop=c-[Σwi
*(c-fTopi(G))-p]-

1/pによって定義することができる。同様の式が、InherentSepBottom、InherentSepLeft
、及びInherentSepRightの特有分離を定義する。
【０１９３】
　近傍物Nが主にオブジェクトGの上にあるか、下にあるか、左にあるか、又は、右にある
か、により、これらのInherentSep値のうちの１つを近傍物Nに対してより適切なものにす
ることができる。例えば、
    q1 = wG * (yN - yG) + hG * (xN - xG), and
    q2 = wG * (yN - yG) - hG * (xN - xG) then:
    if q1 > 0 then if q2 > 0 then
      use InherentSepTop
    otherwise
      use InherentSepRight
    otherwise if q2 > 0 then
      use InherentSepLeft
    otherwise
      use InherentSepBottom.
すなわち、
    q1 = wG * (yN - yG) + hG * (xN - xG), and
    q2 = wG * (yN - yG) - hG * (xN - xG) then:
    if q1 > 0 then if q2 > 0 then
      InherentSepTopを使用
    otherwise
      InherentSepRightを使用
    otherwise if q2 > 0 then
      InherentSepLeftを使用
    otherwise
      InherentSepBottomを使用.
　近傍物Nも特有分離を有することに注意する。よって、オブジェクトG及び近傍物Nの双
方からの相補的特有分離を組み合わせることもできる。例えば、近傍物NがオブジェクトG
よりもやや上にある場合、GのInherentSepTop及びNのInherentSepBottomの合計を使用す
る。あるいは、G及びNからの相補的特有分離の最大値を使用することができる。近傍物か
らのInherentSepは、前述のようにして選択された上、下、左又は右の特有分離のうちの
１つである。
【０１９４】
　本明細書に述べられるこの特定の特有分離評価方法は例示的なものであり、本発明の範
囲を限定するものとみなされない。本発明が、ドキュメントの使いやすさやドキュメント
の質を評価するという状況において、特定の特有分離計算方法のみでなく、コンテンツ分
離性の決定に特有分離の測度を用いる、という更に広範囲の概念にも関連するように、例
えば、異なる特有分離特徴に対する人間の反応の測定によって得られる関数など、他の特
有分離決定方法を本発明の範囲内にあるとみなすべきである。
【０１９５】
　図３６に示されるように、使いやすさの決定に用いられる他のパラメータ又は要因は、
ドキュメントの効果的分離の測定及び定量化である。
【０１９６】
　本発明の好適な実施の形態では、分離性の測度に対する寄与度を組み合わせ、特定の近
傍物からのコンテンツオブジェクトの効果的分離(EffectiveSep)の程度を形成することが
できる。これは、EffectiveSep=c-[wx

*(c-SpatialSep)-p+wa
*(c-AlignmentSep)-p+ws

*(c-
StyleSep)-p+wb

*(c-BackgroundSep)-p+wn
*(c-InherentSep)-p]-1/pによって得られ、項wx

、wa、ws、wb及びwnは合計で１になる重みである。個々の分離測度を組み合わせる他の方
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法が実施可能であるが、この方法は、オブジェクトGと近傍物Nとの間の分離値のうちのい
ずれかが１に近い場合、効果的分離も１に近くなる、という特性をもつ。
【０１９７】
　本明細書に述べられるこの特定の効果的分離評価方法は例示的なものであり、本発明の
範囲を限定するものとみなされない。本発明が、ドキュメントの使いやすさやドキュメン
トの質を評価するという状況において、特定の効果的分離決定方法のみでなく、コンテン
ツの分離性の決定にコンテンツの効果的分離の測度を用いる、という更に広範囲の概念に
も関連するように、例えば、異なる効果的分離デバイスに対する人間の反応の測定によっ
て得られる関数など、他の効果的分離決定方法を本発明の範囲内にあるとみなすべきであ
る。
【０１９８】
　本発明の好適な実施の形態では、全分離、即ち全ての近傍物からのオブジェクトの全分
離の総合測度を得るために、オブジェクトGとその全ての近傍物との間の効果的分離の最
小値を決定しなければならない。
【０１９９】
　本実施の形態では、この決定は、各近傍物の分離値を組み合わせることを意味する。全
分離は、TotalSep=mini(EffectiveSepi)によって得られ、EffectiveSepiはi番目の近傍物
のEffectiveSep値であり、全ての近傍物に対する最小値を得る。平均分離を用いた代替法
も想定される。最も近い距離に対して最も大きい重みを与える平均法を、逆数の冪の合計
の逆数根によって定義することができる。例えば、TotalSep=[(1/n)*Σ(c+EffectiveSepi
)-p]-1/p-cである。式中、nは近傍物の数、cはゼロによる分割を防ぐための小さな定数、
そして冪pは小さな分離がどの程度強く支配するかを決定する。オブジェクトに近傍物が
ない場合、そのTotalSep値は１であるべきである。
【０２００】
　本明細書に提供されるこの特定の全分離評価方法は例示的なものであり、本発明の範囲
を限定するものとみなされない。本発明が、全体的なコンテンツの分離を計算する特定の
方法のみでなく、ドキュメントの質の評価にドキュメントコンテンツの全分離の測度を用
いる、という更に広範囲の概念にも関連するように、他の全分離決定方法を本発明の範囲
内にあるとみなすべきである。
【０２０１】
　ドキュメントの総合的な分離性の測度は、全てのドキュメントコンテンツオブジェクト
及びグループの全分離を組み合わせることによって決定される。この決定を、単純平均で
行うことができる。しかし、分離性の値が小さいオブジェクト又はグループはドキュメン
ト全体の値に不利な影響を与える可能性があるため、冪の根として組み合わせることによ
って更に大きな重みが与えられなくてはならない。
【０２０２】
　本明細書に提供されるこの特定の全分離性評価方法は例示的なものであり、本発明の範
囲を限定するものとみなされない。本発明が全分離性計算方法のみでなく、ドキュメント
の使いやすさやドキュメントの質の評価にドキュメントコンテンツの全分離性の測度を用
いる、という更に広範囲の概念にも関連するように、他の全分離性決定方法を本発明の範
囲内にあるとみなすべきである。
【０２０３】
　分離性は、オブジェクトが存在するコンテンツツリー階層内のレベルによって変わり得
る。コンテンツツリーを再帰的にトラバースすることにより分離性を計算するアルゴリズ
ムが本明細書において提供される。このアルゴリズムは、コンテンツのツリーレベルLに
よって変わる重みwLを用いて重み付き平均を計算する。下記の擬似コードが例として提供
される。
【０２０４】
    Separability(G)
   ｛
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      if G is a leaf node
      then return TotalSep(G)
      otherwise
        for each child C of G
          call Separability(C) and find the average of these values A
      return wL * TotalSep(G) + (1 - wL) * A
    ｝
すなわち、
    Separability(G)
   ｛
      if Gがリーフノード（末端のノード）
      then TotalSep(G)をリターン
      otherwise
        for Ｇの各子孫（下位のもの）Ｃ
          Separability(C)をコール and 値Ａの平均を求める
      wL * TotalSep(G) + (1 - wL) * Aをリターン
    ｝
　前述のSeparability()ルーチンは、コンテンツツリーのルートノードから開始すべきで
ある。
【０２０５】
　ドキュメントの分離性の総合的な程度を評価するこの特定の方法は例示的なものであり
、本発明の範囲を限定するものとみなされない。本発明が、ドキュメントの使いやすさや
ドキュメントの質を評価するという状況において測定される個々のコンテンツの分離性の
組み合わせに基づいてドキュメントの分離性を決定する、という更に広範囲の概念に関連
するように、例えば、異なる分離技術に対する人間の反応の測定によって得られる関数な
ど、他の分離性決定方法を本発明の範囲内にあるとみなすべきである。
【０２０６】
　図４３乃至図４６に示されるように、使いやすさの決定に用いられる他のパラメータ又
は要因は、ドキュメントの識別度の測定及び定量化である。
【０２０７】
　本発明の好適な実施の形態において、２つの同一段落が複数頁のドキュメントの２枚の
別個の頁の最上部に位置し、これらの段落が各々の頁における唯一のコンテンツであると
仮定した場合、これらのオブジェクトの段落の分離性の程度を、１つのオブジェクトが終
わって他のオブジェクトが始まる箇所の決定に基づいて決定することができる。この場合
、これらのオブジェクトには同頁に近傍オブジェクトがないため、分離性の値は大きくな
る。即ち、オブジェクトが互いに近いほど、これらの差異の認知が容易になる。
【０２０８】
　一方、これら２つのオブジェクトの識別度の測度は小さい。これは、関係枠を提供する
近傍オブジェクトがなく、２つの段落のどちらが実際に調べられているのかに関する手が
かりが殆ど与えられないためである。
【０２０９】
　図４４に示されるように、見出しは後に続くコンテンツを区別することができる。見出
しを、コンテンツオブジェクトのグループの始めにある別個の段落（通常は見出しとして
区別するために異なるスタイルをもつ）とすることができる。リスト要素の番号付けや、
リスト要素ほど多くはないが、黒丸のついた要素も、コンテンツの区別を助ける。例えば
、章、セクション、リスト要素など、見出しには階層があり得る。各見出しは、その下に
あるオブジェクトを、近傍のオブジェクトと区別できるようにすることに寄与する。
【０２１０】
　一般に、見出しがコンテンツツリー内で低い（下位にある）ほど、見出しが適用される
コンテンツのセットは小さくなる。よって、識別が更に明確になる。コンテンツツリー内
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のレベルの低い見出しや、物理的により近接した見出しは、より高いレベルのものよりも
有用である。
【０２１１】
　下記の再帰的アルゴリズムは、オブジェクトGの識別度に対する見出しの寄与度を決定
する。このアルゴリズムは、見出しのコンテンツオブジェクトが識別済みであると仮定す
る。見出しの寄与度は、ツリーでのオリジナルオブジェクトからの上方向の距離に従って
重み付けされる。
【０２１２】
    HeadingDistinguish(G)
   ｛
      if G is the root
      then return 0
      P = parent(G)
      if P is a list
      then if P numbers the list elements
        then R = ListNumberWeight
        otherwise if P is a bulleted list
          then R = ListBulletWeight
　　　    otherwise  R = 0
      if a child of P is a heading
      then R = minimum(R + HeadingWeight, 1)
      return w * R + (1 w) * HeadingDistinguish(P)
    ｝
すなわち、
    HeadingDistinguish(G)
   ｛
      if Gはルート
      then 0をリターン
      P = parent(G)
      if Pはリスト
      then if Pはリスト要素に番号を付す
        then R = ListNumberWeight
        otherwise if Pは黒丸リスト
          then R = ListBulletWeight
　　　    otherwise  R = 0
      if Pの子孫（下位のもの）はリスト
      then R = minimum(R + HeadingWeight, 1)
      w * R + (1-w) * HeadingDistinguish(P)をリターン
    ｝
　ListNumberWeight、ListBulletWeight及びHeadingWeightといった表現は、見出しの結
果に対する一定の寄与度である。これらは、０と１の間の値を有する。リスト番号は明瞭
であり、これらに対応するリスト要素のコンテンツオブジェクトに近接しているため、Li
stNumberWeightは最大の値を有するはずである。これに対し、見出しは全てのリスト要素
に適用されるため、HeadingWeight及びListBulletWeightはより少ない値を有する。黒丸
の付いた要素は、リスト内の全ての要素の値と同一の値を有する。オブジェクトに近接し
た黒丸があるため、ListBulletWeightはHeadingWeightより大きくてもよい。重みwは、現
行のツリーレベルにある見出しの、より高いレベルの見出しに対する相対重要度を示す。
例えば、w＝０．５である場合、現行レベルの見出しは、より高いレベルの見出しを組み
合わせたものと同じくらい重要であるとみなされる。
【０２１３】
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　オブジェクトG及び近傍物Nは、図４５に示すように、コンテンツのタイプや値に基づい
て区別可能でなくてはならない。異なるタイプのコンテンツ（１１０６、１１０７及び１
１０８）に関し、これらの値の差を、コンテンツタイプによって索引が付けられた２次元
テーブルから取得することができる。このテーブルは、単にこれらのコンテンツタイプが
どの程度異なるかを表す値を含むことが好ましい。タイプ(G)がタイプ(N)に適合しない場
合、ContentDistinguish=TypeDistinguishTable[type(G)][type(N)]となる。
【０２１４】
　これらのタイプが適合する場合、コンテンツの特性を比較することができる。グループ
、リスト及びテーブルに関しては、これらに含まれる全ての要素の単語又は文字の総数を
比較することができる。
【０２１５】
　例えば、段落の場合、単語又は文字の数を数えることができる。リストの場合、リスト
要素の数を比較することができる。テーブルの場合、行及び列の数を比較することができ
る。グラフィックオブジェクトの場合、サイズ及び形状を比較することができる。あるオ
ブジェクトタイプはいくつかの特性を備え、その特性によって差異が測定される場合があ
るため、総合的な差異は、オブジェクトタイプに対する種々のコンテンツの差異の加重和
として計算されることが好ましい。例えば、ContentDistinguish=Σwicdi(G,N)であり、
ここで合計は利用可能なスタイルパラメータiに関するものであり、wiはi番目のコンテン
ツの差異の測度の重みであり、cdiは実際のi番目の差異の測度である。
【０２１６】
　また、図４６に示されるように、オブジェクトを各々の頁上の位置によって区別するこ
とができる。オブジェクトG、近傍物N、並びに頁１００上のこれらのオブジェクト１１０
の中心位置(xG, yG)及び(xN, yN)を与えられたとすると、これらの間の距離を計算するこ
とができ、好ましくは頁の寸法WP×HPで正規化することができる。
【０２１７】
　例えば、PositionDistinguish=(((xG-xN)

2+(yG-yN)
2)/(WP

2+HP
2))1/2である。同一頁上

のすぐ近くの近傍物のみを考慮することにより、この位置を更に限定することができる。
そして、分離性のために生成された近傍物のリストと同一のものを利用することができる
。しかし、頁上のオブジェクトに比較を限定することの代償は、異なる頁上のオブジェク
トが区別不可能であるという事例を認識できないことにある。
【０２１８】
　（前述の）AlignmentSep、StyleSep、BackgroundSep及びContentDistinguish測度のう
ちのいずれかが大きな差異をもたらす場合、総合的な効果的識別度は高くなるはずである
。近傍物がオブジェクトに近いほど、それらの差異の観測が容易になるはずである。この
最終結果は、SpatialSepからブーストを受けなくてはならない。PositionDistinguishの
値を、更なる区別要素とすることができる。ブーストbがb=d/(d+SpatialSep)によって定
義され、パラメータdが空間的近さのブースト効果の強度を制御する場合、EffectiveDist
inguish=c-[wa

*(c-b*AlignmentSep)-p+ws
*(c-b*StyleSep)-p+wb

*(c-b*BackgroundSep)-p+
wc
*(c-b*ContentDistinguish)-p+wp

*(c- b*PositionDistinguish)-p]-1/pであり、wa、ws
、wb、wc及びwpはそれぞれ位置合わせ、スタイル、背景、コンテンツ及び位置の差異の相
対重要度を与える重みの値であり、これらは合計で１になるべきである。定数cは、ゼロ
による分割を防ぐため、１よりもわずかに大きい。これは、オブジェクトとその近傍物の
うちの１つとの間の効果的識別度であることに注意する。
【０２１９】
　コンテンツオブジェクトの全識別度を定量化するために、コンテンツオブジェクトを全
ての近傍物から区別しなくてはならない。また、ヘッダーなどの特有の特性も考慮する必
要がある。全ての近傍物に対する全てのEffectiveDistinguish値の最小値を得ることによ
り、全識別度を決定することができる。
【０２２０】
　あるいは、各項を累乗し、その逆数の冪を合計に適用することができる。すなわち、To



(33) JP 4624026 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

talDistinguish=wh
*HeadingDistinguish+(1-wh)

*([(1/n)*Σ(c+EffectiveDistinguish)-p

]-1/p-c)である。ここで、whは近傍を差異化する特性に対するHeadingDistinguish特性の
重みであり、nは近傍物の数であり、定数cはゼロによる分割を防ぐための小さい定数であ
り、冪pは、近い類似性がどの程度強く支配するかを決定する。
【０２２１】
　図４３に示されるような識別度測度の組み合わせは、ドキュメントの全識別度の評価に
有用である。
【０２２２】
　より詳細には、図４３に示されるように、全識別度は効果的識別度及び見出し識別度の
組み合わせとみなされる。図４３では、定量化された識別度の値は、全識別度定量化器又
は結合器回路２３を用いて、効果的識別度及び見出し識別度を組み合わせることにより得
られる。
【０２２３】
　この図は全識別度定量化プロセス用の回路を示しており、このプロセスをマイクロプロ
セッサ及び／又はファームウェアによってソフトウェア内で実行することもできることに
注意する。定量化は特定の回路に限定されておらず、後述の方法を実施することのできる
ソフトウェア及び／又はハードウェアの任意の組み合わせが可能である。
【０２２４】
　ドキュメントの総合識別度を、全てのコンテンツオブジェクト及びグループに対する全
ての全識別度の組み合わせとして定義することができる。これらの値を、単純平均を用い
て組み合わせることができる。しかし、代わりの方法も可能である。
【０２２５】
　オブジェクトとの区別が困難な近傍物が存在する場合、ドキュメントの総合識別度は低
くなるはずである。識別度の値が小さいオブジェクト又はグループはいずれもドキュメン
ト全体に不利な影響を与えるため、冪の合計の根として組み合わせることによって更に大
きな重みが与えられるべきである、と論じられる場合がある。
【０２２６】
　他の論点は、識別度の重要度がコンテンツの階層レベルによって変わるか否か、という
ことである。例えば、章の区別が可能であることを段落の区別が可能であることよりも重
要にすべきか否か、ということである。コンテンツツリーの再帰的トラバースによってド
キュメントの識別度を計算するアルゴリズムを前述した。これは、重み付き平均を計算す
るものである。前述したように、重みwLはツリーレベルLによって変わる場合がある。
【０２２７】
　コンテンツツリーを用いたドキュメントの識別度の決定を、コンテンツツリーのルート
ノードに対して呼び出される下記の擬似コードによって実行することができる。
【０２２８】
    Distinguishability (G)
   ｛
      if G is a leaf node
      then return TotalDistinguish(G)
      otherwise
      for each child C of G 
        call Distinguishability(C) and find the average A of values 
      return wL * TotalDistinguish(G) + (1 - wL) * A
    ｝
すなわち、
    Distinguishability(G)
   ｛
      if Gはリーフノード
      then TotalDistinguish(G)をリターン



(34) JP 4624026 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

      otherwise
      for Gの各子孫（下位のもの）C 
        Distinguishability(C)をコール and 値Aの平均を求める
      wL * TotalDistinguish(G) + (1 - wL) * Aをリターン
    ｝
　ドキュメントの識別度の総合的な程度を評価するこの特定の方法は例示的なものであり
、本発明の範囲を限定するものとみなされない。本発明が、ドキュメントの使いやすさや
ドキュメントの質を評価するという状況において測定される個々のコンテンツの識別度の
組み合わせに基づいてドキュメントの識別度を決定する、という更に広範囲の概念に関連
するように、例えば、異なる識別デバイスに対する人間の反応の測定によって得られる関
数など、他の識別度決定方法を本発明の範囲内にあるとみなすべきである。
【０２２９】
　図４７乃至図５１に示されるように、使いやすさの決定に用いられる他のパラメータ又
は要因は、ドキュメントの検出性の測定及び定量化である。
【０２３０】
　本発明の好適な実施の形態において、検出性という用語は、全ての他のコンテンツ項目
の中から特定のコンテンツ項目を見出す、すなわち、位置付ける能力を意味するように用
いられる。検出性の測度は、コンテンツオブジェクトの位置付けを助けるか又はこれを阻
止するドキュメント要因を調べることによって構築される。
【０２３１】
　図５０に示されるように、使いやすさの決定に用いられる他のパラメータ又は要因は、
ドキュメントの視認性の測定及び定量化である。
【０２３２】
　本発明の好適な実施の形態において、オブジェクトの検出性を決定する１つの要因は、
オブジェクトの視認性、即ち、オブジェクトがその背景に対してどの程度良く見えるかを
決定することである。本明細書に使用されるように、視認性は、オブジェクトを見ること
がどの程度容易であるか、又はオブジェクトを見落とすことがどの程度難しいかを意味す
る。本明細書では、オブジェクトの視認性の値の測定に２つの特性を用いる。１つはオブ
ジェクトのサイズ１１１０であり（オブジェクトが大きいほどオブジェクトの検出及び識
別が容易になる）、もう１つはオブジェクトの背景との差異（１１１１）である。
【０２３３】
　背景との差異（１１１１）の測度として輝度対比が用いられるが、他の、そしてより多
くの複雑な測度も想定される。背景にテクスチャーがある場合、輝度対比及び色差が明確
に定義されない場合がある。テクスチャーは、オブジェクトを隠すように作用してしまう
場合もある。
【０２３４】
　色が、０と１との間の範囲に及ぶように正規化された赤、緑及び青（R、G、B）の座標
で特定されている場合、輝度をY=yrR+ygG+ybBによって得ることができ、yr、yg及びybは
それぞれ赤、緑及び青の原色の輝度値である。yr、yg及びybの値は実際に使用される色空
間の詳細によるが、一般的な値はそれぞれ０．２５、０．６８及び０．０７である。
【０２３５】
　コントラストは前景の輝度Yf及び背景の輝度Ybから計算され、Contrast=2|Yb-Yf|/(Yb+
Yf)となる。コントラスト及びサイズは共に視認性に影響を及ぼすため、これらの値は互
いに乗算することによって組み合わされることを指摘しなくてはならない。コントラスト
は０と１との間の範囲にわたるが、サイズを無限にすることができる。０及び１によって
制限されるサイズの場合、オブジェクトのサイズは、その最大サイズで割ることによって
正規化される。例えば、視認性＝コントラスト×（オブジェクト面積）／（最大面積）で
ある。一般に、最大面積はドキュメントの面積である。しかし、オブジェクトが頁に制限
される場合、頁サイズを用いることができる。
【０２３６】
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　オブジェクトの視認性の程度を評価するこの特定の方法は例示的なものであり、本発明
の範囲を限定するものとみなされない。例えば、視認性に関連するオブジェクトの特性に
対する人間の反応の測定によって得られる関数など、他の視認性決定方法を本発明の範囲
内にあるとみなすべきである。
【０２３７】
　図４９に示されるように、使いやすさの決定に用いられる他のパラメータ又は要因は、
ドキュメントの構造的検出性の測定及び定量化である。
【０２３８】
　本発明の好適な実施の形態において、ドキュメント要素の位置付けやすさにおける他の
要因は、構造的支援（ドキュメント内の見出しや黒丸など）の存在である。この測度は構
造的検出性と呼ばれ、ツリー又はテーブル検索によってこの測度を実施することができ、
その結果、要素を含む構造のタイプ及びスタイルに依存する事前定義された値が得られる
。例えば、要素Ｅの構造的位置の用語StructLocateを設定した決定ツリーは、下記のよう
になり得る。
【０２３９】
    G = parent(E)
    if G is a table
    then if G has row headings
         then if G has column headings
              then StructLocate = Vtrc
              otherwise StructLocate = Vtr
         otherwise if G has column headings
                   then StructLocate = Vtc
                   otherwise  StructLocate = Vt
    otherwise if G is a list
              then if G has bullets
                   then StructLocate = Vlb
                   otherwise if G has numbers
                             then  StructLocate = Vln
                             otherwise  StructLocate = Vl
              otherwise  StructLocate = Vg
すなわち、
    G = parent(E)
    if Gはテーブル
    then if Gは行見出しを有する
         then if Gは列見出しを有する
              then StructLocate = Vtrc
              otherwise StructLocate = Vtr
         otherwise if Gは列見出しを有する
                   then StructLocate = Vtc
                   otherwise  StructLocate = Vt
    otherwise if Gはリスト
              then if Gは黒丸を有する
                   then StructLocate = Vlb
                   otherwise if Gは番号を付す
                             then  StructLocate = Vln
                             otherwise  StructLocate = Vl
              otherwise  StructLocate = Vg
　ここで、Vtrc、Vtr、Vtc、Vt、Vlb、Vln、Vl及びVgは、構造的事例に対する所定の検出
性の寄与度である。
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【０２４０】
　ドキュメントの構造的検出性を評価するこの特定の方法は例示的なものであり、本発明
の範囲を限定するものとみなされない。本発明が、ドキュメントの使いやすさやドキュメ
ントの質を評価するという状況において測定される個々のコンテンツ構造の組み合わせに
基づいてドキュメントの構造的検出性を決定する、という更に広範囲の概念に関連するよ
うに、例えば、オブジェクトを位置付けるための構造的支援に対する人間の反応の測定に
よって得られる関数など、他の構造的検出性決定方法を本発明の範囲内にあるとみなすべ
きである。
【０２４１】
　構造的な寄与度の他に、グループのメンバーをその効果的識別度によって他のグループ
メンバーから識別することができる。例えば、あるグループ内で長い段落を位置付けて（
すなわち、検出して）短い段落を無視したり、リストの中間の段落を位置付けたり（すな
わち、検出したり）する場合がある。効果的識別度の測定方法を検出性のために使用する
こともできる。しかし、オブジェクトをその近傍物と比較する代わりに、オブジェクトを
グループ内の同胞メンバー（同位のメンバー）と比較する。
【０２４２】
　考慮中のグループ要素のEffectiveDistinguish値を計算した後、その結果をDistinguis
hLocate=[(1/n)Σ(c+EffectiveDistinguish)-p]-1/p-cとして他の同胞メンバー（同位メ
ンバー）の各々と組み合わせることができ、この合計は総合的なn個の同胞グループメン
バー（同位グループメンバー）である。定数c及びpはTotalDistinguishの計算の場合と同
一の効果を有し、その際と同一の値にすることができる。
【０２４３】
　グループ内でのメンバー項目の位置付けやすさ（検出しやすさ）は、グループが含む項
目の数に依存する。グループ内に１又は２の項目しかない場合、項目の位置付け（検出）
は容易である。しかし、１０００の項目がある場合、特定の１つを位置付ける（検出する
）タスクはより困難になる。これは、プレゼンテーション方法に依存する。例えば、１０
０の要素のテーブルに提示された項目を見つけることは、１００の要素のリスト内の項目
を見つけることよりも難しくはない。要素Ｅを含むグループのサイズの影響を示す係数を
下記のように計算する。
【０２４４】
    G = parent(E)
    if G is a table 
    then GroupSizeFactor = (1-A+A/rows(G))*(1-A+ A/columns(G))
    otherwise GroupSizeFactor = (1 - A + A/elements(G));
すなわち、
    G = parent(E)
    if Gはテーブル
    then GroupSizeFactor = (1-A+A/rows(G))*(1-A+ A/columns(G))
    otherwise GroupSizeFactor = (1 - A + A/elements(G));
　ここで、rows(G)及びcolumns(G)はテーブルG内の行及び列の数であり、elements(G)は
グループG内の要素の数であり、Aはグループサイズを用いて係数の強さを制御するパラメ
ータである。
【０２４５】
　グループメンバーの位置付けに対する構造的寄与度を、識別度寄与度と組み合わせる。
この２つの寄与度の加重和を使用し、ここで重みはこれら２つの係数の相対重要度を決定
する。しかし、いずれかの寄与度によって要素を位置付けることができる場合、全体的な
結果はもう一方の寄与度に関わらず大きくなるはずである、と論じることができる。
【０２４６】
　組み合わされた結果は、グループのサイズに従って減少するはずである。これは、Memb
erLocate=(c-[wm

*(c-StructLocate)-p+(1-wm)
*(c-DistinguishLocate)-p]-1/p)*GroupSiz
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eFactorによって達成することができ、wmは識別度寄与度に対する構造的寄与度の重みで
あり、cは１よりもわずかに大きい定数であり、pは１よりも大きい数である。
【０２４７】
　図４８に示されるような検出性測度の組み合わせは、ドキュメントのメンバー検出性の
評価に有用である。
【０２４８】
　より具体的に、図４８に示されるようなメンバー検出性は、前述の構造的検出性、及び
／又は前述の識別された検出性の組み合わせとみなされる。図４８において、定量化され
たメンバー検出性の値は、メンバー検出性定量化器又は結合器回路２５を用いて、構造的
検出性及び識別された検出性を組み合わせることによって得られる。
【０２４９】
　この図はメンバー検出性定量化プロセス用の回路を示しており、このプロセスをマイク
ロプロセッサ及び／又はファームウェアによってソフトウェアで実行することもできるこ
とに注意する。定量化は特定の回路に限定されておらず、後述の方法を実施することので
きるソフトウェア及び／又はハードウェアの任意の組み合わせが可能である。
【０２５０】
　図４７に示されるような検出性測度の更なる組み合わせが、ドキュメントの直接検出性
の評価に有用である。
【０２５１】
　より具体的には、図４７に示される直接検出性は、メンバー検出性、識別度、分離性、
及び／又は視認性の組み合わせとみなされる。図４７において、定量化された直接検出性
の値は、直接検出性定量化器又は結合器回路２４を用いて、メンバー検出性、識別度、分
離性、及び／又は視認性を組み合わせることによって得られる。
【０２５２】
　この図は直接検出性定量化プロセス用の回路を示しており、このプロセスをマイクロプ
ロセッサ及び／又はファームウェアによってソフトウェアで実行することもできることに
注意する。定量化は特定の回路に限定されておらず、後述の方法を実施することのできる
ソフトウェア及び／又はハードウェアの任意の組み合わせが可能である。
【０２５３】
　本発明の好適な実施の形態において、要素の位置付けを助ける他のメカニズムは、目次
の頁番号、又は電子ドキュメント内のハイパーリンクのような、その要素の参照又はその
要素へのリンクである。例えば、目次によって、又は特定の単語の位置の索引を調べるこ
とにより、段落が見出される場合がある。位置付けやすさは、参照の数に伴って線形的に
変わらない場合がある。考慮中の要素の参照数がNrである場合、Nrの増加に伴って０から
１に非線形的に増加する関数をReferenceLocate=1-(Nr+1)-1/Pとして表すことができ、p
は更なる参照がどの程度強く寄与するかを決定する。
【０２５４】
　オブジェクトを位置付ける能力の参照の寄与度を評価するこの特定の方法は例示的なも
のであり、本発明の範囲を限定するものとみなされない。本発明が、ドキュメントの使い
やすさやドキュメントの質を評価するという状況において検出性の測度に対する参照の影
響を決定する、という更に広範囲の概念に関連するように、例えば、異なる程度の参照に
対する人間の反応の測定によって得られる関数など、参照から寄与度を決定する他の方法
を本発明の範囲内にあるとみなすべきである。
【０２５５】
　図５１に示されるように、使いやすさの決定に用いられる他のパラメータ又は要因は、
ドキュメントの全検出性の測定及び定量化である。
【０２５６】
　本発明の好適な実施の形態において、前述の個々の検出性寄与度を組み合わせて全検出
性測度とすることができる。まず、ある項目に対して最初の４つの寄与測度のうちのいず
れかが小さい場合、その特定の項目は、見分けが難しいか、その近傍物や同胞（同位のも
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の）と混同されるために、位置付けが難しい傾向にあることに注意する。これらの４つの
寄与度を、DirectLocate=([wv

*(c+Visibility)-p+ws
*(c+TotalSep)-p+wd

*(c+TotalDistin
guish)-p+wdl

*(c+DistinguishLocate)-p]-1/p-c)のように組み合わせることができ、wv、
ws、wd及びwdlは寄与度の相対重要度を示す重みであって合計で１になり、cはゼロによる
分割を防ぐために用いられる小さい数であり、pは、検出性に対する１つの不適当な寄与
度が総合的な結果をどの程度激しく悪化させるかを決定する。
【０２５７】
　次に、項目を直接位置付けるための測度、参照によって項目を位置付けるための測度、
及びその親によって項目を位置付けるための測度を全て組み合わせることができる。よっ
て、TotalLocate=c-[wn

*(c-DirectLocate)-p+wr
*(c-ReferenceLocate)-p+wp

*(c-TotalLoc
ate(parent))-p]-1/pであり、重みwn、wr及びwpは合計で１であり、cは１よりもわずかに
大きい数であり、pは１以上の数である。
【０２５８】
　ドキュメントの総合検出性は、全てのドキュメントコンテンツオブジェクト及びグルー
プの全検出性を組み合わせることによって決定される。これらの値を組み合わせる最も簡
潔な方法は、単純平均である。分離性及び識別度と同様に、検出性の値の小さいオブジェ
クト又はグループはいずれもドキュメント全体に不利な影響を著しく与えるため、冪の根
を組み合わせるなどによって更に大きな重みが与えられなくてはならないことが論じられ
る。
【０２５９】
　ドキュメントの総合検出性は、各ドキュメントコンポーネントの位置付けがどの程度容
易であるかを示す測度を計算してこれらの測度を組み合わせることにより、ドキュメント
内の項目の位置付けがどの程度容易であるかに関する総合的な能力を示す。ドキュメント
の検出性を計算するアルゴリズムが本明細書において提供される。このアルゴリズムは、
コンテンツツリーを再帰的にトラバースして重み付き平均を計算するが、重みwLはツリー
レベルLによって変わる場合がある。下記のルーチンがコンテンツのルートノードに対し
て実行される。
【０２６０】
    Locatability(G)
   ｛
      if G is a leaf node
      then return TotalLocate(G)
      otherwise
        for each child C of G 
          call Locatability(C) and find the average of these values A
      return wL * TotalLocate(G) + (1 - wL) * A
    ｝
すなわち、
    Locatability(G)
   ｛
      if Gはリーフノード（末端のノード）
      then TotalLocate(G)をリターン
      otherwise
        for Gの各子孫（下位のもの）C 
          Locatability(C)をコール and 値Aの平均を求める
      wL * TotalLocate(G) + (1 - wL) * Aをリターン
    ｝
　ドキュメントの検出性の総合的な程度を評価するこの特定の方法は例示的なものであり
、本発明の範囲を限定するものとみなされない。本発明が、ドキュメントの使いやすさや
ドキュメントの質を評価するという状況において測定される個々のコンテンツの分離性の
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組み合わせに基づいて分離性を決定する、という更に広範囲の概念に関連するように、例
えば、異なるコンテンツオブジェクト位置付け技術に対する人間の反応の測定によって得
られる関数など、他の検出性決定方法を本発明の範囲内にあるとみなすべきである。
【０２６１】
　図５１に示されるような検出性測度の組み合わせは、ドキュメントの全検出性の評価に
有用である。
【０２６２】
　より具体的には、図５１に示される全検出性は、直接検出性、参照検出性、及び／又は
親の検出性の組み合わせとみなされる。図５１において、定量化された全検出性の値は、
全検出性定量化器又は結合器回路２６を用いて、直接検出性、参照検出性、及び／又は親
の検出性を組み合わせることによって得られる。
【０２６３】
　この図は全検出性定量化プロセス用の回路を示しており、このプロセスをマイクロプロ
セッサ及び／又はファームウェアによってソフトウェア内で実行することもできることに
注意する。定量化は特定の回路に限定されておらず、後述の方法を実施することのできる
ソフトウェア及び／又はハードウェアの任意の組み合わせが可能である。
【０２６４】
　本発明の好適な実施の形態において、まずドキュメントの検索機能の強さの値を決定し
、次に、検索機能の強さに対するドキュメントの検索密度を決定することにより、ドキュ
メントの検索機能の程度を決定することができる。検索密度は、０と１との間の範囲に及
ぶ値にマップされ、１つの実施の形態では、1-c/(c+SearchDensity)によって示される関
係の評価からなる。cは典型的な検索密度のサイズである定数であり、Pは検索密度の増加
に伴って検索機能がどの程度速く１に達するかを決定する。
【０２６５】
　検索機能の強さは、検索を助けるように意図されるドキュメントの特徴によって決定さ
れる。これらの特徴は、テーブル要素の数、リスト要素の数、リストの黒丸の数、及びリ
スト要素番号の数又は他の参照ターミナルの数のうち少なくとも１つを含む。参照ターミ
ナルは、ラベル、本文参照用の章番号、又はハイパーリンク用のアンカーのような、参照
によって用いることのできる位置インジケータである。
【０２６６】
　このような特徴を集める１つの方法は、コンテンツツリーをトラバースしてこれらの特
徴を検索し、見つけた際にカウンタのカウントを増加させることである。
【０２６７】
　これらの特徴を集めるための例示的な再帰的アルゴリズムは、以下の通りである。
【０２６８】
    CollectSearchFeatures(G)
   ｛
      if G is a table
      then Ft = Ft + number of elements is G
        for each element E of G 
          CollectSearchFeatures(E)
      otherwise
        if G is a list
        then Fl = Fl + number of elements in G
        if G is bulleted
        then Fb = Fb + number of bullets in the list G
        if G is numbered
        then Fn = Fn + number of numbered elements in G
        for each element E of G
          CollectSearchFeatures(E)
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        otherwise
          if G is a group
          then for each element E of G
            CollectSearchFeatures(E)
          otherwise
            if G acts as a reference label
            then Fr = Fr + 1
            if G is an anchor
            then Fa = Fa + 1
    ｝
すなわち、
    CollectSearchFeatures(G)
   ｛
      if Gはテーブル
      then Ft = Ft + Gの要素の数
        for Gの各要素E 
          CollectSearchFeatures(E)
      otherwise
        if Gはリスト
        then Fl = Fl + Gの要素の数
        if Gは黒丸を付す
        then Fb = Fb + リストGの黒丸の数
        if Gは番号を付す
        then Fn = Fn + Gの番号付けされた要素の数
        for Gの各要素E
          CollectSearchFeatures(E)
        otherwise
          if Gはグループ
          then for Gの各要素E
            CollectSearchFeatures(E)
          otherwise
            if Gは参照ラベルとして機能
            then Fr = Fr + 1
            if Gはアンカー
            then Fa = Fa + 1
    ｝
　検索機能の総合的な強さを、種々の特徴寄与度の加重和として形成することができる。
例えば、SearchStrength=wt

*Ft+wl
*Fl+wb

*Fb+wn
*Fn+wr

*Fr+wa
*Faであり、wt、wl、wb、wn

、wr及びwaは重みであり、これらは合計で１になる。
【０２６９】
　ドキュメントのサイズも検索機能に影響を及ぼす可能性がある。小さなドキュメント内
にｎ個の特徴があることは、大きいドキュメント内のｎ個の特徴よりも有用であるはずで
ある。よって、ドキュメントサイズを、ドキュメントが含む情報の量として定義すること
ができる。ドキュメント情報を、ドキュメント記述内の文字の数によって近似することが
できる。例えば、SearchDensity=SearchStrength/NumberOfCharactersである。
【０２７０】
　これにより、ドキュメントの検索を可能にする特性の測度がもたらされるが、これは潜
在的に無限である。この測度を、０と１との間で変化する測度に変換することができる。
例えば、Searchability=1-c/(c+SearchDensity)Pであり、c及びPは、SearchDensityの増
加に伴い、Searchabilityがどの程度速く１に達するかを決定する。
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【０２７１】
　ドキュメントの検索機能の総合的な程度を評価するこの特定の方法は例示的なものであ
り、本発明の範囲を限定するものとみなされない。本発明が、ドキュメントの使いやすさ
やドキュメントの質を評価するという状況において、個々のコンテンツ検索支持特徴の組
み合わせに基づいてドキュメントの検索機能を決定する、という更に広範囲の概念に関連
するように、例えば、検索に影響を及ぼす異なる特徴に対する人間の反応の測定によって
得られる関数など、他の検索機能決定方法を本発明の範囲内にあるとみなすべきである。
【０２７２】
　図５２乃至図５７に示されるように、使いやすさの決定に用いられる他のパラメータ又
は要因は、ドキュメントのグループ同一性の測定及び定量化である。
【０２７３】
　本発明の好適な実施の形態において、グループ同一性は、グループのメンバーをグルー
プとして判断する能力である。グループ同一性の１つのインジケータは、本明細書では空
間コヒーレンスと呼ばれ、これは、グループのメンバーが全て頁上で互いに近接して位置
することを意味する。他のインジケータは、共通の背景又は取り囲む境界の存在、要素間
の均一なスタイル、要素の位置合わせ、リスト又はテーブルへの要素の編成、及びグルー
プの見出しの存在を含む。以下、これらのインジケータの測定及び組み合わせの態様を論
じる。
【０２７４】
　図５３及び図５４に示されるように、使いやすさの決定に用いられる他のパラメータ又
は要因は、ドキュメントの空間コヒーレンスの測定及び定量化である。
【０２７５】
　本発明の好適な実施の形態において、空間コヒーレンスは、全てのグループ要素（図５
５の１１０）が同一頁（図５５の１００）にある場合に計算される。ここで、グループ又
はグループ要素の境界ボックス（図５５の１１２０）を見出すことができると仮定する。
境界ボックス１１２０は、項目を囲み、垂直方向に位置合わせされた最小の長方形の幅及
び高さを与える。この決定では、面積は幅と高さを掛けたものであり、即ち、A(E)=W(E)*

H(E)である。グループGの空間コヒーレンスは、SpatialCoherence=(ΣA(Ei))/A(G)であり
、合計はグループGの要素Eiに対するものである。
【０２７６】
　あるいは、例えば、前述の式の二乗根を用いて、面積ではなく周長の比較を行ってもよ
い。あるいは、グループオブジェクトの凸包の周長を実際に計算し、これを割り、面積が
要素の全面積に適合する円の円周を得てもよい。
【０２７７】
　グループ要素が２頁以上にわたる場合、各頁の空間コヒーレンスを決定し、その結果を
組み合わせることができる。重み付き平均を用いることができ、その場合、頁の重みはそ
の頁上の要素の数に比例する。複数の頁にわたるグループを分離するペナルティーも含め
るべきである。例えば、関与する頁の数によって割ることができる。
【０２７８】
　図５３は、空間コヒーレンスの低い例である。図５４は、空間コヒーレンスの高い例で
ある。
【０２７９】
　本明細書に設けられるこの特定の空間コヒーレンス評価方法は例示的なものであり、本
発明の範囲を限定するものとみなされない。本発明が、ドキュメントの使いやすさやドキ
ュメントの質を決定するという状況において、特定の空間コヒーレンス決定方法のみでな
く、コンテンツグループ同一性の決定にコンテンツオブジェクトの空間コヒーレンスの測
度を用いる、という更に広範囲の概念に関連するように、例えば、コンテンツオブジェク
トの異なる空間配置に対する人間の反応の測定によって得られる関数など、他の空間コヒ
ーレンス決定方法を本発明の範囲内にあるとみなすべきである。
【０２８０】
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　図５６及び図５７に示されるように、使いやすさの決定に用いられる他のパラメータ又
は要因は、ドキュメントのスタイルの一貫性の測定及び定量化である。
【０２８１】
　本発明の好適な実施の形態において、複数の要素が１つのグループに属することを示す
他のインジケータは、これらの要素が全て同一のスタイルをもつ、ということである。グ
ループに対するスタイルの一貫性の測度は、スタイルの同一性を1-StyleSepとして定義す
ることである。StyleSepはスタイルの差異を測定し、全てのグループ要素をペアワイズで
比較し、これらの同一性の値を組み合わせる。組み合わせは、平均することにより行うこ
とができる。
【０２８２】
　本明細書に設けられるこの特定のスタイル同一性評価方法は例示的なものであり、本発
明の範囲を限定するものとみなされない。本発明が、ドキュメントの使いやすさやドキュ
メントの質を決定するという状況において、特定のスタイル同一性決定方法のみでなく、
コンテンツグループ同一性の決定にスタイルの同一性を用いる、という更に広範囲の概念
に関連するように、他のスタイル同一性決定方法を本発明の範囲内にあるとみなすべきで
ある。
【０２８３】
　グループの単なる第１のレベルよりも深く調べ、スタイルを比較する１つの方法は、コ
ンテンツツリーを再帰的に下方向に移動し、スタイルの一貫性に関してリーフ（末端）を
比較する方法である。見つけられたリーフのスタイルを、ツリー内の第１のリーフのスタ
イルと比較することができる。グループの全てのメンバーを互いに関連付けるスタイルの
特性を調べているため、簡潔なチェックとして、スタイル特性を第１のリーフと比較する
。異なる特性値を有するリーフがあった場合、その特性をグループメンバーシップのイン
ジケータとして使用することはできない。
【０２８４】
　全てのメンバーにおいて一貫性のあるスタイル特性の数をカウントし、その値はスタイ
ル一貫性の測度となる。第１のリーフを得るための手順は、以下の通りである。
【０２８５】
    GetFirstLeaf(G)
   ｛
      if G is a leaf
      then return G
      otherwise return GetFirstLeaf(FirstElement(G))
    ｝
すなわち、
    GetFirstLeaf(G)
   ｛
      if Gはリーフ（末端）
      then Gをリターン
      otherwise GetFirstLeaf(FirstElement(G))をリターン
    ｝
　ツリーをトラバースしてスタイル特性を比較し、総合的な一貫性を戻す例示的な手順は
以下の通りである。
【０２８６】
    LeafConsistency(G, StyleProperties, CurrentConsistency)
   ｛
      if G is a leaf
        then CurrentConsistency =
             CheckConsistency(G, StyleProperties, CurrentConsistency)
        otherwise
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          for each element E of G
            CurrentConsistency =
            LeafConsistency(E, StyleProperties, CurrentConsistency)
      return CurrentConsistency
    ｝
すなわち、
    LeafConsistency(G, StyleProperties, CurrentConsistency)
   ｛
      if Gはリーフ
        then CurrentConsistency =
             CheckConsistency(G, StyleProperties, CurrentConsistency)
        otherwise
          for Gの各要素E
            CurrentConsistency =
            LeafConsistency(E, StyleProperties, CurrentConsistency)
      CurrentConsistencyをリターン
    ｝
　ここで、StylePropertiesは第１のリーフのスタイル特性値を含む配列であり、Current
Consistencyは、これまでにチェックした全てのリーフが均一な値を有するか否かを各ス
タイル特性毎に示す配列である。
【０２８７】
　第１のリーフのスタイル特性に対するスタイル特性の実際のチェックを、以下のように
行うことができる。
【０２８８】
    CheckConsistency(G, StyleProperties, CurrentConsistency)
   ｛
      for each style property i
        if StyleValue(G, i) does not match StyleProperties[i]
        then CurrentConsistency[i] = 0
      return CurrentConsistency
    ｝
すなわち、
    CheckConsistency(G, StyleProperties, CurrentConsistency)
   ｛
      for 各スタイル特性i
        if StyleValue(G, i)がStyleProperties[i]に適合しない
        then CurrentConsistency[i] = 0
      CurrentConsistencyをリターン
    ｝
　スタイルの一貫性をチェックする手順は以下の通りである。
【０２８９】
    StyleConsistency(G)
   ｛
      E = GetFirstLeaf(G)
      for each style property i
     ｛
        StyleProperties[i] = StyleValue(E, i)
        CurrentConsistency[i] = 1
      ｝
      LeafConsistency(G, StyleProperties, CurrentConsistency)
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      return the sum of the CurrentConsistency array value
             divided by the array size.
    ｝
すなわち、
    StyleConsistency(G)
   ｛
      E = GetFirstLeaf(G)
      for 各スタイル特性i
     ｛
        StyleProperties[i] = StyleValue(E, i)
        CurrentConsistency[i] = 1
       ｝
      LeafConsistency(G, StyleProperties, CurrentConsistency)
      return 配列サイズで除したCurrentConsistency配列値の合計をリターン.
   　｝
　更に洗練された計算を行うことができる。図５６は、スタイルの一貫性に乏しい例であ
る。図５７は、スタイルの一貫性が良好な例である。
【０２９０】
　本明細書に設けられるこの特定の一貫性評価方法は例示的なものであり、本発明の範囲
を限定するものとみなされない。本発明が、ドキュメントの使いやすさやドキュメントの
質を決定するという状況において、特定の一貫性決定方法のみでなく、コンテンツグルー
プ同一性の決定に一貫性の測度を用いる、という更に広範囲の概念に関連するように、例
えば、コンテンツオブジェクトのスタイルの一貫性に対する人間の反応の測定によって得
られる関数など、他の一貫性決定方法を本発明の範囲内にあるとみなすべきである。
【０２９１】
　リーフ（末端）ノードの探索でツリーを下るほど、そのノードが、分析されている実際
のグループの特性を反映することが少なくなると論じることができる。従って、リーフノ
ードに関しては、固定した深さまでのツリーの検索のみを望む場合がある。非リーフ（末
端でない）ノードを、その特性の一貫性のために互いに比較することもできる。また、非
リーフノードの場合は、単にテーブル同士やリスト同士などを比較してもよい。しかし、
このことにより、検索に使用する適切な深さの問題が提起される。これに対処する１つの
方法は、全ての深さに対して一貫性を計算してその結果を組み合わせ、深さの浅い部分に
、深い部分よりも大きい重みを付けることである。
【０２９２】
　本発明の好適な実施の形態において、グループ同一性に対する寄与度の測度を、構造、
見出し、境界及び背景から計算することもできる。グループオブジェクトに背景（又は境
界）があるか、グループオブジェクトに見出し要素があるか、そしてグループオブジェク
トがリスト又はテーブルであるかを決定する手段を仮定し、グループが見出しを含むか否
かに基づいて見出しインジケータを生成することができる。下記の擬似コードはこのこと
を示す。
【０２９３】
    if first element of the group is a heading
      then HasHeading = 1
      otherwise HasHeading = 0
すなわち、
    if グループの第１要素は見出し
      then HasHeading = 1
      otherwise HasHeading = 0
　同様に、下記の擬似コードに示されるように、明確な背景要素及び／又は境界を調べる
ことができる。
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【０２９４】
    if the group has its own background
      then HasBackground = 1
      otherwise HasBackground = 0
    if the group has a border
      then HasBorder = 1
      otherwise HasBorder = 0
すなわち、
    if グループは背景を有する
      then HasBackground = 1
      otherwise HasBackground = 0
    if グループは境界を有する
      then HasBorder = 1
      otherwise HasBorder = 0
　テーブル索引を用いて、構造的寄与度をグループのタイプに基づいて得ることができる
。StructuralIdentity=StructIdentTable[type(G)]によって得られるように、リスト及び
テーブルを、コヒーレントなオブジェクトとして、未構築のグループよりも容易に認識で
きるはずである。
【０２９５】
　これらのグループ同一性インジケータを組み合わせて総合的な同一性測度にすることが
できる。この測度は重み付け平均によって得られるが、好適な実施の形態では、以下のよ
うに冪の重み付け平均の根を用いる。
【０２９６】
  GroupIdentity = c - [wsp * (c - SpatialCoherence)

-p

    + wst * (c - StyleConsistency)
-p

    + wah * (c - alignH)
-p + wav * (c - alignV)

-p

    + wh * (c - HasHeading)
-p

    + wbk * (c - HasBackground)
-p

    + wbd * (c - HasBorder)
-p

    + wsi * (c - StructuralIdentity)
-p]-1/p

　ここで、wsp、wst、wah、wav、wh、wbk、wbd及びwsiは重みであり、合計で１になる。
パラメータc及びpは、単一の良好な値が支配する程度を制御する。定数cは１よりもわず
かに大きく、冪pは一般的に１以上である。大きな値を支持する冪関数を用いてインジケ
ータを組み合わせることができる。
【０２９７】
　分離性及び識別度と同様に、グループ同一性の値の小さいオブジェクト又はグループは
いずれもドキュメント全体に強い影響を与える可能性があり、例えば冪の根として組み合
わせるなどでより大きな重みが与えられることが好ましい。コンテンツツリーを再帰的に
トラバースすることによってドキュメントグループ同一性を計算する擬似コードアルゴリ
ズムが提供される。このアルゴリズムは、単純な重み付き平均を計算する。重みwLはツリ
ーレベルＬによって変わり得る。DocumentGroupIdentityを見出すために、コンテンツツ
リーのルートノードに対してこのルーチンを呼び出す。
【０２９８】
    DocumentGroupIdentity(G)
   ｛
      if G is a leaf node
      then return 1
      otherwise
        for each child C of G
          call DocumentGroupIdentity(C) and find the  average of these values A
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      return wg * GroupIdentity(G) + (1 - wg) * A
    ｝
すなわち、
    DocumentGroupIdentity(G)
   ｛
      if Gはリーフノード
      then 1をリターン
      otherwise
        for Gの各子孫（下位のもの）C
          DocumentGroupIdentity(C)をコール and 値Aの平均を求める
      wg * GroupIdentity(G) + (1 - wg) * Aをリターン
    ｝
　本明細書に設けられるこの特定のグループ同一性評価方法は例示的なものであり、本発
明の範囲を限定するものとみなされない。本発明が、特定のグループ同一性決定方法のみ
ならず、ドキュメントの総合的なグループ同一性の決定に個々のグループ同一性の測度を
用いる、という更に広範囲の概念に関連するように、例えば、グループ同一性に関する異
なるドキュメント特性に対する人間の反応の測定によって得られる関数など、他のグルー
プ同一性決定方法を本発明の範囲内にあるとみなすべきである。
【０２９９】
　図５２に示されるような測度の組み合わせは、ドキュメントのグループ同一性の評価に
有用である。
【０３００】
　より具体的には、図５２に示されるように、グループ同一性は、空間コヒーレンス、ス
タイルの一貫性、構造的同一性、水平方向の位置合わせ、垂直方向の位置合わせ、見出し
、背景、及び／又は境界の組み合わせとみなされる。図５２では、定量化されたグループ
同一性の値は、グループ同一性定量化器又は結合器回路２７を用いて、空間コヒーレンス
、スタイルの一貫性、構造的同一性、水平方向の位置合わせ、垂直方向の位置合わせ、見
出し、背景、及び／又は境界を組み合わせることにより得られる。
【０３０１】
　この図はグループ同一性定量化プロセス用の回路を示しており、このプロセスをマイク
ロプロセッサ及び／又はファームウェアによってソフトウェアで実行することもできるこ
とに注意する。定量化は特定の回路に限定されておらず、後述の方法を実施することので
きるソフトウェア及び／又はハードウェアの任意の組み合わせが可能である。
【０３０２】
　前述のように、コンテンツグループの使いやすさを、寄与要因の測度の組み合わせとし
て計算する。これらの要因は、分離性、識別度、検出性、検索機能、及び／又はグループ
同一性を含むことができる。グループ要素同士の関係や、グループ要素とグループに属さ
ない近傍物との関係を用いて、これらの要因を計算することができる。
【０３０３】
　これらの関係は、例えば、空間コヒーレンス、空間分離、位置合わせ分離、見出し分離
、背景分離、及び／又はスタイル分離を含むことができる。各要因が、０と１の間の範囲
に及ぶ値を生じるように定義され、０が、品質値に対する使いやすさの寄与度が低いか又
は不十分であることを意味し、１が、品質値に対する使いやすさの寄与度が高いか又は十
分であることを意味する場合、これらの要因（及びおそらく他のこのような規則）を計算
し、組み合わせて、使いやすさに対する総合的な寄与度の測度をコンテンツグループの処
理から形成する。Viがi番目の規則に対して計算された値である場合、グループの使いや
すさの測度VEUは、これらの寄与度の関数Eとして形成される。即ち、VEU=E(V1,V2, …, V

N)である。
【０３０４】
　結合関数Eを寄与度の重み付き平均と同じ位簡潔にできるが、良くない寄与度が１つで
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もあると、残りがどんなに良くても使いやすさを台無しにしてしまう可能性があるため、
線形結合は好ましくない。その代わりに、VEU=(Σwi(d+Vi)

-p)-1/p-dを用いる。
【０３０５】
　係数wiは、各規則の相対重要度を特定する重みであり、これらは合計で１になるはずで
ある。指数pは、１つの不良な値が多くの良い値を圧倒する可能性のある非線形性を導入
する。pが大きいほど、この影響は大きくなる。
【０３０６】
　他の結合関数が可能であり、例えば、寄与度の積を用いることができる。寄与度の重み
付けが必要である場合、これを累乗法で行うことができる。即ち、VEU=ΠVi

wi'である。
【０３０７】
　本明細書に設けられた、コンテンツグループの使いやすさを評価するこの特定の方法は
例示的なものであり、本発明の範囲を限定するものとみなされない。本発明が、ドキュメ
ントの使いやすさやドキュメントの質を評価するという状況において、特定の使いやすさ
決定方法のみでなく、個々のグループ特性の測度の組み合わせを用いる、という更に広範
囲の概念に関連するように、例えば、グループの使いやすさに関する異なるドキュメント
特性に対する人間の反応の測定によって得られる関数など、グループの使いやすさを決定
する他の方法を本発明の範囲内にあるとみなすべきである。
【０３０８】
　図３５に示されるような使いやすさの測度の組み合わせは、ドキュメントの使いやすさ
の評価に有用である。
【０３０９】
　より具体的には、図３５に示されるように、グループの使いやすさは、分離性、識別度
、検出性、検索機能、及び／又はグループ同一性の組み合わせとみなされる。図３５では
、定量化されたグループの使いやすさの値は、使いやすさ定量化器又は結合器回路２０を
用いて、分離性、識別度、検出性、検索機能、及び／又はグループ同一性を組み合わせる
ことにより得られる。
【０３１０】
　この図は使いやすさ定量化プロセス用の回路を示しており、このプロセスをマイクロプ
ロセッサ及び／又はファームウェアによってソフトウェアで実行することもできることに
注意する。定量化は特定の回路に限定されておらず、後述の方法を実施することのできる
ソフトウェア及び／又はハードウェアの任意の組み合わせが可能である。
注目性
　広告や警告表示等の幾つかの文書では、文書が見る人の目及び注意を引くことが重要で
ある。従って、これらの文書の品質に寄与する重要な特性は、所与のレイアウトの注目性
である。本発明は、このような注目性の測度を計算する方法を提供する。
【０３１１】
　注目性は、より単純な複数の特性の組み合わせとして計算される。より単純な注目性特
性のいずれかが強く存在する場合には、その全体的な効果として目を引く文書となる。寄
与ファクタには、色彩の豊かさ、色の不調和、フォントサイズ、情報の軽さ、画像の割合
、及び／又は目新しさが含まれ得る。各ファクタは、０（注目性の値が低い、即ち悪いこ
とを意味する）～１（注目性の値が高い、即ち良好であることを意味する）の範囲の値を
生じるよう定義される。これら（及び可能であれば他のこのような規則）を計算して結合
し、全体的な注目性の測度を構成できる。Viがｉ番目の規則について計算された値である
場合に、注目性の測度VECはこれらの寄与の関数Eとして構成される。即ち、VEC = E(Vcl,
Vd,Vf,Vil,Vp ... Vn)となる。
【０３１２】
　結合関数Eは、これらの寄与の重み付き平均のような簡単なものであってよいが、他の
寄与因子がいかに悪くても、いずれかの良好な寄与因子によって、目を引く文書を生じ得
るので、線形結合は好ましくない。或いは、VEC = d - [Σwi(d - Vi)

-p]-1/pを用いる。
【０３１３】
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　式中、dは１より僅かに大きい数である。dの値が１に近いほど、良好な値によって他の
値が強く補償される。wi係数は、各規則の相対的な重要度を指定する重みであり、これら
の合計は１になるべきである。指数pは非線形性を導入するものであり、１つの良好な値
が多くの悪い値を圧倒する強さを増加させることもできる。pが大きいほどこの効果は大
きい。なお、この寄与ファクタを結合する式は、美観のファクタ又は使いやすさのファク
タを結合するための好ましい方法とは異なる。美観及び／又は使いやすさの場合には、い
ずれかの悪いファクタが品質を損なう。従って、結合すると、いずれかの低い寄与によっ
て低い結果が生じる。しかし、注目性に関しては、いずれかの良好なファクタが他を救済
し、結合すると、いずれかの高い寄与によって高い結果が生じる。
【０３１４】
　他の結合関数も可能であり、例えば、寄与の逆数の積の逆数をとることもできよう。寄
与の重み付けが望ましい場合には、これは指数計算によって行うことができる。即ち、VE
C = 1 - Π(1 - i)wi' となる。
【０３１５】
　本明細書で提供される、文書の注目性を評価する特定の方法は、例示的なものであり、
範囲の限定とは見なされてはならない。本発明が、注目性を判定する特定の方法のみでな
く、文書の注目性及び文書の品質を評価する状況において個々の測度の組み合わせを用い
るという遙かに広い概念にも向けられるように、例えば、人目を引く能力に関する文書特
性の変化に対して測定された人間の反応の関数等の、注目性を判定する他の方法も、本発
明の範囲内であると考えられるべきである。
【０３１６】
　図５８に示されるような測度の組み合わせは、文書の注目性の評価において有用である
。
【０３１７】
　具体的には、図５８に示されるように、注目性は、色彩の豊かさ、色の不調和、フォン
トサイズ、情報の軽さ、画像の割合、及び／又は目新しさの組み合わせであると考えられ
る。図５８では、定量化された注目性の値は、注目性定量化器又は結合回路３０を用いて
、色彩の豊かさ、色の不調和、フォントサイズ、情報の軽さ、画像の割合、及び／又は目
新しさの組み合わせによって導出される。
【０３１８】
　なお、この図は、注目性定量化処理のための回路を示しており、この処理は、マイクロ
プロセッサ及び／又は他のファームウェアによってソフトウェアで実行されてもよい。定
量化は特定の回路に限定されず、後述する方法論を実行可能なソフトウェア及び／又はハ
ードウェアの任意の組み合わせであってよい。
【０３１９】
　本発明の好ましい実施形態において、色は人目を引くものであり、グレーのページより
も明るいオレンジのページの方が良好に注意を引くことができる。ここで対象となる色の
第一の特性は彩度（又はクロミナンス（色差））である。１つの文書又はページの全体的
な色彩の豊かさの判定に使用可能な近似彩度値の計算には、複数の可能な方法がある。Ｒ
ＧＢ色空間で表される色の恐らく最も簡単な計算は、c = max(R,G,B) - min(R,G,B)であ
り、図５９に示されるように、式中、cは彩度（又はクロミナンス）であり、max及びmin
はそれぞれ最大関数及び最小関数である。
【０３２０】
　これに代わる計算は、c = [E2 + S2]1/2であり、式中、E = R - Gであり、S = (R + G)
 / 2 - Bである。
【０３２１】
　色がＬ*ａ*ｂ*色空間で表される場合には、クロミナンスはc = [(a*)2 + (b*)2]1/2と
して計算できる。
【０３２２】
　色の彩度値は、その色のオブジェクトの面積によって重み付けされる。次に、これを文
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書の合計面積で除算し、色彩の豊かさの測度を得る。即ち、Vcl = Σci Ai / Adとなる。
式中、Vclは色彩の豊かさの測度であり、ciはｉ番目のオブジェクトの彩度値であり、Ai
はそのオブジェクトの面積である。Adは文書全体の面積である。この合計は、文書中に見
られる全オブジェクトである。
【０３２３】
　本明細書で与えられる、コンテンツの色彩の豊かさを評価する特定の方法は例示的なも
のであり、範囲の限定とは見なされてはならない。本発明が、色彩の豊かさを判定する特
定の方法のみでなく、文書の注目性及び文書の品質を評価する状況において色彩の豊かさ
の測度を用いるという概念にも向けられるように、例えば、色の量及びタイプの変化に対
して測定された人間の反応の関数等の、色彩の豊かさを判定する他の方法も、本発明の範
囲内であると考えられるべきである。
【０３２４】
　本発明の好ましい実施形態において、１つのページに複数の色が存在する場合には、重
要なのは存在する色の彩度の量だけでなく、これらの色がどの程度調和しているかも重要
である。例えば、ピンクと緑は、ピンクとオレンジよりも遙かに調和する。ぶつかり合う
色は人目を引く。従って、注目性特性に対する寄与因子の１つは色の不調和である。
【０３２５】
　以下の議論では、色の不調和の計算を、一緒に見ることができる複数のオブジェクト（
即ち、１つのページ上の複数のオブジェクト）に関して説明する。文書が複数のページを
有する場合には、全てのページに対する色の不調和の平均値を決定可能である。
【０３２６】
　２つの色の間の色の不調和（又は調和）は、主にそれらの色相差によって決定される（
但し、色は十分な彩度と注目に値する面積とを有するべきである）。
【０３２７】
　当該技術分野では、近似色相値を色差成分の角度として計算する複数の方法が知られて
いる。例えば、上述したE値及びS値を用いて、色相をh = arctan(S/E)として定義するこ
とができる。
【０３２８】
　当該技術分野で周知のように、E=0の場合には特別な扱いが必要であり、E/Sと(-E)/(-S
)との混乱を回避するために、象限を判定するための符号の確認を行うべきである。この
結果を２πで除算して、０～１の値を得ることもできる。
【０３２９】
　Ｌ*ａ*ｂ*色空間では、h = arctan((b*)/(a*))を与える同様の計算を行うことができる
。
【０３３０】
　Ａ．Ｒ．スミス（A. R. Smith）によって説明されている、近似色相値を計算する別の
方法は、以下の擬似コードで表される。
v = max(R, G, B)
w = min(R, G, B)
c = v - w
r1 = (v - R) / c
g1 = (v - G) / c
b1 = (v - B) / c
if (R = = v)
   if (G = = w)
      h = 5 + b1
   else
      h = 1 - g1
else if (G = = v)
   if (B = = w)
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      h = 1 + r1
   else
      h = 3 - b1
   else
      if (R = = w)
         h = 3 + g1
   else
         h = 5 - r1
      h = h / 6
　色の不調和を計算するためには、まず、図６０に示されるように、どの色相が、問題と
なるのに十分な強さをもって存在するかを判定しなければならない。ページ上の各オブジ
ェクトについて、上述したように、その色の彩度及び面積を計算する。彩度が低いオブジ
ェクトは強く寄与するべきではない。これを実行する１つの方法は、彩度を閾値と比較し
て、彩度が不十分なオブジェクトを無視することである（即ち、Tcは閾値であり、ciはTc
よりも大きくなくてはならない）。
【０３３１】
　別の手法は、Ai' = Ai*ciのように、オブジェクトの面積を彩度によって重み付けする
ことである。彩度を面積の重み付けに用いる前に、彩度を累乗する等の別の変形も可能で
ある。
【０３３２】
　そのページ上で見られる各色相の面積を決定するために、識別された色の面積を全ての
オブジェクトにわたって合計することができる。H[n*hi] = H[n*hi] + Ai'等の疑似コー
ド表現によって、これらの面積を、ｎ個の可能な色相のバケットのテーブルHに集めるこ
とができる。式中、hiはｉ番目のオブジェクトの色相であり、Ai'はその重み付き面積で
ある。
【０３３３】
　色の不調和を判定するために、見出された各色相を、見出された他の各色相と比較する
。即ち、Hテーブルによって表される全ての色を互いに比較する。Hテーブルによって各色
相で見える面積の量がわかり、Hテーブルを用いて、或る色の合計面積が考慮するに値し
ないほど小さい場合を無視することができる。或いは、１つのページ上の複数のオブジェ
クトの色を集める別の方法は、各オブジェクトの色をその近傍の色と比較することである
。どの方法を用いるかに関わらず、全ての比較結果を何らかの方法で結合しなければなら
ない。これを行う簡単な方法は、単に、比較によって遭遇した最大不調和値を保存するこ
とである。擬似コードの例は以下の通りである。
Vd = 0
 for i from 1 to n
   ｛ for j from i to n
         ｛ dissonance = calculateDissonance(i, j, H[i], H[j])
             if dissonance > Vd
                Vd = dissonance
          ｝
    ｝
　このcalculateDissonance関数は、以下のようになり得る。
calculateDissonance(i, j, ai, aj)
｛
    if ai > bigEnough and aj > bigEnough
         return dissonanceTable[j - i]
   otherwise
        return 0
　｝
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　ここで、bigEnoughは、色の小さな面積を無視するために用いられる閾値であり、disso
nanceTableは色の不調和値のテーブルである。
【０３３４】
　テーブルを用いることにより、任意の所望の関数形状を用いることが可能になるが、不
調和値を直接計算することも可能である。不調和テーブルは、色の調和及び不調和のモデ
ルを捕捉する。簡単なモデルは、色の調和がそれらの色相差のみに依存し、それらの絶対
的な色相には依存しないものである。このモデルを用いる場合、不調和テーブルは色相差
のみでインデックスされればよい。このようなモデルの一例では、類似した（離間が０度
に近い）色相角、又は反対の（１８０度離間した）色相角、又は色相環を３分の１回った
（１２０度離間した）色相角を有する色が、調和していると見なされ、他の色相角の差は
不調和であると見なされる。不調和テーブルに格納されたこれらの値は、図９６でグラフ
ィカルに示されるものと類似して見える。
【０３３５】
　別の計算も可能である。例えば、各不調和索引を、測定において考慮中の２つの色相の
面積の積で重み付けして、全ての比較にわたる重み付きの不調和の結果を合計してもよい
。この合計は、全ての面積の積の合計（不調和の結果は要素に入れない）によって除算す
ることによって正規化されるべきである。この計算により、最大不調和の代わりに、より
多くの且つ全体的な平均不調和測度が与えられる。本明細書で与えられる、コンテンツの
色の不調和を評価する特定の方法は例示的なものであり、範囲の限定とは見なされてはな
らない。本発明が、色の不調和を判定する特定の方法のみでなく、文書の注目性及び文書
の品質を評価する状況において色の不調和の測度を用いるという概念にも向けられるよう
に、例えば、色の量及びタイプの変化に対して測定された人間の反応の関数等の、色の不
調和を判定する他の方法も、本発明の範囲内であると考えられるべきである。
【０３３６】
　本発明の好ましい実施形態において、注目性のための別のメカニズムは大きなフォント
を用いることである。これにより、離れた位置からもテキストを読むことができると共に
、そのテキストに重要な印象を与える。文書が白黒で表される場合にこのメカニズムを用
いることができる。ここで重要なのは（平均ではなく）最大フォントサイズである。これ
は、全ての使用フォントをステップスルーし（又は、全テキストをステップスルーしてフ
ォントを見出し）、最大のものを記録することによって求めることができる。他の測度と
結合するために、求められた最大フォントサイズは０～１の数に変換されるべきである。
【０３３７】
　これを行う方法はVf = f / (fn + f)である。式中、fは求められた最大フォントサイズ
であり、fnは一般的な文書中に見出される一般的なフォントサイズに近い（例えば８又は
１０ポイント）。
【０３３８】
　最大フォントを、文字数の関数によって重み付けすることを考慮してもよい。しかし、
存在する文字が少ない場合にのみ、文字数の増加が文書の注目性を高め得る一方で、文字
数が多い場合にはこの効果は低減されることがある。
【０３３９】
　文書内の全てのフォントを同時に考慮することにより、フォントサイズの影響を計算で
きるが、別の方法として、各ページの影響を個別に判定し、次に、これらのページの結果
を結合する方法がある。ページの結果の結合は単純な平均によって行ってもよく、これは
プレゼンテーション等の文書に対しては適切であり得る。しかし、多くの文書にとっては
、１つのページ（例えば表紙）が人目を引けば十分であり、個々のページ寄与のいずれか
が高い場合に高スコアを与える非線形の結合方法を用いる方が良好であり得る。或いは、
最初のページが他のページよりも高く重み付けされる重み付き平均を用いてもよい。
【０３４０】
　本明細書で与えられる、フォントサイズの影響を評価する特定の方法は例示的なもので
あり、範囲の限定とは見なされてはならない。本発明が、フォントサイズの測度を判定す



(52) JP 4624026 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

る特定の方法のみでなく、文書の注目性及び文書の品質を評価する状況においてフォント
及びフォントサイズの測度を用いるという概念にも向けられるように、例えば、フォント
のサイズ及びタイプの変化に対して測定された人間の反応の関数等の、フォントサイズを
判定する他の方法も、本発明の範囲内であると考えられるべきである。
【０３４１】
　本発明の好ましい実施形態において、情報が密に詰まったページでは、一般的に、情報
が小さく且つ均一であることが必要であり、人目を引く可能性が低い。情報は、例えば、
無視され易い小さな黒いテキストと人目を引く大きな色付きのテキストとの混合体として
示される場合があるので、これは色やフォントサイズのような厳密な指標ではない。それ
にも関わらず、情報の軽さ（情報の密度の逆）を、文書の注目性挙動に関するまた別の手
掛かりとして用いることができる。
【０３４２】
　テキストについては、存在する情報の大まかな測度は、単に、その情報の符号化に用い
られた文字数Ncである。単語数のカウント等の別の測度を考慮してもよい。
【０３４３】
　グラフィック図形については、その図形を構築するために用いられている基本的図形構
成体（線、矩形、円、弧、ストローク、三角形、多角形等）の数をカウントすることがで
きる。図形構成体のカウントNgを倍率値（scaling value）で乗算して、テキストの測度
に対して標準化してもよい。
【０３４４】
　画像の情報量Npの見積りは、より厄介である。１つの簡単な手法は、単に、各画像に対
して一定の情報見積り値を含むことである。
【０３４５】
　別の手法は、近傍の値からの画素値の分散を合計し、画像面積によって除算することで
ある。画像中に見出される情報を見積るために、別の手法を用いることも可能である。こ
の測度をテキストの測度と一致させるために、見積りには画像の倍率（scaling factor）
も必要となり得る。総情報量は、Nt = Nc + sgNg + spNpとなる。
【０３４６】
　情報密度は、総情報量を文書面積で除算したもの、即ち、Id = Nt / Adである。
【０３４７】
　これを０～１の範囲の数に変換するために、ここでもVid = Id / (a + Id)の方法を用
いることができる。式中、ａは一般的な情報密度の値に近い定数である。
【０３４８】
　情報の軽さは、Vil = 1 - Vidによって計算されるような、情報密度の逆数として定義
できる。
【０３４９】
　本明細書で与えられる、情報の密度及び軽さを評価する特定の方法は例示的なものであ
り、範囲の限定とは見なされてはならない。本発明が、情報の密度又は軽さを判定する特
定の方法のみでなく、文書の注目性及び文書の品質を評価する状況において情報の軽さの
測度を用いるという概念にも向けられるように、例えば、情報の量及び面積の変化に対し
て測定された人間の反応の関数等の、情報の軽さを判定する他の方法も、本発明の範囲内
であると考えられるべきである。
【０３５０】
　本発明の好ましい実施形態において、画像は純粋なテキストよりも人目を引く。中身は
話を伝えるための単純なテキストのみであるペーパーバック本の表紙に、見る人を惹きつ
けて購入させることを意図した画像がある理由は、これである。当然ながら、全ての画像
が等しく面白いわけではなく、画像の注目性の真の測度には、画像コンテンツの何らかの
分析が必要であろう。それでも、文書中に何らかの画像が存在することは、一般的に、よ
り高い注目性の指標である。このことの簡単な測度は、画像が占める文書面積の割合Apで
ある。標準化された測度はVp = Ap / Adである。
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【０３５１】
　本明細書で与えられる、画像の割合を評価する特定の方法は例示的なものであり、範囲
の限定とは見なされてはならない。本発明が、画像の割合を判定する特定の方法のみでな
く、文書の注目性及び文書の品質を評価する状況において画像の割合の測度を用いるとい
う概念にも向けられるように、例えば、画像情報の量の変化に対して測定された人間の反
応の関数等の、画像の割合を判定する他の方法も、本発明の範囲内であると考えられるべ
きである。
【０３５２】
　本発明の好ましい実施形態において、文書がどの程度人目を引くかの別の指標は、文書
の目新しさ、即ち、予期されないものや従来的でないものの存在である。当然ながら、何
かが予期されない又は従来的でないものであるか否かを知るには、まず、予期されるもの
や従来的なものの何らかのモデルがなければならない。このようなモデルはかなり複雑に
なり得ると共に、文書のタイプ及び想定される使用法等のファクタを含み得る。しかし、
この目新しさの使用は簡単なモデルで示される。そのモデルは、各スタイルパラメータに
対して期待される単一の典型値である。
【０３５３】
　スタイルパラメータとは、文書の外観及びプレゼンテーションを支配する使用可能な選
択肢である。スタイルパラメータは、背景及び飾り罫の存在、飾り罫及び罫線の太さ、段
落のインデント及び間隔、リストのインデント、リストの黒丸、フォントのスタイル、フ
ォントの太さ等を含み得る。スタイルパラメータには、フォントサイズ及び色の選択も含
まれ、これらについては先に個別に考慮した。
【０３５４】
　完全を期するためには、色及びフォントサイズを目新しさの見積りに含むことが適切で
あると思われるが、注目性に関する色及びフォントサイズの寄与は、非従来性のみで説明
されるよりも遙かに大きいので、これらは、注目性の計算において区別されるべきである
とも思われる。
【０３５５】
　簡単なモデルでは、各スタイルパラメータPiは期待値P0iを有する。しかし、任意のス
タイルパラメータ、特に二値の（又は列挙された）選択肢を有するパラメータについては
、実際のスタイルPiが期待値P0iに一致しない場合には、一定の目新しさの寄与niを単純
に加えることができる。例えば、（恐らくは罫線の幅又はフォントサイズの場合のように
）スタイルパラメータが期待値から絶えず変化し得る場合には、より複雑な計算も可能で
ある。スタイルの違いの関数は、目新しさの寄与として、ni = F(Pi - P0i)で計算できる
。
【０３５６】
　列挙されたスタイル値については、テーブル索引を用いて、目新しさの寄与に対するよ
り高い柔軟性及び制御を得ることができる。即ち、ni = T[Pi] となる。
【０３５７】
　文書全体の目新しさは、全てのスタイル設定についての目新しさの寄与の平均をとるこ
とによって求めることができる。従って、文書がｍ個のスタイル選択肢を有していた場合
には、平均的な目新しさはVn = Σni / mとなる。
【０３５８】
　期待値P0iは先験的に設定可能であり、或いは、好ましくは、典型的な文書のスタイル
設定を調べることによって求めることができる。期待値P0iが文書の分析によって決定さ
れる場合には、分析を進行形で（on-going basis）行うことができ、現在の典型的な文書
スタイルに合わせることが可能となる。
【０３５９】
　より複雑なモデルでは、スタイルの期待値は、その文書の論理構造におけるコンテンツ
項目の位置に依存し得る。従って、見出しに期待されるフォントスタイルには、本文テキ
ストに期待される設定とは異なる重み付けがされてもよい。しかし、どのように計算され
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ても、目新しさは、文書の注目性に関する手掛かりを提供できる。
【０３６０】
　本明細書で与えられる、目新しさを評価する特定の方法は例示的なものであり、範囲の
限定とは見なされてはならない。例えば、異なるスタイルに対して測定された人間の反応
の関数等の、目新しさを判定する他の方法も、本発明の範囲内であると考えられるべきで
ある。本発明は、目新しさを判定する特定の方法のみでなく、文書の注目性及び文書の品
質を評価する状況において目新しさの測度を用いるという概念にもかかるものである。
面白さ（興味）
　文書の品質に寄与する注目性に類似した文書特性は、文書が注意及び興味を持続させる
能力である。文書の面白さに対する主な寄与因子はその主題であるが、その主題のプレゼ
ンテーション（スタイル及びフォーマット）も面白さのレベルに影響し得る。本発明は、
スタイル及びフォーマットの決定のために、面白さに寄与するより単純なファクタの組み
合わせとして計算される、面白さの測度を計算する方法を提供する。より単純な面白さの
ファクタのいずれかが強く存在する場合には、全体的な効果として面白い文書になる。
【０３６１】
　ファクタとしては、多様性、変化率、強調、グラフィックの割合、色彩の豊かさ、色の
不調和、画像の割合、及び／又は目新しさが含まれ得る。これらの各ファクタに対する計
算方法が定められると共に、各ファクタは、０（面白さ（興味）の値が低い、即ち悪いこ
とを意味する）～１（面白さの値が高い、即ち良好であることを意味する）の範囲の値を
生じるように設計される。これら（及び可能であれば他のこのようなファクタ）を計算し
て結合し、全体的な面白さの測度Viを構成できる。注目性特性について上述した方法と同
様の方法により、個別のファクタを結合できる。
【０３６２】
　本明細書で提供される、文書が興味を持続させる能力を評価する特定の方法は、例示的
なものであり、範囲の限定とは見なされてはならない。本発明が、興味を持続させる能力
を判定する特定の方法のみでなく、文書の面白さ及び文書の品質を評価する状況において
個々の測度の組み合わせを用いるという遙かに広い概念にも向けられるように、例えば、
興味を持続させる能力に関する文書特性の変化に対して測定された人間の反応の関数等の
、文書がどの程度良好に興味を持続させるかを判定する他の方法も、本発明の範囲内であ
ると考えられるべきである。
【０３６３】
　図６２に示されるように、面白さの判定に用いられる別のパラメータ又はファクタは、
文書の多様性の測定及び定量化である。
【０３６４】
　本発明の好ましい実施形態において、文書を見て面白いものにする１つの方法は、その
プレゼンテーションに多様なスタイルを含むことである。スタイルパラメータは、文書の
外観及びプレゼンテーションを支配する使用可能な選択肢である。スタイルパラメータは
、背景及び飾り罫の存在、飾り罫及び罫線の太さ、段落のインデント及び間隔、リストの
インデント、リストの黒丸、フォントのスタイル、フォントの太さ、フォントのサイズ、
色の選択等を含み得る。
【０３６５】
　スタイルパラメータは、グループ化してコンテンツの論理構造と関連付けることができ
る。例えば、文字列と関連付けられるスタイルパラメータとしては、フォントファミリー
、フォントのサイズ、フォントのスタイル、フォントの太さ及び色が含まれる。
【０３６６】
　段落と関連付けられるスタイルパラメータとしては、インデント、行の長さ、行間隔、
前後の間隔及び行揃え（quadding）が含まれる。
【０３６７】
　リストと関連付けられるスタイルパラメータとしては、リストの左右のインデント、黒
丸又は番号のスタイル、及び黒丸の位置が含まれる。
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【０３６８】
　多様なスタイルを判定する際に、その文書中に存在するスタイルの数をカウントするが
、このことは、異なるスタイルを構成するものは何であるかという疑問を提起する。スタ
イルパラメータは個々に考慮されるべきであるのか、それともグループとして考慮される
べきであるのか。
【０３６９】
　例えば、文書が１２ポイントの太字のフォントと、１０ポイントの通常の太さのフォン
トとを含む場合、これは４つのスタイル（２通りのサイズと２通りの太さ）であるのか、
又は単に２つのスタイル（２通りのフォント）であるのか。好ましい実施形態においては
、この答えは２つであり、スタイルは組み合わせで考慮されるべきである。
【０３７０】
　しかし、これは依然として、どの組み合わせを考慮すべきかという疑問を残す。黒丸を
用いないリストに１２ポイントの太字を用いると共に、黒丸を用いたリストに１０ポイン
トの通常の太さの字を用いる場合、これは、依然として２つのスタイルのみであるのか、
又は、リストのスタイルとフォントのスタイルとを個々に考慮すべきであるのか。この答
えはあまり明確ではない。
【０３７１】
　しかし、任意のスタイルパラメータが変更された場合に全体として新たなスタイルが生
じるというように、正しくグループ化されたスタイルパラメータがスタイルパラメータの
全セットになると考える場合には、スタイルの組み合わせの事例が爆発的に増える可能性
がある。この手法を除外するものではないが、好ましい方法では、スタイルパラメータは
、それらが関連付けられたコンテンツのタイプに従ってグループ化される（即ち、テキス
トスタイル、段落スタイル、グラフィックスタイル、リストスタイル、表スタイル、コン
テンツ要素背景スタイル、等）。
【０３７２】
　従って、上述した例では、文書中の４つのスタイル選択肢に対して、２つのテキストス
タイル及び２つのリストスタイルを有する。この手法では、文書の階層構造によるスタイ
ルパラメータの肥大から生じる問題も回避される。文書がリストの中にリストを含み、そ
の中にさらにリストを含む場合には、好ましい手法では、この構造の全てのスタイル選択
肢を含む何らかの新たな大きなグループではなく、単純なリストスタイルグループの３つ
の事例が与えられる。
【０３７３】
　スタイルの多様性を見積もるために、まず、分析に含めるスタイルパラメータ及びパラ
メータグループを決定する。例えば、テキストスタイル、段落スタイル及びグラフィック
スタイルのみを考慮するよう決定してもよい。テキストについては、フォントファミリー
、サイズ、太さ、スタイル及び色を考慮する。グラフィックについては、塗りつぶし色、
エッジ色及びエッジの太さを考慮する。段落については、行の長さ、行間隔、行揃え及び
１行目のインデントを考慮する。
【０３７４】
　各タイプのスタイルグループに対して１つずつの、３つのリストが構成される。リスト
の要素は、そのグループのスタイルパラメータの値を含む。次に、文書の論理構造をステ
ップスルーして、スタイル設定について分析される各論理要素を調べる（この例では、各
テキストセグメント、グラフィック要素及び段落である）。各論理コンテンツ要素のスタ
イルパラメータ設定を検討し、対応するリストをチェックして、一致する値のセットを有
するエントリーが作られているか否かを確認する。
【０３７５】
　一致するリストエントリーが見出された場合には、このコンテンツ要素についてはこれ
以上何かを行う必要はない。しかし、一致するものをリストが含んでいない場合には、新
たなスタイル値のセットを含む新たなリスト要素を構成してリストに加えるべきである。
【０３７６】
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　文書の分析の終了時には、リストは、見出されたスタイルパラメータの組み合わせの全
てを含んでいるべきである。次に、単にリスト要素の数をカウントして、用いられている
スタイルの数を判定することができる。全てのリストのサイズを組み合わせて、１つの全
体的スタイルカウントを構成すべきである。１つのコンテンツ形態の多様性を、他のコン
テンツ形態の多様性よりも高くカウントすることが望まれる場合には、複数のリストサイ
ズを加算する際に、それらに重み付けを行ってもよい（例えば、段落スタイルの多様性を
、グラフィックの多様性よりも高くカウントしてもよい）。その結果、スタイルの変化s
の全体的な重み付きカウントは、s = Σwxsxとなる。式中、sxはｘ番目のスタイルリスト
のサイズであり、wxはその重みである。
【０３７７】
　スタイルの多様性の測度を、面白さに対する他の寄与と結合するために、この重み付き
カウントを０～１の範囲の数に変換すべきである。これは、VV = s / (as + s)として行
うことができる。式中、VVは多様性の測度であり、asは、一般的な文書において期待され
るスタイル数のサイズに関する定数である。図６２は高い多様性の一例である。
【０３７８】
　本明細書で与えられる、文書のコンテンツ及びスタイルの多様性を評価する特定の方法
は例示的なものであり、範囲の限定とは見なされてはならない。本発明が、多様性を判定
する特定の方法のみでなく、文書の面白さ及び文書の品質を評価する状況において多様性
の測度を用いるという遙かに広い概念にも向けられるように、例えば、多様性に関する文
書特性の変化に対して測定された人間の反応の関数等の、多様性を判定する他の方法も、
本発明の範囲内であると考えられるべきである。
【０３７９】
　図６３に示されるように、面白さの判定に用いられる別のパラメータ又はファクタは、
文書の変化率の測定及び定量化である。
【０３８０】
　本発明の好ましい実施形態において、興味を持続させるのは文書中のスタイルの多様性
のみでなく、スタイルの変化率も興味を持続させる要素である。表されているスタイルの
組み合わせが２つだけの場合でも、文書がそれらの間で頻繁に切り替われば、１回だけ切
り替わる場合よりも面白い。
【０３８１】
　スタイルの変化率の計算は、上述したスタイルの多様性の計算と類似しており、同じス
タイルパラメータ及びグループ化を用いる。しかし、各グループについて、（それまでに
遭遇した全セットのリストではなく）最も最近遭遇したスタイルパラメータセットの単一
の記述を保存すればよい。例えば、最も最近遭遇したテキストスタイルパラメータの単一
のセットと、グラフィックスタイルパラメータの単一のセットと、最も最近遭遇した段落
パラメータの単一のセットとになる。文書の論理的記述をステップスルーして、スタイル
設定を調べる。コンテンツ要素が、最も最近見たものとは異なるスタイルパラメータを有
する場合には常に、そのスタイルグループの変化のカウントが増分され、次のコンテンツ
要素に用いられている新たなスタイル値のセットが記憶される。多様性の計算と同様の方
法で、変化のカウントを重み付けして組み合わせ、全体的な重み付き変化カウントcを構
成できる。c = Σwxcxであり、式中、cxはｘ番目のスタイルグループの変化のカウントの
サイズであり、wxはその重みである。
【０３８２】
　スタイルの変化率の測度を、面白さに対する他の寄与と結合するために、この重み付き
カウントを０～１の範囲の数に変換すべきである。これは、Vch = c / (ach + c)として
行うことができる。式中、Vchは多様性の測度であり、achは、典型的な文書に期待される
スタイル変化数のサイズに関する定数である。図６２は高い変化率の一例である。
【０３８３】
　本明細書で与えられる、文書のスタイルの変化率を評価する特定の方法は例示的なもの
であり、範囲の限定とは見なされてはならない。本発明が、変化率を判定する特定の方法
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のみでなく、文書の面白さ及び文書の品質を評価する状況において変化率の測度を用いる
という遙かに広い概念にも向けられるように、例えば、知覚される変化率に関する文書ス
タイル特性の変化に対して測定された人間の反応の関数等の、変化率を判定する他の方法
も、本発明の範囲内であると考えられるべきである。
【０３８４】
　本発明の好ましい実施形態において、フォントスタイルにはテキストの強調のために選
択されるものもある。大きいテキスト、太字のテキスト及び下線付きテキストは全て、通
常のテキストのプレゼンテーションよりも重要であるという暗示を有する。この暗示され
た重要性は、読み手に、目を覚まして注意を払うように伝える。従って、観察者の注意を
持続させることに対して特別に寄与する。各文字に対する強調の値を合計し、合計文字数
で除算することにより、１つの文書中のテキストに対する平均強調測度を計算できる。即
ち、Ve = Σe(t) / ncとなる。式中、Veは強調の測度であり、eは文字tに対する強調関数
であり、その合計は強調された全ての文字であり、ncは合計文字数である。
【０３８５】
　関数e(t)は、テキストのサイズ、太さ、変形及びコントラストについてのファクタを含
むべきである（フォントスタイル等の他のファクタも含まれ得る）。フォントサイズが大
きいほど強調が強いが、０～１の範囲のファクタを有するのが好ましい。size(t) / afs 
+ size(t)のような式でこれを行う。式中、afsは一般的なフォントサイズに関する定数で
ある。フォントの太さ（例えば、細字、通常、太字、特太）は一般的な列挙された値であ
り、各太さについての適切な強調ファクタのテーブルであるew[weight(t)]を強調関数に
用いることができる。同様に、フォントの変形（例えば、通常、下線、取り消し線、白抜
き）を、ev[variant(t)]のようなテーブル索引として扱うことができる。
【０３８６】
　テキストの強調の強さには、コントラストも関与する。背景に対するコントラストが低
いテキストが有するインパクトは、コントラストが高いテキストと同程度ではない。上述
したように、輝度コントラストは2|Yb - Yf| / (Yb + Yf)として計算できる。式中、Ybは
背景の輝度であり、Yf = Lum(t)はテキストの輝度である。
【０３８７】
　強調関数の一例は次の通りである。
e(t) = (size(t) / (afs + size(t))) ew[weight(t)] ev[variant(t)] (2|Yb - Lum(t)| 
/ (Yb + Lum(t)))
　なお、フォントスタイル（例えばイタリック体）等の他の特性を含んでもよい。本明細
書で与えられる、強調を評価する特定の方法は例示的なものであり、範囲の限定とは見な
されてはならない。本発明が、強調を判定する特定の方法のみでなく、文書の面白さ及び
文書の品質を評価する状況において強調の測度を用いるという遙かに広い概念にも向けら
れるように、例えば、強調に関する文書スタイル特性の変化に対して測定された人間の反
応の関数等の、強調を判定する他の方法も、本発明の範囲内であると考えられるべきであ
る。
【０３８８】
　図６４に示されるように、面白さの判定に用いられる別のパラメータ又はファクタは、
文書のグラフィックの割合の測定及び定量化である。
【０３８９】
　本発明の好ましい実施形態において、概念及び考えを説明又は図示するために、グラッ
フィク構成体が頻繁に用いられる。グラッフィク構成体は、コンテンツに多様性も加味す
る。従って、グラフィックは文書をより面白くできるので、グラフィックコンテンツの測
度は、文書がどの程度面白いかの見積もりに寄与すべきである。
【０３９０】
　グラフィックの寄与の１つの簡単な測度は、文書中で遭遇したグラフィックコンテンツ
オブジェクトの単純なカウントである。
【０３９１】
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　別の手法は、遭遇した各グラフィックコンテンツオブジェクトを囲む境界ボックスの面
積を合計することである。次に、この合計を文書全体の面積で除算し、０～１の範囲の数
を得ることができる。
【０３９２】
　第３の手法は、グラフィックコンテンツオブジェクトを詳細に調べて、オブジェクトを
構成する線、曲線、矩形、多角形及び楕円形等の基本的描画オブジェクトをカウントする
ことである。この手法は、グラフィックの複雑さのより良好な測度を与え、そのグラフィ
ックがどの程度面白いかを表すより良好な測度となり得る。様々な基本描画のカウントを
、その基本描画がどの程度面白いかを示すために重み付けして（例えば、楕円形を矩形よ
りも面白いと見なしてもよい）合計し、全体的な重み付きグラフィックカウントを与える
ことができる。即ち、g = Σwxgxとなる。式中、gxはグラフィック構成体のｘ番目のタイ
プのカウントであり、wxはその重みである。
【０３９３】
　グラフィック割合の測度を、面白さに対する他の寄与と結合するために、この重み付き
カウントを０～１の範囲の数に変換すべきである。これは、Vg = g / (ag + g)として行
うことができる。式中、Vgは多様性の測度であり、agは、一般的な文書に期待されるグラ
フィックの基本描画数のサイズに関する定数である。
【０３９４】
　或いは、グラフィックの基本描画のカウントを、文書中の合計基本描画（文字及び画像
を含む）のカウントNdpで除算する。この手法では、文書サイズに対する依存性が取り除
かれる。即ち、Vg = g / Ndpとなる。図６４は高いグラフィック割合の一例を示す。
【０３９５】
　本明細書で与えられる、グラフィックの割合を評価する特定の方法は例示的なものであ
り、範囲の限定とは見なされてはならない。本発明が、グラフィックの割合を判定する特
定の方法のみでなく、文書の面白さ及び文書の品質を評価する状況においてグラフィック
割合の測度を用いるという遙かに広い概念にも向けられるように、例えば、グラフィック
割合に関する文書スタイル特性の変化に対して測定された人間の反応の関数等の、グラフ
ィック割合を判定する他の方法も、本発明の範囲内であると考えられるべきである。
【０３９６】
　注意を引くと共に文書を見る人の目を引くファクタの幾つかは、注意及び興味を持続さ
せる役割もする。この統合的に使用するファクタの例として、色彩の豊かさ、色の不調和
、画像の割合及び目新しさを挙げることができる。注意と興味との間の挙動の違いは、相
対的な重要性又は重みの１つである。例えば色彩の豊かさは、目を引くためには非常に重
要であり得るが、興味を持続させるためにはそれほど重要ではないことがある。一方、目
新しさは、注意を引くよりも興味を持続させるためにより重要となり得る。これらの４つ
の測度の強さを見積もる方法については上述した。
【０３９７】
　本明細書で提供される、色彩の豊かさ、色の不調和、画像の割合及び目新しさを評価す
る特定の方法は、例示的なものであり、範囲の限定とは見なされてはならない。本発明が
、これらの測度を判定する特定の方法のみでなく、文書の面白さ及び文書の品質を評価す
る状況において色彩の豊かさ、色の不調和、画像の割合及び目新しさの測度を用いるとい
う遙かに広い概念にも向けられるように、例えば、これらの測度に関する文書の色、画像
及びスタイル特性の変化に対して測定された人間の反応の関数等の、これらの測度を判定
する他の方法も、本発明の範囲内であると考えられるべきである。
【０３９８】
　図６１に示されるような複数の測度の組み合わせは、文書の面白さの評価において有用
である。
【０３９９】
　具体的には、図６１に示されるように、面白さは、多様性、変化率、強調、グラフィッ
クの割合、色彩の豊かさ、色の不調和、画像の割合及び／又は目新しさの組み合わせであ
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ると考えられる。図６１では、面白さの定量化器又は結合回路４０を用いて、多様性、変
化率、強調、グラフィックの割合、色彩の豊かさ、色の不調和、画像の割合及び／又は目
新しさを組み合わせることにより、定量化された面白さの値が導出される。
【０４００】
　なお、この図は面白さ定量化処理のための回路を示しており、この処理は、マイクロプ
ロセッサ及び／又はファームウェアによってソフトウェアで実行されてもよい。定量化は
特定の回路に限定されず、後述する方法論を実行可能なソフトウェア及び／又はハードウ
ェアの任意の組み合わせであってよい。
伝達性
　文書デザインの品質に寄与する別のファクタは、文書が含む情報がユーザに伝達される
のを、そのデザインがどの程度良好に補助するかである。本発明は、そのような伝達性の
測度を計算する方法を提供する。
【０４０１】
　美観及び使いやすさと同様に、この伝達性を定量化する手法は、伝達の有効性に寄与す
るものとして識別されるファクタを評価するものである。次にこれらのファクタを結合し
て複合的な測度を構成する。これらのファクタは、文書デザインの品質に寄与する。より
単純な複数の伝達性ファクタのいずれかが不在であれば、その文書の全体的な伝達性が低
減される。
【０４０２】
　構成ファクタとしては、可読性、情報の軽さ、技術的レベル、テキストと画像とのバラ
ンス、赤緑色覚異常への配慮、読み進み易さ、及び／又はナビゲーションの容易さが含ま
れ得る。各ファクタは、０（伝達性の値が低い、即ち悪いことを意味する）～１（伝達性
の値が高い、即ち良好であることを意味する）の範囲の値を生じるよう定義される。これ
ら（及び可能であれば他のこのようなファクタ）は、美観について上述したのと同様の方
法で、全体的な伝達性の測度を構成するよう計算及び結合可能である。Viがｉ番目の規則
について計算された値である場合に、これらの寄与の関数Eとしての伝達性の測度ＶCMが
構成される。即ち、VCM = E(VL,Vil,Vtl,Vtib,Vrg,Vep ... Ven)となる。
【０４０３】
　結合関数Eは、これらの寄与の重み付き平均のような簡単なものであってよいが、他の
寄与因子がいかに良好でも、いずれかの悪い寄与因子によって文書の伝達性が低くなり得
るので、線形結合は好ましくない。或いは、VCM = (Σwi(d + Vi)

-p)-1/p - dを用いる。
式中、dは０より僅かに大きい数である。dの値が０に近いほど、悪い値が他の全ての値を
より強く相殺する。wiファクタは、各規則の相対的な重要度を指定する重みであり、これ
らの合計は１になるべきである。指数pは非線形性を導入するものであり、１つの悪い値
が多くの良好な値を圧倒する強さを増加させることもできる。pが大きいほどこの効果は
大きい。
【０４０４】
　上述したような他の結合関数も可能である。本明細書で提供される、文書の伝達性を評
価する特定の方法は、例示的なものであり、範囲の限定とは見なされてはならない。本発
明が、伝達性を判定する特定の方法のみでなく、文書の伝達性及び文書の品質を評価する
状況において個々の測度の組み合わせを用いるという遙かに広い概念にも向けられるよう
に、例えば、伝達性に関する文書特性の変化に対して測定された人間の反応の関数等の、
文書の伝達性がどの程度良好であるかを判定する他の方法も、本発明の範囲内であると考
えられるべきである。
【０４０５】
　図６５に示されるような測度の組み合わせは、文書の伝達性の評価において有用である
。
【０４０６】
　具体的には、図６５に示されるように、伝達性は、可読性、情報の軽さ、技術的レベル
、テキストと画像とのバランス、赤緑色覚異常への配慮、読み進み易さ、及び／又はナビ
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ゲーションの容易さの組み合わせであると考えられる。図６５では、伝達性定量化器又は
結合回路５０を用いて、可読性、情報の軽さ、技術的レベル、テキストと画像とのバラン
ス、赤緑色覚異常への配慮、読み進み易さ、及び／又はナビゲーションの容易さの組み合
わせることにより、定量化された伝達性の値が導出される。
【０４０７】
　なお、この図は、伝達性定量化処理のための回路を示しており、この処理は、マイクロ
プロセッサ及び／又はファームウェアによってソフトウェアで実行されてもよい。定量化
は特定の回路に限定されず、後述する方法論を実行可能なソフトウェア及び／又はハード
ウェアの任意の組み合わせであってよい。
【０４０８】
　更に、図６６に示されるような測度の組み合わせは、文書の可読性の評価において有用
である。
【０４０９】
　具体的には、図６６に示されるように、可読性は、判読性、行の引き返し、相対的行間
隔及び／又は行揃えの組み合わせであると考えられる。図６６では、可読性定量化器又は
結合回路５１を用いて、判読性、行の引き返し、相対的行間隔及び／又は行揃えを組み合
わせることにより、定量化された可読性の値が導出される。
【０４１０】
　なお、この図は可読性定量化処理のための回路を示しており、この処理は、マイクロプ
ロセッサ及び／又はファームウェアによってソフトウェアで実行されてもよい。定量化は
特定の回路に限定されず、後述する方法論を実行可能なソフトウェア及び／又はハードウ
ェアの任意の組み合わせであってよい。
【０４１１】
　本発明の好ましい実施形態において、文書の伝達の有効性の見積もりにおいて真っ先に
考慮されるファクタの１つは、テキストの可読性である。可読性の測度は、文書を読む際
の単語の追い易さ及び認識し易さである。可読性は、複数の寄与構成要素に分けることが
可能な特性である。上述したように、これらの構成要素の主なものは、判読性、行の引き
返し、相対的な行間隔及び／又は行揃えである。考慮され得る他のファクタとしては、単
語及び文字の間隔及びハイフンの使用が含まれる。
【０４１２】
　図６７に示されるような測度の組み合わせは、文書の判読性の評価において有用である
。
【０４１３】
　具体的には、図６７に示されるように、判読性は、表示装置の特性、フォント、文字の
親しみやすさ及び／又は輝度コントラストの組み合わせであると考えられる。図６７では
、判読性定量化器又は結合回路５１を用いて、表示装置の特性、フォント、文字の親しみ
やすさ及び／又は輝度コントラストを組み合わせることにより、定量化された判読性の値
が導出される。
【０４１４】
　なお、この図は判読性定量化処理のための回路を示しており、この処理は、マイクロプ
ロセッサ及び／又はファームウェアによってソフトウェアで実行されてもよい。定量化は
特定の回路に限定されず、後述する方法論を実行可能なソフトウェア及び／又はハードウ
ェアの任意の組み合わせであってよい。
【０４１５】
　本発明の好ましい実施形態において、最も複雑な可読性のファクタである判読性は、文
字の形状の認識能力を測るものである。判読性は、より簡単な部分に分けることができる
。上述したように、判読性に寄与するファクタには、表示装置、フォント、文字の親しみ
やすさ及び／又は輝度コントラストが含まれる。
【０４１６】
　表示装置及びフォントの特性は、共に考慮されることが多い。即ち、特定の装置上にお
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ける特定のフォントの判読性の程度を判定する。例えば、セリフ付きのフォントは、サン
セリフフォントよりも判読が容易であるのが通例であるが、セリフを効果的に生成できな
い装置では、これは当てはまらない。フォントファミリー、フォントのサイズ、フォント
の太さ、フォントのスタイル及びフォントの変形の全てが、判読性に寄与し得る。
【０４１７】
　特定の装置上の完全に指定されたフォントに対する、フォント指定及び装置選択の効果
を扱う１つの手法は、判読性（表示された文字を正しく判定する能力）の実験による測定
である。次に、この測度をフォント特性として扱うことができる。所与のフォント指定に
ついて、フォントテーブル(df = DF[font specification])から、そのフォントの判読性
への寄与度を検索できる。
【０４１８】
　そのフォントが、測定に用いられたものと同じタイプの装置上で表示される場合には、
そのフォントの寄与を、その装置に対して更に調整する必要はない。しかし、異なるタイ
プの表示装置が用いられる場合には、ある種の調整が必要になる。例えば、フォントは一
般的に、ＣＲＴディスプレイに表示された場合よりも、用紙にプリントされた場合の方が
遙かに判読性が高い。フォントの判読性の調整の一例は、判読性をその表示装置に対する
調整係数ａｄで乗算することである。
【０４１９】
　調整係数を決定する１つの方法は、その装置が有効に表示可能な最小フォントサイズの
関数としてのものである。この関数は、例えば、実際に用いるディスプレイの最小有効テ
キストサイズに対する、フォントの判読性の測定に用いられた装置の最小有効テキストサ
イズの比率であってもよい。例えば、フォント特性は８ポイント以上のフォントのみを有
効に表示可能なＣＲＴで測定されたが、４ポイント以上のフォントを支持可能な用紙にプ
リントする場合には、装置調整係数は２になるべきである。大きなテキストの場合、ディ
スプレイの影響はさほど重要ではないことがあるので、実際に用いるフォントサイズに従
って、この係数を調整することが望まれ得る。
【０４２０】
　文字を正しく判読する際の容易さは、その文字の親しみやすさに依存する。全て大文字
のテキストを読むのは、通常のテキストを読むよりも困難である。数字及び句読点は、そ
れぞれ固有の困難さの程度を有する。従って、文字の親しみやすさについての別の調整係
数ａｃを乗算すべきである。この調整係数は、文字コードによってインデックスされるテ
ーブルから求めることができる。
【０４２１】
　背景に対する文字のコントラストも判読性に寄与する。白い背景上の薄黄色の文字を判
読するのは、黒い文字を判読するよりも困難である。第３の調整係数は、検出性について
上述したように、al = 2|Yb - Yt| / (Yb + Yt)（式中、Ybは背景の輝度であり、Ytはテ
キストの輝度である）で計算可能な、輝度コントラストである。
【０４２２】
　従って、ある文字の全体的な判読性は、dc = df ad ac alによって与えられる。
【０４２３】
　文字列中の各文字の判読性の測度の合計を求め、次に文字列中の文字の合計カウントで
除算することにより、テキストの文字列全体の平均判読性ｄを求めることができる。
【０４２４】
　本明細書で提供される、判読性を評価する特定の方法は、例示的なものであり、範囲の
限定とは見なされてはならない。本発明が、判読性を判定する特定の方法のみでなく、文
書の可読性、伝達性及び文書の品質を評価する状況において判読性の測度を用いるという
遙かに広い概念にも向けられるように、例えば、判読性に関する文書のテキスト特性の変
化に対して測定された人間の反応の関数等の、判読性を判定する他の方法も、本発明の範
囲内であると考えられるべきである。
【０４２５】
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　図６８に示されるように、可読性の判定に用いられる別のパラメータ又はファクタは、
文書の行の引き返しの測定及び定量化である。
【０４２６】
　本発明の好ましい実施形態において、テキストの可読性に寄与する第２のファクタは、
テキストの行の長さである。１つの行の終わりから次の行の始めに目を動かすことには幾
分の負担がかかるが、この負担は行の長さと共に増加する。判読性に行の引き返し係数r
を乗算することによって、この負担が算入される。この係数を求めるのに用いることがで
きる関数の一例は、r = B / (n2 + B)である。式中、Bは（３６００程度の値を有する）
定数であり、nは１行当たりの平均文字数である。
【０４２７】
　図６８において、行グループ１１０１はテキストの行が長いので、読み手が行グループ
１１０１を辿り直す際、次の行を見つけるのが比較的困難である。一方、図６８において
、行グループ１１０２はテキストの行が短いので、読み手が行グループ１１０２を辿り直
す際、次の行を見つけるのが比較的容易である。
【０４２８】
　本明細書で提供される、可読性に関する行の引き返し特性を評価する特定の方法は、例
示的なものであり、範囲の限定とは見なされてはならない。本発明が、行の引き返し特性
を判定する特定の方法のみでなく、文書の可読性、伝達性及び文書の品質を評価する状況
において行の引き返しの測度を用いるという遙かに広い概念にも向けられるように、例え
ば、行の引き返し及び可読性に関する文書のテキストの行特性の変化に対して測定された
人間の反応の関数等の、可読性に対する行の引き返しの影響を判定する他の方法も、本発
明の範囲内であると考えられるべきである。
【０４２９】
　図６９に示されるように、可読性の判定に用いられる別のパラメータ又はファクタは、
文書の相対的な行間隔の測定及び定量化である。
【０４３０】
　本発明の好ましい実施形態において、可読性に対する第３の寄与は、相対的な行間隔で
ある。行間隔を大きくすると可読性が向上する。目が、行の終わりから次の行の始めへと
正しく辿り易くなる。行間隔の影響は、行間隔係数ｓによって算入される。用いることが
できる関数の一例は、s = y/(y + g)である。式中、ｇは行間隔と共に可読性が向上する
程度を制御する定数（例えば０．１）である。ｙはバイアスされた相対的間隔であり、y 
= (hL - hf) / hf + bsによって定義され、式中、hLは行の高さ（行のベースラインから
ベースラインまで）であり、hsはフォントの高さであり、bsは、行が読み取り不可能にな
る限度の行の重なりを示す小さなバイアス項（例えば０．１）である。
【０４３１】
　図６９において、行グループ１１０１の相対的な行間隔は、テキストの行が密集してい
るので、読み手が次の行を見つけるのが比較的困難である。一方、図６９において、行グ
ループ１１０２の相対的な行間隔は、テキストの行が広く離間しているので、読み手が次
の行を見つけるのが比較的容易である。
【０４３２】
　本明細書で提供される、可読性に対する相対的な行間隔の影響を評価する特定の方法は
、例示的なものであり、範囲の限定とは見なされてはならない。本発明が、行間隔を判定
する特定の方法のみでなく、文書の可読性、伝達性及び文書の品質を評価する状況におい
て行間隔の測度を用いるという遙かに広い概念にも向けられるように、例えば、相対的な
行間隔及び可読性に関する文書のテキストの行間隔特性の変化に対して測定された人間の
反応の関数等の、行間隔の影響を判定する他の方法も、本発明の範囲内であると考えられ
るべきである。
【０４３３】
　図７０～図７３に示されるように、可読性の判定に用いられる別のパラメータ又はファ
クタは、文書の行揃えの測定及び定量化である。
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【０４３４】
　本発明の好ましい実施形態において、可読性は、行揃え（即ち、テキストの位置揃え及
び均等割付け）にも影響される。左揃えで均等割付けされていないテキストは読むのが最
も容易であり、均等割付けされたテキストもほぼ同程度に容易である。中央揃えのテキス
トはより困難であり、右揃えのテキストはこれらの中で最も困難である。行揃えの影響に
ついてのファクタをテーブルに格納して、テキストｔの可読性を計算するために検索でき
る。q = Q[quadding(t)]。
【０４３５】
　本明細書で提供される、可読性に対する行揃えの寄与を評価する特定の方法は、例示的
なものであり、範囲の限定とは見なされてはならない。本発明が、行揃えの寄与を判定す
る特定の方法のみでなく、文書の可読性、伝達性及び文書の品質を評価する状況において
行揃えの測度を用いるという遙かに広い概念にも向けられるように、例えば、可読性に関
する文書のテキストの行揃え選択の変化に対して測定された人間の反応の関数等の、行揃
えの寄与を判定する他の方法も、本発明の範囲内であると考えられるべきである。
【０４３６】
　完全な可読性の計算は、VL = d r s qによって与えられる。
【０４３７】
　これは、段落等の特定のテキスト要素の可読性を与えるものである。
【０４３８】
　文書全体の可読性の測度を得るには、各段落の可読性を測定し、それらを結合しなけれ
ばならない。結合は、簡単な平均によって実行可能であるが、いずれかの段落における低
い可読性のスコアによって、簡単な平均によって得られる全体的スコアが低くなり得るよ
うな、非線形の方法を用いるのが好ましい。上述した累乗値の平均の平方根等の方法を用
いて、この効果を得ることができる。
【０４３９】
　図７０は左揃えされた文書の一例を示している。図７１は右揃えされた文書の一例を示
している。図７２は中央揃えされた文書の一例を示している。図７３は均等割付けされた
文書の一例を示している。
【０４４０】
　本明細書で提供される、文書の可読性を評価する特定の方法は、例示的なものであり、
範囲の限定とは見なされてはならない。本発明が、可読性を判定する特定の方法のみでな
く、文書の可読性、伝達性及び文書の品質を評価する状況において個々の測度の組み合わ
せを用いるという遙かに広い概念にも向けられるように、例えば、可読性に関するテキス
ト特性の変化に対して測定された人間の反応の関数等の、文書の可読性を判定する他の方
法も、本発明の範囲内であると考えられるべきである。
【０４４１】
　本発明の好ましい実施形態において、テキストを判読して概念を理解するには時間がか
かる。一般的に、短い道路標識の方が長い道路標識よりも効果的に伝達される。文書がい
かに良好に伝達されるかに関する別のファクタとして、文書の情報の軽さ（情報密度の逆
）が含まれる。このファクタは可読性ほど重要ではなく、そのように重み付けされる。
【０４４２】
　情報の軽さの計算方法は、注目性の議論において説明された。
【０４４３】
　本明細書で与えられる、情報の密度及び軽さを評価する特定の方法は例示的なものであ
り、範囲の限定とは見なされてはならない。本発明が、情報の密度又は軽さを判定する特
定の方法のみでなく、文書の伝達性及び文書の品質を評価する状況において情報の軽さの
測度を用いるという概念にも向けられるように、例えば、情報の量及び面積の変化に対し
て測定された人間の反応の関数等の、情報の軽さを判定する他の方法も、本発明の範囲内
であると考えられるべきである。
【０４４４】
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　本発明の好ましい実施形態において、文書による伝達の容易さは、文書がデザインされ
る対象である受け手にも依存する。恐らくは技術マニュアルよりも児童書の方が、意味を
とるのが容易であろう。技術的レベルは、この意図された複雑性の程度を見積もる測度で
ある。これは、読み易さ、数字の割合及び／又は画像の割合を含み得る簡単な複数の測度
で構成できる。グラフィック構成体の存在も、技術的レベルに対する影響を有し得るが、
ここでは、その影響が技術的レベルを高めるのか又は下げるのかが不明確である。従って
、グラフィック構成体の存在は、この例の測度には含まれない。
【０４４５】
　図７４に示されるような複数の測度の組み合わせは、文書の技術的レベルの評価におい
て有用である。
【０４４６】
　具体的には、図７４に示されるように、技術的レベルは、読み易さ、数字の割合及び／
又は画像の割合の組み合わせであると考えられる。図７４では、技術的レベル定量化器又
は結合回路５３を用いて、読み易さ、数字の割合及び／又は画像の割合を組み合わせるこ
とにより、定量化された技術的レベルの値が導出される。
【０４４７】
　なお、この図は技術的レベル定量化処理のための回路を示しており、この処理は、マイ
クロプロセッサ及び／又はファームウェアによってソフトウェアで実行されてもよい。定
量化は特定の回路に限定されず、後述する方法論を実行可能なソフトウェア及び／又はハ
ードウェアの任意の組み合わせであってよい。
【０４４８】
　本発明の好ましい実施形態において、読み易さは文書のテキストについての周知の測度
である。読み易さアルゴリズムの一例は、RE = 206.835 - 0.846Sy - 1.015Wである。式
中、Syは単語１００個当たりの平均音節数であり、Wは１文当たりの平均単語数である。
【０４４９】
　技術的レベルの計算には、読み難さの測度が望まれ、これは、Rd = 0.85Sy + Wとして
概算できる。
【０４５０】
　本明細書で提供される、技術的レベルに対する読み易さの寄与を評価する特定の方法は
、例示的なものであり、範囲の限定とは見なされてはならない。本発明が、読み易さの寄
与を判定する特定の方法のみでなく、文書の技術的レベル、伝達性及び文書の品質を評価
する状況において読み易さの測度を用いるという遙かに広い概念にも向けられるように、
例えば、読み易さに関する文書のテキスト要素の変化に対して測定された人間の反応の関
数等の、読み易さの寄与を判定する他の方法も、本発明の範囲内であると考えられるべき
である。
【０４５１】
　本発明の好ましい実施形態において、単語は数字よりも理解し易く、数字が沢山並んだ
表は、一般的に、同じ量の単語よりも内容の把握が困難である。このことを捕捉するため
に、数字の割合Ｆｎを計算し、数字及び単語の合計に対する数字の比率を測定する。
【０４５２】
　本明細書で提供される、技術的レベルに対する数字の割合の寄与を評価する特定の方法
は、例示的なものであり、範囲の限定とは見なされてはならない。本発明が、数字の割合
の寄与を判定する特定の方法のみでなく、文書の技術的レベル、伝達性及び文書の品質を
評価する状況において数字の割合の測度を用いるという遙かに広い概念にも向けられるよ
うに、例えば、技術的レベルに関する数字の量の変化に対して測定された人間の反応の関
数等の、数字の割合の寄与を判定する他の方法も、本発明の範囲内であると考えられるべ
きである。
【０４５３】
　本発明の好ましい実施の形態において、ピクチャは理解を助けるために使用される。ピ
クチャの使用により、技術的レベル測度が低減される。ピクチャ部分は、以下の式のよう
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に上記で定義されている。
【０４５４】
　Ｆｐ＝Ａｐ／Ａｄ
ここで、Ａｐはピクチャの面積であり、Ａｄはドキュメントの全面積である。
【０４５５】
　実際のところ、画像部分の逆作用を必要とするので、Ｆｐが増加するにつれ、技術的レ
ベルが減少する。Ｆｎｐ＝１－Ｆｐを使用することは可能であるが、画像が少数であると
、技術的レベルに大きな相違を生じる可能性がある上、更なる画像が追加されると、効果
が減少することもある。したがって、以下のような非線形関数がより良い選択である。
【０４５６】
　Ｆｎｐ＝１／（ａｐ＋Ｆｐ）
ここで、ａｐは１に近い定数である。
【０４５７】
　本明細書において提供される、技術的レベルに対するピクチャ部分からの寄与度を評価
するための特定の方法は例示であり、本発明の範囲を限定するものとして考えるべきでは
ない。ピクチャ部分寄与度を決定するための他の方法、例えば、技術的レベルに関する文
書における図形要素の異なる量に対して測定した人的反応の関数は、本発明の範囲内であ
ると考慮すべきである。すなわち、本発明は、ピクチャ部分寄与度を決定する特定の方法
だけでなく、文書技術的レベル、伝達性、及び文書品質を評価する背景においてピクチャ
部分測度を使用するというもっと広範の概念をも対象にする。
【０４５８】
　技術的レベル測度は、Ｔｌ＝Ｒｄ　Ｆｎ　Ｆｎｐとして算出することができる。
【０４５９】
　しかしながら、Ｒｄ（すなわち、Ｔｌ）は、０乃至１の範囲内にのみ限定されてはいな
い。これは、以下の関数によって修正できる。
【０４６０】
　Ｖtl＝Ｔｌ（ａｔｌ＋Ｔｌ）
ここで、ａｔｌは正の定数である。
【０４６１】
　本明細書において提供される、文書技術的レベルを評価するための特定の方法は、例示
であり、本発明の範囲を限定するものとして考えるべきではない。文書技術的レベルを決
定するための他の方法、例えば、技術的レベルに関する異なる文書特性に対して測定した
人的反応の関数は、本発明の範囲内であると考慮すべきである。すなわち、本発明は、技
術的レベルを決定する特定の方法だけでなく、文書技術的レベル、伝達性、及び文書品質
を評価する背景において、個々の測度の組み合わせを用いるもっと広範の概念をも対象に
する。
【０４６２】
　図７５乃至図７７に示すように、伝達性を決定するのに使用される別のパラメータ又は
ファクタ（因数）は、文書のテキスト及び画像バランスの測定及び定量化である。
【０４６３】
　本発明の好ましい実施の形態において、技術的レベルを考慮する場合、画像が多くなる
ほど、（収益逓減とともに）レベルが低下すると仮定されている。伝達性がなければ、こ
の規則は一般には適用しない。文書が、テキストの説明のない画像から構成されるだけで
ある場合、著者のメッセージを確信することは困難である。設計の規則として、理想的に
はほぼ同量の文書領域がテキスト及びイラストに対し充てられることになる。領域間の相
違は、アンバランス（不平衡）の測度であり、バランスの測度を付与するように逆数が適
用できる。例えば、テキストに充てられる全体領域がＡｔであり、ピクチャに充てられる
全体領域がＡｐである場合、テキスト及び画像バランスの測度は、以下の式によって付与
される。
【０４６４】
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　Ｖｔｉｂ＝１－｜Ａｔ－Ａｐ｜／（Ａｔ＋Ａｐ）
　図７５は、好ましくないテキスト及び画像バランスの例を示している。図７６は、好ま
しくないテキスト及び画像バランスの例を示している。図７７は、望ましいテキスト及び
画像バランスの例を示している。
【０４６５】
　本明細書において提供される、伝達性に対するテキスト及び画像バランスからの寄与度
を評価するための特定の方法は、例示であり、本発明の範囲を限定するものとして考える
べきではない。テキスト及び画像バランス寄与度を決定するための他の方法、例えば、伝
達性に関する文書テキスト及び画像要素の異なる比率に対して測定した人的反応の関数は
、本発明の範囲内であると考慮すべきである。すなわち、本発明は、テキスト及び画像バ
ランス寄与度を決定する測定の方法だけでなく、文書伝達性及び文書品質を評価する背景
においてテキスト及び画像バランス測度を用いるもっと広範の概念をも対象にする。
【０４６６】
　本発明の好ましい実施の形態において、文書がどの程度良く伝達するかについての別の
態様は、ハンディキャップや障害を有する観察者に供される機能である。この例は、文書
が、赤緑色盲である人々の一部によって使用できるか否かに関する。赤緑色盲フレンドリ
ネス（friendliness）の１つの要素は、対象の色とその背景色が少なくとも赤緑コントラ
ストだけ異なることを検査している。輝度コントラスト及び青黄コントラストは、色盲者
が前景対象を背景から区別できるようにするメカニズムである。文書内をわたって、対象
ごとに前景及び背景の各色を検査する。色が、赤、緑、及び青の各成分（Ｒ、Ｇ、Ｂ）に
よって特定される場合、輝度及び輝度コントラストＣＹは上記のように算出できる。
【０４６７】
　青黄コントラストは、以下の式として定義されるＳクロミナンス成分から算出すること
ができる。
【０４６８】
　Ｓ＝（Ｒ＋Ｇ）／２－Ｂ
　青黄コントラストは、以下に示す式のように、輝度の場合と同様に算出される。
【０４６９】
　Ｃｂｙ＝２｜Ｓｆ－Ｓｂ｜／（２＋Ｓｆ＋Ｓｂ）
ここで、Ｓｆ及びＳｂは、それぞれ、前景及び背景のＳクロミナンス成分である。
【０４７０】
　赤緑色盲フレンドリネス（friendliness）の対象は、以下に示すように、輝度及び青黄
クロミナンス・コントラスト成分を結合することによって推定できる。
【０４７１】
　Ｆｒｇ＝（ＣＹ＋Ｃｂｙ）／２
　加重平均は、コントラスト成分を結合するために使用することもできる。
【０４７２】
　文書全体に対し、すべての文書対象に対する赤緑色盲フレンドリネス値を結合するため
に、あるメカニズムが必要とされる。これを実行する１つの方法は、対応する対象領域に
よって重み付けされた値を平均化することである。Ｆｒｇiがｉ番目の対象の赤緑色盲フ
レンドリネス値であり、Ａiがその面積である場合、平均は、以下の式によって付与され
る。
【０４７３】
　Ｖrg＝（ΣＦｒｇiＡi）／ΣＡi

ここで、合計はすべての対象にわたる。
【０４７４】
　しかしながら、１つの小さな対象、又は、解読するのが難しい対象のセットが文書全体
の理解に対して大きな影響を及ぼす可能性がある。したがって、面積によって重み付けす
る以外の、フレンドリネス値を結合するためのある方法が、好ましいとされ得る。代わり
の方法として、Ｖrg＝ＭＩＮ（Ｆｒｇi）にあるような最小値を選択する。
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【０４７５】
　第３のアプローチでは、上述の２つの方法の特徴を結合する。これらの値は、面積によ
って重み付けされているが、小さな値を強調するように、べき指数により引き上げられる
。
【０４７６】
　Ｖrg＝（（Σ（ｄｒｇ＋Ｆｒｇi）

-pＡi）／ΣＡi）
-1/p－ｄｒｇ

ここで、ｄｒｇは、０に近い正の定数であり、ｐは、少なくとも１である正のべき指数で
ある。
【０４７７】
　フレンドリネス値を結合する他の方法も考えられる。本明細書において提供される、伝
達性に対する赤緑色盲フレンドリネスからの寄与度を評価するための特定の方法は、例示
であり、本発明の範囲を限定するものとして考えるべきではない。ハンディキャップを有
するユーザをサポートする、赤緑色盲フレンドリネス又は他の文書特性を決定するための
他の方法、例えば、伝達性に関して異なる色に対する測定した色盲者の反応の関数は、本
発明の範囲内であると考慮すべきである。すなわち、本発明は、赤緑色盲フレンドリネス
寄与度、あるいは、他のハンディキャップ補償特性を決定する特定の方法だけでなく、文
書伝達性及び文書品質を評価する背景において、ハンディキャップ補償測度を使用するも
っと広範の概念をも対象とする。
【０４７８】
　本発明の好ましい実施の形態において、文書の伝達性に関連がある１つ以上の特性は、
図７８に示されるような、読み進み易さである。読み進み易さは、論理順序で１つの文書
成分から次の成分へと進行する際の困難さを測定する。例えば、１つのコラムの下部から
次のコラムの上部へと移動する際、などである。読み進み易さの評価は、進行プロセスに
役立つ、それぞれの特性の複合物として計算される。これらの特性として、識別度、グル
ープ同一性、空間コヒーレンス、リストの黒丸、進行リンク、見出し、位置合わせ、余白
、走査一貫性、及び／又は序列一貫性が挙げられる。
【０４７９】
　これらの要因は、これらすべてが等しく重要ではないことから、加重平均を用いて結合
される。
【０４８０】
　Ｖep＝ｗdsＶds＋ｗgiＶgi＋ｗscＶsc＋ｗlbＶlb＋ｗplkＶplk＋ｗhdＶhd＋ｗalＶal＋
ｗwsＶws＋ｗcsＶcs＋ｗcoＶco

ここで、ｗ部分は、重みであり、Ｖ部分は、寄与因子である。
【０４８１】
　代わりの結合方法が可能であることは、留意すべきである。本明細書において提供され
る、文書の読み進み易さを評価するための特定の方法は、例示であり、本発明の範囲を限
定するものとして考えるべきではない。文書の読み進み易さを決定するための他の方法、
例えば、読み進み易さに関する異なる文書特性に対して測定した人的反応の関数は、本発
明の範囲内であると考慮すべきである。すなわち、本発明は、読み進み易さを決定する特
定の方法だけでなく、文書の読み進み易さ、伝達性、及び文書品質を評価する背景におい
て、個々の測度の組み合わせを用いたもっと広範の概念をも対象とする。
【０４８２】
　図７８に示されるような、測度の組み合わせは、文書の読み進み易さを評価する際に有
用である。
【０４８３】
　さらに具体的に言うと、図７８に示されるような、読み進み易さは、識別度、グループ
同一性、空間コヒーレンス、リストの黒丸、進行リンク、見出し、位置合わせ、余白、走
査一貫性、及び／又は序列一貫性の組み合わせであると考えられる。図７８において、定
量化された読み進み易さの値は、読み進み易さ量子化器又は結合器回路５４を用いて、識
別度、グループ同一性、空間コヒーレンス、リストの黒丸、進行リンク、見出し、位置合
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わせ、余白、走査一貫性、及び／又は序列一貫性の組み合わせによって得られる。
【０４８４】
　この図には読み進み易さ定量化プロセス用の回路が示されているが、このプロセスがマ
イクロプロセッサ及び／又はファームウェアによってソフトウェアで実行できることに留
意すべきである。定量化は特定の回路に限定されず、後述される方法論を実行できるソフ
トウェア及び／又はハードウェアの任意の組み合わせであってよい。
【０４８５】
　発明の好ましい実施の形態において、要素を近傍からどの程度良く識別できるかを示す
識別度、どの対象が論理グループの一部として属しているか否かをどの程度容易に見分け
るかを示すグループ同一性、グループのメンバがどの程度密着して詰めこまれているかを
測定する空間コヒーレンス性、及び論理構造を記述する見出し、が、使い易さに対するグ
ループの寄与度の説明において定義されている。これらの因数は、文書がどの程度良く伝
達するかに対しても寄与するものであるが、異なる相対的重要度を示すための重みを含ん
でいる。空間コヒーレンスは、読み進み易さに特に関連性があるという理由で、ここに選
出され、グループ同一性を介して入力する異なる重み形式に対し、その寄与度を付与する
ことが望まれる。
【０４８６】
　見出しに関する論議は、上記の結合した見出し、リストの黒丸、及びリスト番号のすべ
てを１つの測度として測定したが、リストの黒丸及びリスト番号に関するチェックを削除
し、見出しのみを見るようにその方法を使用することができる。これにより、見出し及び
リストの黒丸を別々に計算し、個別に重み付けすることができる。
【０４８７】
　本明細書において提供される、読み進み易さに対する、識別度、グループ同一性、及び
見出しからの寄与度を評価するための特定の方法は、例示であり、本発明の範囲を限定す
るものとして考えるべきではない。これらの寄与度を決定するための他の方法、例えば、
識別度、グループ同一性、又は見出しに関する異なる文書特性に対して測定した人的反応
の関数は、本発明の範囲内であると考慮すべきである。すなわち、本発明は、これらの寄
与度を決定する特定の方法だけでなく、文書の読み進み易さ、伝達性、及び文書品質を評
価する背景において、識別度、グループ同一性、及び／又は、見出しの測度を使用するも
っと広範囲の概念をも対象にする。
【０４８８】
　本発明の好ましい実施の形態において、リストの黒丸及び番号は、リスト要素を識別し
、リストの中を進行するのに役立つ。黒丸リスト、及び／又は、番号付けされたリストを
使用する文書は、そうでない文書よりも、読み進み易いはずである。この特性に関する測
度を計算するための方法は、リストの黒丸Ｎｌｂの総数、又は、リストの番号Ｎｌｎをカ
ウントし、リスト要素Ｎｌｅの総数で割ることである。
【０４８９】
　Ｖlb＝（Ｎｌｂ＋Ｎｌｎ）／Ｎｌｅ
　２つのリストの黒丸を混同するよりも、２つのリスト番号を混同させる可能性が少ない
ので、黒丸よりもリストの番号のメリットの重みを増すことが望ましいとされることもあ
る。黒丸及び番号の総数が全リスト要素に対する比率の分子に結合される時に、それぞれ
に重み付けすることは、これを容易に実行できる。　Ｖlb＝（ａｌｂＮｌｂ＋ａｌｎＮｌ
ｎ）／Ｎｌｅ
ここで、ａｌｂ及びａｌｎは、黒丸の総数及びリスト番号の総数に付加される固定重みで
ある。
【０４９０】
　あるいはまた、黒丸要素の一部及び番号付けされた要素の一部に対して個々の独立した
測度を計算することが望ましいとされる。
【０４９１】
　本明細書において提供される、読み進み易さ及び伝達性に対するリストの黒丸及び番号
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からの寄与度を評価するための特定の方法は、例示であり、本発明の範囲を限定するもの
として考慮すべきではない。テキスト及び画像バランスの寄与度を決定するための他の方
法、例えば、読み進み易さ及び伝達性に関する異なるリストの黒丸及び番号の仕様に対し
て測定した人的反応の関数は、本発明の範囲内であると考慮すべきである。すなわち、本
発明は、テキスト及び画像バランスの寄与度を決定する特定の方法だけでなく、文書の読
み進み易さ、伝達性、及び文書品質を評価する背景において、リストの黒丸及び番号の測
度を使用するもっと広範囲な概念をも対象にする。
【０４９２】
　本発明の好ましい実施の形態において、内部参照（例えば、「７ページに続く」）は、
意図された進行が基本的な約束事とは異なる場合に読者を案内する役割を有する。電子文
書は、読者を案内するという同じ働きを行うハイパーリンク形式を含むことがある。読者
を案内する際に文書がどの程度有用であるかを示す簡単な測度は、このようなハイパーリ
ンク及び／又は基準ＮＬの総数である。このカウントは、リンク密度を得るために、（コ
ンテンツ対象ＮＯの数など）文書のサイズのある測度によって割らなければならない。
【０４９３】
　Ｖplk＝ＮＬ／ＮＯ
　進行が代表的な走査順序ＮＳＯにしたがっていないすべての地点の総数で基準の総計を
割ることによって、より好ましい測度が得られる。従来の洋式の走査順序においては、次
の論理的コンテンツ要素は現在の対象の右側又は下に位置合わせされるべきである。論理
的順序におけるコンテンツ要素の位置を検査し、この規則が適用されない場合、該当する
事例をカウントすることができる。読者をリダイレクトさせる（読者の進行方向を替える
）ための基準が最も有益であり、走査順序における中断に対する基準の比率を算出できる
場合が多い。これは、一般には、０乃至１の間の数であるが、値が１以下の範囲に限定さ
れるように保証されていない。範囲を限定するために上記で使用されたような関数を使用
することができるが、この場合、単純に値を１に固定すればよい。
【０４９４】
　Ｖplk＝ＭＩＮＩＭＵＭ（１，ＮＬ／ＮＳＯ）
　本明細書において提供される読み進み易さ及び伝達性に対する進行リンクからの寄与度
を評価するための特定の方法は、例示であり、本発明の範囲を限定するものとして考える
べきではない。進行リンク寄与度を決定するための他の方法、例えば、読み進み易さ及び
伝達性に関する進行リンク仕様書の存在に対して測定した人的反応の関数は、本発明の範
囲内であると考慮しなければならない。すなわち、本発明は、進行リンク寄与度を決定す
る特定の方法だけでなく、文書の読み進み易さ、伝達性、及び文書品質を評価する背景に
おいて進行リンク測度を使用するより広範囲の概念をも対象にする。
【０４９５】
　本発明の好ましい実施の形態において、要素が位置合わせされていれば、従来の進行の
規則に従いやすい（例えば、次の論理要素が、現在の要素の真下に位置付けられていれば
、など）。これにより、現在の要素の下及び右にあるのはどの要素であるのかを明確にす
る。文書位置合わせＶalの測度は、文書美観の論説において上記に述べられている。
【０４９６】
　本明細書において提供される、読み進み易さ及び伝達性に対する位置合わせからの寄与
度を評価するための特定の方法は、例示であり、本発明の範囲を限定するように考えるべ
きではない。位置合わせ寄与度を決定するための他の方法、例えば、読み進み易さ及び伝
達性に関する異なる位置合わせ仕様に対して測定した人的反応の関数は、本発明の範囲内
であると考慮すべきである。すなわち、本発明は、位置合わせ寄与度を決定する特定の方
法だけでなく、文書の読み進み易さ、伝達性、及び文書品質を評価する背景において、位
置合わせ測度を使用するより広範囲の概念をも対象にする。
【０４９７】
　本発明の好ましい実施の形態において、多くの余白を備えた文書は、一般に、込み合っ
ていない。多くの余白があれば、要素を識別し、それに追随することが容易になる。した
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がって、余白の量が大きいと、全体的に読み進み易さに対する寄与度が小さくなる可能性
がある。非余白領域は、コンテンツ対象の面積（コンテンツ対象ｉに対するＡi）を合計
することによって想定できる。全対象領域は、文書総面積Ａｄによってスケーリングでき
る。
【０４９８】
　Ｖws＝（Ａｄ－ΣＡi）／Ａｄ
　本明細書において提供される、読み進み易さ及び伝達性に対する余白からの寄与度を評
価するための特定の方法は、例示であり、本発明の範囲を限定するように考えるべきでは
ない。余白寄与度を決定するための他の方法、例えば、読み進み易さ及び伝達性に関して
異なる余白仕様に対する測定した人的反応の関数は、本発明の範囲内であると考慮すべき
である。すなわち、本発明は、余白寄与度を決定する特定の方法だけでなく、文書の読み
進み易さ、伝達性、及び文書品質を評価する背景において、余白の測度を使用するより広
範囲の概念をも対象にする。
【０４９９】
　本発明の好ましい実施の形態において、洋式文書の進行の取り決めの１つは、左から右
に、上から下に走査位置決めすることである。これは、テキストが応ずる取り決めである
が、他の対象（コミックブックにおけるコマなど）に適用することもできる。この取り決
めでは、これら項目が同じ程度の高さであって、列ごとに配列されることが望ましいとさ
れる。この列の左側エッジは垂直方向に一直線に合わせなければならない。この規則から
の偏差を示す測度を構成することができる。この偏差測度の逆数は、規則に適合すること
を示す。
【０５００】
　論理的順序で文書要素内を進行する。各要素ごとに、対象を含むとともに、その上部ｙ
ｔ、底部ｙｂ、左側ｘｌ、及び右側ｘｒの各位置を示す、バウンディング・ボックスを求
める。対象内を進行しながら、新しい対象の垂直位置（ｙｔｎ、ｙｂｎ）を、前の対象の
垂直位置（ｙｔｏ、ｙｂｏ）と比較する。対象は、右側及び下側に設置され、上側に設置
してはならないので、偏差量は、新しい対象が前の対象の上側にある度合いである偏差累
算ｄｃｓに加算されるべきである。以下の式は、これを実行する（ページの下方に動くに
つれて、ｙ座標が増加すると仮定する）：
    if ytn < yto and ybn < ybo
    then dcs = dcs + (yto - ytn) * (ybo - ybn)/(ybo - ytn)2

　新しい対象が前の対象と垂直方向に同じ行にある場合、前の対象の右側に位置付けられ
ることが望まれるる。前の対象の左側にある程度は、走査順序モデルからずれている量で
ある。この偏差を以下の式で計算できる。
【０５０１】
    if ytn <= ybo and xln < xlo and xrn < xro
    then dcs = dcs + (xlo - xln)*(xro - xrn)/(xro - xln)2

　これらの計算は、論理的順序で文書内を進行するにつれて、コンテンツ要素の連続する
対ごとに実行される。この結果は、対比較の数（要素の数から１を引く）で割ることによ
って正規化され、１に固定される。この逆数が戻される。
【０５０２】
　Ｖｃｓ＝１－ＭＩＮＩＭＵＭ（１，ｄｃｓ／（ＮＯ－１））
　図７９は、走査一貫性に対する配置の例を示している。
【０５０３】
　本明細書において提供される、読み進み易さ及び伝達性に対する走査一貫性からの寄与
度を評価するための特定の方法は、例示であり、本発明の範囲を限定するように考えるべ
きではない。走査一貫性の寄与度を決定するための他の方法、例えば、読み進み易さと伝
達性に関する順序付けられたコンテンツの異なる配置に対して測定した人的反応の関数は
、本発明の範囲内であると考慮すべきである。すなわち、本発明は、走査一貫性の寄与度
を決定する特定の方法だけでなく、読み進み易さ、伝達性、及び文書品質を評価する背景
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において、走査一貫性の測度を使用するより広範囲の概念をも対象にする。
【０５０４】
　本発明の好ましい実施の形態において、進行順序の代わりのモデルは、上から下、左か
ら右である。すなわち、例えば、この順序は、新聞や雑誌における記事の配置に対して一
般に使用されている。コラムを下部まで下方移動し、右側の次のコラムの上部にシフトす
る。上記の走査順序付け計算と同様にして、この順序付けからの偏差を計算することがで
きる。しかしながら、この場合、前の対象の左側に対象を配置することを望むことはなく
、同じコラム内の対象は前の項目の上に配置されるべきではない。これに対応する検査は
以下の通りである。
【０５０５】
    if xln < xlo and xrn < xro
    then dco = dco + (xlo - xln)*(xro - xrn)/(xro - xln)2

および
    if xln <= xro and ytn < yto and ybn < ybo
    then dco = dco + (yto - ytn)*(ybo - ybn)/(ybo - ytn)2

および
    Vco = 1- MINIMUM(1, dco/(NO-1))
　上記したように、走査一貫性及び序列一貫性の項目を独立に読み進み易さの式に付加す
る代わりに、これら２つの測度を結合し、読み進み易さに当該結合結果を使用してもよい
ことに留意されたい。これを実行する理由は、２つの測度のいずれかの値が高い場合、結
合した値が高くなるような方法で、これら２つの測度が結合され得るからである。言い換
えれば、文書は、いずれか一方のレイアウト・モデルに従えばよく、両方に従う必要はな
い。
【０５０６】
　図８０は、序列一貫性に対する配置の例を示している。
【０５０７】
　本明細書において提供される、読み進み易さ及び伝達性に対する、序列一貫性からの寄
与度を評価するための特定の方法は、例示であり、本発明の範囲を限定するように考える
べきではない。序列一貫性の寄与度を決定するための他の方法、例えば、読み進み易さ及
び伝達性に関する順序付けられたコンテンツの異なるレイアウトに対して測定した人的反
応の関数は、本発明の範囲内であると考慮すべきである。すなわち、本発明は、序列一貫
性の寄与度を決定する特定の方法だけでなく、文書の読み進み易さ、伝達性、及び文書品
質を評価する背景において、序列一貫性の測度を使用するより広範囲の概念をも対象にす
る。
【０５０８】
　本発明の好ましい実施の形態において、読み進み易さと類似の特性が、ナビゲーション
し易さである。進行が、作成者によって意図される順序で文書内を移動する容易さ又は困
難さを測定する一方、ナビゲーションし易さは、文書の任意要素を位置付ける（検出する
）能力を測定する。ナビゲーションし易さを推定する時、要素又はセクションを見つける
のに役立つ特徴を主として捜し求める。本明細書に提供される方法例として、見出し、リ
ストの黒丸及び番号、欄外見出し及びページ番号、内部リンク、及び／又はグループ同一
性が挙げられる。これらの特性はそれぞれ、ナビゲーションし易さに役立ち、総合測度は
、加重平均から生成できる。
【０５０９】
　Ven＝whdVhd+wlbVlb+wrhVrh+wlnkVlnk+wgiVgi
ここで、ｗ部分は重み特性であり、Ｖ部分は価値特性である。更なる寄与因子と同様に、
別の結合方法もまた可能であることに留意すべきである。特性の多くは、読み進み易さに
対しても使用されたが、ナビゲーションし易さを計算する際に使用される重みは異なるこ
とがある。
【０５１０】
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　図８１に図示されるような測度の組み合わせは、文書のナビゲーションし易さを評価す
る際に有益である。
【０５１１】
　さらに具体的には、図８１に示されるような、ナビゲーションし易さは、見出し、リス
トの黒丸及び番号、欄外見出し及びページ番号、内部リンク、及び／又はグループ同一性
の組み合わせであると考えられる。図８１において、定量化されたナビゲーションし易さ
の値は、ナビゲーションし易さ量子化器又は結合回路５５を用いて、見出し、リストの黒
丸及び番号、欄外見出し及びページ番号、内部リンク、及び／又はグループ同一性を組み
合わせることによって導出される。
【０５１２】
　この図では、ナビゲーションし易さ定量化プロセス用の回路が示されているが、このプ
ロセスが、マイクロプロセッサ及び／又はファームウェアによってソフトウェアで実行し
てもよいことに留意すべきである。定量化は、特定の回路に限定されず、後述する方法論
を実行できるソフトウェア及び／又はハードウェアの任意の組み合わせであってよい。
【０５１３】
　本明細書において提供される、文書のナビゲーションし易さを評価するための方法は、
例示であり、本発明の範囲を限定するように考えるべきではない。文書のナビゲーション
し易さを決定するための他の方法、例えば、ナビゲーションし易さに関する異なる文書特
性に対して測定した人的反応の関数は、本発明の範囲内であると考慮すべきである。すな
わち、本発明は、ナビゲーションし易さを決定する特定の方法だけでなく、文書のナビゲ
ーションし易さ、伝達性、及び文書品質を評価する背景において、個々の測度の組み合わ
せを用いるより広範囲の概念をも対象にする。
【０５１４】
　本発明の好ましい実施の形態において、ページ番号は、文書のナビゲーションに大いに
役立つことができる。欄外見出しについては、それらの値の測度は、異なる見出しの数を
ページの数で除したものである。見出しに対する文書を検査し、個々の見出しのリストを
作成することによって、これを求めることができる。そして、リスト内の見出しの数をカ
ウントすることができる。ページ番号に関して、それらの存否について照会し、存在する
場合、測度に寄与を付加することができる。
【０５１５】
　Vrh＝wh Nh/Np+(1-wh)Bpn
ここで、ｗｈは、欄外見出しに付与される重みであり、Ｎｈは個々の見出しの数であり、
Ｎｐは、文書内のページ番号であり、Ｂｐｎは、ページ番号があれば１であり、それ以外
は０である。
【０５１６】
　本明細書において提供される、ナビゲーションし易さ及び伝達性に対するページ番号か
らの寄与度を評価するための特定の方法は、例示であり、本発明の範囲を限定するように
考えるべきではない。ページ番号からの寄与度を決定するための他の方法、例えば、ナビ
ゲーションし易さ及び伝達性に関するページ番号の存否に対して測定した人的反応の関数
は、本発明の範囲内であると考慮すべきである。すなわち、本発明はページ番号寄与度を
決定する特定の方法だけでなく、文書のナビゲーションし易さ、伝達性、及び文書品質を
評価する背景において、ページ番号測度を使用するより広範囲の概念をも対象にする。
【０５１７】
　本発明の好ましい実施の形態において、ナビゲーションし易さは、グループの使い易さ
に関する上記議論において述べられたグループ要素の検出特性に大きく関連している。見
出し、リストの黒丸及び番号、ならびに内部リンクの各測度は、上記のように取得できる
。
【０５１８】
　読み進み易さに関する議論において、進行リンクの一部を測定した。ナビゲーションし
易さに関して、内部リンク又は基準（単に進行性のものではない）の総数をカウントする
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ことが望まれる。これは、文書の本文内の基準又はリンクと同様、目次、及びインデック
ス内の記入項目を含む。上記に示唆されたように、コンテンツ対称の数で割ることによっ
てカウントを基準化することができる。
【０５１９】
　Ｖlnk＝ＭＩＮＩＭＵＭ（１，ＮＬＴ／ＮＯ）
ここで、ＮＬＴは、内部リンクの総数であり、ＮＯは、コンテンツ対象の数である。
【０５２０】
　文書内を苦労しながら進もうとする場合、１つのコンテンツのグループが終了し、別の
グループが開始する時を認識することは有益である。したがって、グループ同一性の測度
からナビゲーションし易さに対する寄与があるべきである。これは、読み進み易さの推定
においても使用される別の測度である。グループ同一性の測度は、グループの使い易さに
関する議論において述べられている。グループ同一性は、空間コヒーレンス、境界若しく
は背景の存在、スタイル均一性、及び要素の位置合わせなどの他の測度から算出される。
【０５２１】
　本明細書において提供される、ナビゲーションし易さ及び伝達性に対する見出し、黒丸
、内部リンク、及びグループ同一性からの寄与度を評価するための特定の方法は、例示で
あり、本発明の範囲を限定するように考えるべきではない。これらの特性からの寄与度を
決定するための他の方法、例えば、これられの特性、ナビゲーションし易さ、及び伝達性
に関する異なる文書特性に対して測定した人的反応の関数は、本発明の範囲内であると考
慮すべきである。すなわち、本発明は寄与度を決定する特定の方法だけでなく、文書のナ
ビゲーションし易さ、伝達性、及び文書品質を評価する背景において、見出し、黒丸、内
部リンク、及びグループ同一性の各測度を使用するより広範囲の概念をも対象にする。
快適性
　本発明の好ましい実施の形態において、文書の品質に寄与する別の特性は、文書を知覚
する快適性レベルである。文書の快適性レベルを定量化するための方法を以下に述べる。
【０５２２】
　快適性は、より単純な特性又は規則の組み合わせとして算出される。コンポーネント規
則のいずれかに違反することによって、不快感が生じ、文書レイアウトの全体的な快適性
を損なう可能性がある。コンポーネント規則として、フォント形式の制限、色の制限、グ
ループ別番号、整然性、判読性、非威圧性、慣習性、色の調和、色の適合性、輝度一貫性
、及び／又はサイズ一貫性を挙げることができる。各規則は、０が低い若しくは好ましく
ない快適値を意味し、１が高い又は好ましい快適値を意味するように、０乃至１の範囲内
の値を生成するように定義されている。これら（及び他のこうした規則）は、全体的快適
性測度となるように計算且つ結合できる。Ｖｉがｉ番目の規則に対して算出される値であ
る場合、快適性測度Ｖcは、これら寄与度の関数Ｅとして構成される。
【０５２３】
　Vc=E(Vlf, Vlc, Vgn, Vnt, Vdc, Vni, Vcv, Vch, Vca, Vcl, ... ,Vcsz)
　結合関数Ｅは、寄与度の加重平均と同様に単純であるが、いかに他のものがよくても、
好ましくないいずれかの寄与要素が快適性を阻害する可能性があるので、線形結合は好ま
しくない。別の方法として、以下の式を使用する。
【０５２４】
　Ｖc＝［Σｗi（ｄ＋Ｖi）

-p］-1/p－ｄ
ｗi因数は、各規則の相対的重要度を特定する重みであり、これらは合計して１にならな
ければならない。指数ｐは、１つの悪い値に多くの好ましい値を圧倒させ得る非線形性を
導入する。ｐの値が大きくなるほど、この効果は大きくなる。定数ｄは、０に近い正の数
であり、ゼロ除算を防止する。
【０５２５】
　他の結合関数もまた、可能である。例えば、寄与要素の積を利用することができる。寄
与度の重みが要求される場合、これは（重み値の異なるセットを用いる）累乗法によって
実行できる。



(74) JP 4624026 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

【０５２６】
　Ｖc＝ΠＶi

wi'

　選択された規則のセットが快適性の測度の構成方法を示していることに留意すべきであ
る。快適性に役立つ他の因数が存在し、より洗練された快適性の定量化にもちろん含まれ
得る。本明細書において提供される、文書快適性を評価するための特定の方法は、例示で
あり、本発明の範囲を限定するように考えるべきではない。文書快適性を決定するための
他の方法、例えば、快適感に関する異なる文書特性に対して測定した人的反応の関数は、
本発明の範囲内であると考慮すべきである。すなわち、本発明は快適性レベルを決定する
特定の方法だけでなく、文書快適性レベル及び文書品質を評価する背景において、個々の
測度の組み合わせを用いるより広範囲の概念をも対象にする。
【０５２７】
　図８２に示すように、測度の組み合わせは、文書の快適性を評価する際に有益である。
【０５２８】
　さらに具体的には、図８２に示すように、快適性は、フォント形式の制限、色の制限、
グループ別番号、整然性、判読性、非威圧性、慣習性、色の調和、色の適合度、輝度一貫
性、及び／又はサイズ一貫性の組み合わせであると考えられる。図８２において、定量化
された快適値は、快適性量子化器又は結合回路６０を用いて、フォント形式の制限、色の
制限、グループ別番号、整然性、判読性、非威圧性、慣習性、色の調和、色の適合度、輝
度一貫性、及び／又はサイズ一貫性を結合することによって導出される。
【０５２９】
　この図には快適性定量化プロセス用の回路が示されているが、このプロセスは、マイク
ロプロセッサ及び／又はファームウェアによってソフトウェアで実行できることにもまた
、留意すべきである。定量化は、特定の回路に限定されず、後述の方法論を実行できるソ
フトウェア及び／又はハードウェアの任意の組み合わせであってよい。
【０５３０】
　本発明の好ましい実施の形態において、フォントは、異なる効果を得るように選択でき
る多くの特性を有する。フォント・ファミリーは、形式的なものからくだけたもの、軽い
ものから堅いもの、現代的なものから慣用的なものまで、文書に異なる感覚を付与するよ
うに選択できる。フォントサイズは、コスト及び可読性に影響を与える可能性がある。ボ
ールド（太字）などのフォント重みは、重要性を伝達でき、イタリックなどのフォント形
式は、それが特別であることを示すことができる。抹消又は下線などのフォント変形は、
更なる意味を付加できる。
【０５３１】
　しかしながら、単一の文書に、異なるフォント形式が多すぎる場合、その結果は不安定
になる。このような「脅迫状」的（種々の書体から成る）文書は、読者に不快感をもたら
すことから、悪いスタイルと考えられている。観察者の快適性に寄与するものと考えられ
る第１の要因は、フォント形式の数の制限である。フォント仕様（ファミリー、サイズ、
重み、スタイル又は変形）における変化は、新しい形式をもたらす。文書は、検査するこ
とができ、個々のフォント形式の数Ｎｆをカウントすることができる。これは、以下の式
によって、０近傍（多くのフォント形式の場合）から１（フォント形式が１つにすぎない
場合）までの範囲内の数に変換できる。
【０５３２】
　Ｖlt＝１／ＭＡＸＩＭＵＭ（１，Ｎｆ）
　しかしながら、より洗練された測度が可能である。例えば、フォントが互いにどの程度
相違しているかを測度の一部として含むことができる。これは、文書に出現するフォント
形式のすべてのリストＦを最初に構築することによって実行できる。そして、リスト中の
すべてのフォント形式を他のすべてのフォント形式と比較し、それらの相違の測度を累算
することができる。異なるサイズのフォントに関して、この測度をサイズ差の関数（その
絶対値など）にすることができる。フォント重みに関して、測度を重み差の関数に加算す
ることができる。重みは、小さな選択肢のセットに、通常限定されているので、表ＦＷ［
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weight（ｆ１），weight（ｆ２）］は、重み差関数を記述するために使用することができ
る。ファミリースタイル及び変形の差による寄与は、表において取得することもでき、あ
るいは、単一の定数量ａｆは、これらの特性に何か相違が生じる場合はいつでも加算する
ことができる。すべてのフォント形式を他のすべてのフォント形式と比較することにより
、結果としてフォントの数を自乗した程度に累算した差となる。第１のより単純な測度と
さらに調和すると、フォント数での除算が可能である。この別の測度を計算するための擬
似コードは、以下の通りである。
【０５３３】
    fd=1
    for f1 from 1 to Nf
      for f2 from f1 to Nf
        fd=fd+|size(f1)-size(f2)|+Fw[weight(f1), weight(f2)]
        if family(f1) differs from family(f2)
           or style(f1) differs from style(f2)
           or variant(f1) differs from variant(f2)
        then fd=fd+af
      end of f2 loop
    end of f1 loop
    fd=fd/Nf
    Vlt=1/(bf+fd)
すなわち、
    fd=1
    for f1 （1～Nf）
      for f2 （f1～Nf）
        fd=fd+|size(f1)-size(f2)|+Fw[weight(f1), weight(f2)]
        if family(f1)がfamily(f2)と異なる
           or style(f1)がstyle(f2)と異なる
           or variant(f1)がvariant(f2)と異なる
        then fd=fd+af
      f2についてのループ終了
    f1についてのループ終了
    fd=fd/Nf
    Vlt=1/(bf+fd)
　上記コードの最終行において、ｂｆは、フォント差が増加するにつれてどの程度速く測
度が減少するかを制御する小さい正の数である。
【０５３４】
　一つの更に可能な測度の拡張が考えられる。フォント差が、異なるパラグラフ上に分散
される場合よりも、個々のフォント形式が同じパラグラフ内で混合される場合に、より大
きな効果をもたらすことになるので、パラグラフごとにフォント形式の数をカウントし、
文書のパラグラフにわたってこれを平均化することができる。この最終的に累積された差
の測度ｆｄは、反転して形式Ｖltにする前に平均的なパラグラフ単位のフォントによって
スケーリングできる。
【０５３５】
　本明細書において提供される、文書快適性レベルに対するフォント形式の制限からの寄
与度を評価するための特定の方法は、例示であり、本発明の範囲を限定するように考える
べきではない。フォント形式の制限からの寄与度を決定するための他の方法、例えば、快
適性に関する感覚に関するフォント形式の数に対して測定した人的反応の関数は、本発明
の範囲内で考慮すべきである。すなわち、本発明は、フォント形式の制限の寄与度を決定
する特定の方法だけでなく、文書快適性レベル及び文書品質を評価する背景において、フ
ォント形式の制限の測度を用いるより広範囲の概念をも対象にする。
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【０５３６】
　本発明の好ましい実施の形態において、ただ単にフォントが多すぎるのは、好ましくな
いスタイルであると考えられ、色が多すぎる場合も同様である。多数の色を使用した文書
は、けばけばしいものと考えられる。観察者は、色の意味を理解しようと試み、多数の色
はこれを困難且つ不快な作業にする。多数の色は、目を疲れさせることになる。この効果
の単純な測度は、文書内に見られる異なる色の数の計数である。これは、文書内を進行し
、色を識別し、それらをリスト（又はツリー・テーブルやハッシュ・テーブルなどの他の
データ構造）内に保存することによって、決定できる。各色に出会うと、それは、以前に
見たかどうかを判断するために、リスト内に既にある色と比較できる。新しい色である場
合、それはリストに加えられる。文書が処理された後に、リスト内のエントリーの数が、
色の総数Ｎｃを与えるようにカウントすることができる。これは、以下の式によって、（
多色に対する）０近傍から（単色のみに対する）１までの範囲内の数に変換できる。
【０５３７】
　Ｖlc＝１／ＭＡＸＩＭＵＭ（１，Ｎｃ）
　上記のスキームは、グラフィックスにおいて一般に使用されるような一定且つ均一な色
に対し機能するが、カラー・スイープ、又は、画像に見られる膨大な数の色の操作方法に
対応しない。カラー・スイープでは、リスト・エントリーを、スイープの第１の色及び最
終の色のみに制限することができる。絵画的な画像に関しては、それらを完全に無視した
り、サブサンプリングによって画像から幾つかの色を抽出したり、あるいはまた、色空間
における画像値のクラスター分析によって幾つかの色を抽出することができる。
【０５３８】
　色がすでにリスト内にあるかどうかの検査は、厳密な適合である必要はない。色空間に
おけるそれらの間の距離を計算し、その距離をしきい値と比較することによって、色を比
較することができる。距離がしきい値よりも小さい場合、それらの色は、適合するのに十
分類似したものと考えることができ、新しい色のリスト入力は必要ない。
【０５３９】
　快適性は、色の数と同様、色の選択によって決まることがある。文書の色を二つ一組（
ペアワイズ式）で比較し、それらの適合性の測度を累積することもできる。累積する単純
な値は、色空間における各色の距離であるが、快適性に及ぼす影響のより良い測度は、対
になった色の不調和となる。色をペアワイズで比較することが、色の数の自乗として値を
累積するので、色の数と線形に変化する測度を得るように、文書内の色の数で総数を割る
ことができる。
【０５４０】
　すべての色が目を均等に疲れさせるものではなく、より洗練された測度は、これを考慮
に入れることができる。彩度の強い色は、中性色よりも影響が大きい。不快さの寄与を増
加させるのに使用できる適切な彩度値を計算するために幾つか可能な方法がある。これら
は、注目性のもとで彩度に関する上記論議において述べられている。
【０５４１】
　リスト内の各色に対し、全色の不快さ測度に対する寄与を付加できる。この寄与は、彩
度の関数となることができる。例えば、彩度ｃiを有するｉ番目の色では、寄与はａｃ＋
ｃiであり、ａｃは別の色を単に有するという効果を表わす定数値であり、ｃiは、色の彩
度による更なる不快さである。
【０５４２】
　ｄｃ＝ａｃ　Ｎｃ＋Σｃi

ここで、ｄｃは、色の不快さの測度である。
【０５４３】
　各色で描画される文書の全領域を把握し、不快さの計算の拡大における彩度及び領域の
両方の関数を含むこともまた可能である。ここで理解することは、大きな着色領域が小さ
な領域の効果よりも強いことである。
【０５４４】
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　不快さの測度を、０乃至１の間で変化する色測度の制限に変換するために使用できる式
を以下に示す。
【０５４５】
　Ｖlc＝１／（ｂｃ＋ｄｃ）
ここで、ｂｃは、小さい正の定数である。
【０５４６】
　本明細書において提供される、文書快適性レベルに対する色の制限からの寄与度を評価
するための特定の方法は、例示であり、本発明の範囲を限定するように考えるべきではな
い。色の制限から寄与度を決定するための他の方法、例えば、快適性に関する感覚に関連
して色の数に対する測定した人的反応の関数は、本発明の範囲内であると考慮すべきであ
る。すなわち、本発明は、色の制限の寄与度を決定する特定の方法だけでなく、文書快適
性レベル及び文書品質を評価する背景において色の測度の制限を用いるより広範囲な概念
をも対象にする。
【０５４７】
　本発明の好ましい実施の形態において、人々は、他と較べてあるグループサイズに対し
もっと快適性を感じている。グループは、要素が多過ぎたり、あるいは、少な過ぎたりし
てもいけないし、奇数であることが偶数よりも好ましい。グループの最良のサイズは、３
個の要素である。グループ数の快適性の単純式は、以下の通りである。
【０５４８】
　Ｇｃ＝１／（ｅｇ＋ａｇ（１－ＭＯＤ２（ｅｇ）））
ここで、ｅｇは、グループ内の要素の数であり、ａｇは、偶数の要素の付加的不快さを与
える定数であり、ＭＯＤ２は、引数が偶数である場合に０を、奇数の場合に１を付与する
関数である。
【０５４９】
　文書全体に対し、すべてのグループにわたってグループ数快適性値を平均化するある方
法を必要とする。例えば、文書内にＮｇグループがあり、ｉ番目のグループの快適性値が
Ｇｃiである場合、すべてのグループにおける単純平均は、以下にようになる。
【０５５０】
　Ｖgn＝ΣＧｃi／Ｎｇ
　更に複雑な平均化スキームが可能である。例えば、文書の論理構造ツリーの階層（ハイ
アラキー）内のグループの配置に応じてグループ数快適性の効果を重みづけできる。
【０５５１】
　本明細書において提供される、文書快適性レベルに対するグループ数からの寄与度を評
価するための特定の方法は、例示であり、本発明の範囲を限定するように考えるべきでは
ない。グループ数からの寄与を決定するための他の方法、例えば、快適性の感覚に関する
グループメンバの数に対して測定した人的反応の関数は、本発明の範囲内であると考慮す
べきである。すなわち、本発明は、グループ数の寄与度を決定する特定の方法だけでなく
、文書快適性レベル及び文書品質を評価する背景において、グループサイズの測度を用い
るより広範囲の概念をも対象にする。
【０５５２】
　本発明の好ましい実施の形態において、人々が、混乱したものよりも整然とした文書の
ほうがより快適性を感じることは、一般的である。寄与する要因の組み合わせとして整然
性を定量化できる。多くの場合、文書を混乱した状態にする要因を識別し、かかる要因の
逆数を使用することは容易である。整然性の測度の例は、テキストの整然性、境界及び背
景の存在、位置合わせ、及び／又は規則性に基づいて提示される。整然性は、更なる要因
を用いることが可能であることを推定する。構成要素の整然性の測度を結合する際に、混
乱性の原因は、（全体的快適性に対して論じられたように）全体的な整然性を破壊するこ
とになると仮定する。
【０５５３】
　同様の結合式が使用できる。
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【０５５４】
　Ｖnt＝［Σｗi（ｄ＋Ｖi）

-p］-1/p－ｄ
ここで、Ｖiは、テキストの整然性、境界／背景、位置合わせ及び規則性に対するセット
Ｖtn、Ｖbb、Ｖal及びＶrgから採用される。重みｗi、及びパラメータｐ及びｄは、快適
性を計算する際に使用されたものとは異なることがある。
【０５５５】
　本明細書で提供される、文書の整然性を評価するための特定の方法は、例示であり、本
発明の範囲を限定するように考えるべきではない。文書の整然性を決定するための他の方
法、例えば、整然性の感覚に関する異なる文書特性に対して測定した人的反応の関数は、
本発明の範囲内であると考慮すべきである。すなわち、本発明は、整然性レベルを決定す
る特定の方法だけでなく、文書の整然性、快適性レベル、及び文書品質を評価する背景に
おいて、個々の測度の組み合わせを用いるより広範囲の概念をも対象にする。
【０５５６】
　図８３に示されるような、測度の組み合わせは、文書の整然性を評価するのに有益であ
る。
【０５５７】
　さらに具体的には、図８３に示されるように、整然性は、テキストの整然性、境界及び
背景の存在、位置合わせ、及び／又は規則性の組み合わせであると考えられる。図８３に
おいて、定量化された整然性の値は、整然性量子化器又は結合回路６１を用いて、テキス
トの整然性、境界及び背景の存在、位置合わせ、及び／又は規則性を組み合わせることに
よって導出される。
【０５５８】
　この図には、整然性定量化プロセス用の回路が示されるが、このプロセスは、マイクロ
プロセッサ及び／又はファームウェアによってソフトウェアにおいて実行できることに留
意すべきである。定量化は、特定の回路に限定されず、後述される方法論を実行できるソ
フトウェア及び／又はハードウェアの任意の組み合わせであってよい。
【０５５９】
　本発明の好ましい実施の形態において、要因が整然性にどのように寄与できるかという
例は、テキストの整然性を考慮する。テキストの整然性は、一部のフォントの変異体及び
スタイル（例えば、アンダーラインが引かれたテキストや、イタリックなど）を使用する
ことによって阻害される可能性がある。引用のあるテキストは、引用のないテキストより
も整然性が低いと考えられている。テキストを検査し、すべての単語、スペース、及び句
読点を考慮しながら文書内を進行することができる。単語（及び句読点）に対して、使用
されたフォント（ｆ）に基づいて整然性の値を決定する。フォントの（非）整然性あるい
は混乱した状態を推定する際に、フォントファミリー、スタイル、及び変異体を考慮する
。これらの特性は個々に考慮でき、ルックアップ・テーブル（Ｔｆ、Ｔｓ、及びＴｖ）は
、各特性ごとの混乱状態の効果を保存するように使用することができる。全体的な混乱状
態の測度は、フォント選択の効果を収集できる。
【０５６０】
　ｍｔ＝ｍｔ＋Ｔｆ［ｆａｍｉｌｙ（ｆ）］
　　　　　　＋Ｔｓ［ｓｔｙｌｅ（ｆ）］
　　　　　　＋Ｔｖ［ｖａｒｉａｎｔ（ｆ）］
　句読点については、引用符を探し、引用に対する特別の寄与度を付加する。一般に、文
字コードｃに基づいて寄与度を付加することができ、テーブルＴｃは寄与度の量を保存で
きる。これは、句読点と同様、スペース、文字、及び数に適用できる。
【０５６１】
　ｍｔ＝ｍｔ＋Ｔｃ［ｃ］
　フォント及び文字からの寄与度は、文字に対する全体的な混乱状態の寄与度が１を超え
ないように選択できる。
【０５６２】
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　テキストの整然性に対する平均値を得るために、各文字ごとに混乱度の値（ｉ番目の文
字に対するｍｔi）を合計し、文字の総数Ｎｃｈで割る。テキストの整然性は、混乱度の
逆数である。
【０５６３】
　Ｖtn＝１－Σｍｔi／Ｎｃｈ
　図８４は、より整然性の高い文書の例を示している。図８５は、整然性の低い文書の例
を示している。
【０５６４】
　本発明において提供される、文書の整然性及び快適性レベルに対しテキストの整然性か
らの寄与度を評価するための特定の方法は、例示であり、本発明の範囲を限定するように
考えるべきではない。テキストの整然性からの寄与度を決定するための他の方法、例えば
、整然性の感覚に関する異なるテキストスタイルに対して測定した人的反応の関数は、本
発明の範囲内であると考慮すべきである。すなわち、本発明は、テキスト整然性の寄与度
を決定する特定の方法だけでなく、文書の整然性レベル、文書快適性レベル、及び文書品
質を評価する背景において、テキスト整然性の測度を用いるより広範囲の概念をも対象に
するようなものである。
【０５６５】
　本発明の好ましい実施の形態において、境界及び背景の使用は、文書の構造を理解する
のに役立つことができ、文書の興味に付加することができるが、これらの付加がないもの
ほど整然性はない。文書は、境界及び／又は背景に対し幾つかの契機を提示する。これら
は、各ページ上で見られたり、あるいは、コラム、セクション、テーブルや図面に対して
も見出だすことができる。境界又は背景に対する各契機を考慮して文書内を進行する。こ
うしたそれぞれの契機において、境界又は背景が実際に存在するかどうかについて検査す
る。境界が存在する場合、混乱度の測度ｍｂｂに量ｖｂｄを加算する。背景が存在する場
合、量ｖｂｋをｍｂｂに加算する。さらに、遭遇した契機Ｎｂの数をカウントする。境界
及び背景からの整然性の寄与度は、これらの平均混乱度の逆数である。
【０５６６】
　Ｖbb＝１－ｍｂｂ／Ｎｂ
　本明細書において提供される、文書整然性及び快適性レベルに対する境界及び背景から
の寄与度を評価するための特定の方法は、例示であり、本発明の範囲を限定するように考
えるべきではない。境界及び背景からの寄与度を決定するための他の方法、例えば、整然
性の感覚及び快適性に関する異なる境界及び背景のそれぞれのスタイルに対して測定した
人的反応の関数は、本発明の範囲内であると考慮すべきである。すなわち、本発明は、境
界及び背景の寄与度を決定する特定の方法だけでなく、文書の整然性レベル、文書の快適
性レベル、及び文書品質を評価する背景において、境界及び背景の各測度を使用するより
広範囲の概念をも対象にする。
【０５６７】
　本発明の好ましい実施の形態において、整然性に対する重要な寄与度は、文書の構成要
素が位置合わせされ、規則正しく配置されているという印象である。これらの要因は、文
書の美観に関する議論に述べられている。記載された技術を用いて、文書の位置合わせ及
び規則性に対する測度Ｖal及びＶrgを計算することができる。整然性に対するこれらの寄
与度に対する重み係数が、美観に対する寄与度に使用される係数とは異なる傾向があるこ
とに留意すべきである。
【０５６８】
　本明細書において提供される、文書の整然性及び快適性レベルに対する位置合わせ及び
規則性からの寄与度を評価するための特定の方法は、例示であり、本発明の範囲を限定す
るように考えるべきではない。位置合わせ及び規則性からの寄与度を決定するための他の
方法、例えば、整然性の感覚及び快適性に関する異なる程度の位置合わせ及び規則性に対
して測定した人的反応の関数は、本発明の範囲内であると考えるべきである。すなわち、
本発明が、位置合わせ及び規則性の寄与度を決定する特定の方法だけでなく、文書整然性
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レベル、文書快適性レベル、及び文書品質を評価する背景において、位置合わせ又は規則
性の測度を用いるより広範囲の概念をも対象にする。
【０５６９】
　本発明の好ましい実施の形態において、一部のテキストでは、他のものと比べて、解読
し、理解するための作業をより必要とする。イタリック体で印刷されたテキスト、あるい
は、標準でないフォント変異体を使用するテキストは、読みにくい。薄い色の背景上での
薄い色のテキスト、あるいは、濃い色の背景上での濃い色のテキストは、解読する努力を
要する。この作業は、読者を疲れさせ、文書を使用することを不快なものにしている。文
書の平均判読性Ｖdcを推定するための方法は、文書がいかに良く伝達されるかに関する論
議において上記に述べられている。
【０５７０】
　本明細書において提供される、文書快適性レベルに対するテキスト判読性からの寄与度
を評価するための特定の方法は、例示であり、本発明の範囲を限定するように考えるべき
ではない。テキスト判読性からの寄与度を決定するための他の方法、例えば、判読性と、
快適感に関する異なるテキストスタイルに対して測定した人的反応の関数は、本発明の範
囲内であると考慮すべきである。すなわち、本発明は、テキスト判読性の寄与度を決定す
る特定の方法だけでなく、文書快適性レベルと文書品質を評価する背景において、テキス
ト判読性の測度を使用するより広範囲の概念をも対象にする。
【０５７１】
　本発明の好ましい実施の形態において、一部の文書構成は、読者を威圧するように働く
ことがある。これらの要素が存在する程度を注意することによって、威圧性の測度を構成
することができる。威圧性は、快適性に反するので、威圧性係数の逆数は、快適性の推定
に対し寄与することになる。威圧性のある要素には、余白が少量であること、情報密度が
高いこと、可読性が低いこと、テキストがボールド体であること、画像部分が少量である
こと、ラインが使用されていること、及び／又は、技術的レベルが高いこと、が挙げられ
る。これら要素の多くは、ＩＲＳ形式から熟知されている。
【０５７２】
　非威圧性測度は、威圧する要素の逆数を結合することによって、実際に計算される。文
書の非威圧性要素に対する種々の寄与度の要素を結合するために、単純加重平均が使用さ
れるが、より複雑な結合スキームも可能である。
【０５７３】
　Ｖin＝ΣｗiＶi

ここで、ｗiは、重みであり、Ｖiは、要素の上記リストに対応する、非威圧性構成要素の
値Ｖws、Ｖil、Ｖlg、Ｖdc、Ｖnb、Ｖpf、Ｖnl、Ｖltである。
【０５７４】
　図８６に示すような、測度の組み合わせは、文書の威圧性を評価する際に有益である。
【０５７５】
　さらに具体的には、図８６に示すような威圧性は、余白が少量であること、情報密度が
高いこと、可読性が低いこと、テキストがボールド体であること、画像部分が少量である
こと、ラインが使用されていること、及び／又は技術的レベルが高いこと、の組み合わせ
であると考えられる。図８６において、定量化された威圧性の値は、威圧性量子化器又は
結合回路６２を使用して、余白が少量であること、情報密度が高いこと、可読性が低いこ
と、テキストがボールド体であること、画像部分が少量であること、ラインが使用されて
いること、及び／又は技術的レベルが高いこと、を結合することによって導出される。
【０５７６】
　この図には、威圧性定量化プロセス用の回路が示されるが、このプロセスがマイクロプ
ロセッサ及び／又はファームウェアによってソフトウェアで実行することもできることに
留意すべきである。定量化は、特定の回路に限定されず、後述される方法論を実行できる
、ソフトウェア及び／又はハードウェアの任意の組み合わせであってよい。
【０５７７】
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　図８７は威圧的な文書の一例である。
【０５７８】
　文書がいかに威圧的か又は威圧的でないかの測度を評価するための、ここに提示された
特定の方法は例示的なものであり、範囲を限定するものとみなされるべきではない。文書
の威圧度レベルを決定するための他の方法、例えば威圧感について種々の文書特性に対す
る測定された人間の反応の機能も本発明の範囲内とされるべきであり、したがって、本発
明は、威圧レベルを認定するための特定の方法にだけではなく、文書威圧レベル、文書快
適レベル及び文書品質を評価することに関連して個々の度合いの組み合わせを利用する、
それよりはるかに広い概念にも関するものである。
【０５７９】
　本発明の好ましい実施形態では、多くの余白を有する「開いた」（"open"）文書は、コ
ンテンツの詰まった文書ほどには威圧的ではない。余白部分を評価する方法が、文書がい
かに良く伝達するかについての論述で説明された。
【０５８０】
　非余白面積は、コンテンツ・オブジェクトの面積を合計することによって推定される。
全オブジェクト面積は全文書面積Adによって概算できる。Vws=(Ad－ΣAi)/Ad
　文書威圧レベル及び快適レベルに対する余白の寄与を評価するための、ここに提示され
た特定の方法は、例示であり、範囲を限定するものと考えられるべきではない。余白の寄
与を認定するための他の方法、例えば威圧感について種々の余白の大きさに対する測定さ
れた人間の反応の機能も本発明の範囲内とされるべきであり、したがって、本発明は余白
の効果を認定する特定の方法にだけではなく、文書威圧レベル、文書快適レベル及び文書
品質を評価するのに関連して余白度合いを利用する、それよりはるかに広い概念にも関す
るものである。
【０５８１】
　本発明の好ましい実施形態では、密に詰まった情報は威圧的であり、したがって情報デ
ンシテイ（information density）の逆数が非威圧度に寄与しうる。このような情報ライ
トネス測度（information lightness measure）については、文書の注目度特性について
の論述で説明された。
【０５８２】
　文書威圧レベル及び快適レベルに対する情報ライトネス又はデンシテイの寄与を評価す
るための、ここに提示された特定の方法は、例示であり、範囲を限定するものではない。
情報デンシテイの寄与を認定するための他の方法、例えば威圧感について種々の情報量及
び面積に対する測定された人間の反応の機能も、本発明の範囲内とされるべきであり、し
たがって、本発明は情報ライトネス又はデンシテイの寄与を認定する特定の方法にだけで
はなく、文書威圧レベル、文書快適レベル及び文書品質を評価することに関連して情報デ
ンシテイの度合いを利用する、それよりはるかに広い概念にも関するものである。
【０５８３】
　本発明の好ましい実施形態では、読み難い文書は威圧的であり、したがって可読性が非
威圧性に寄与するものである。可読性を評価する方法については、文書の伝達力について
の論述で説明された。
【０５８４】
　文書の威圧レベル及び快適レベルに対するテキストの可読性の寄与を評価するための、
ここに提示された特定の方法は、例示であり、範囲を限定するものではない。可読性の寄
与を認定するための他の方法、例えば読み難さ及び威圧感に関して種々のテキスト特性に
対する測定された人間の反応の機能も本発明の範囲内とされるべきであり、したがって、
本発明は可読性の寄与を認定する特定の方法だけではなく、文書威圧レベル、文書快適レ
ベル及び文書品質を評価するのに関連して可読性の測度を利用する、それよりはるかに広
い概念にも関するものである。
【０５８５】
　本発明の好ましい実施形態では、ボールド（bold）又はヘビイ・ウエイト（heavy weig
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ht）のテキストを使用すると威圧的になる。非威圧度が望まれるので、テキスト疎度の度
合い（軽いテキスト重さに関連した高い値）を有していたいであろう。このような度合い
を認定する方法は簡単である。文書中を辿り、テキストを調べて、どのようなフォントが
使われているかを知る。フォントfのウエイトに対するライトネス値tlは、tl=Tl[weight(
f)]である。
【０５８６】
　tliが第i番目の文字のライトネス値であると、ライトネス値を加算しかつ文字の総数Nc
hで割り算することによって、平均ライトネス（ノン・ボールドネス）値を得ることがで
きる。すなわち、
　Vnb = Σtli/Nch
　他の手法は、ボールド又はヘビイ・テキストの面積を集めて、それを文書の総面積Adで
割り算し、そして反転する。すなわち、
　Vnb = 1－Ab/Ad
　文書威圧レベル及び快適レベルに対するボールド・テキストの寄与を評価するための、
ここに提示された特定の方法は、例示であり、範囲を限定するものではない。ボールド・
テキストの寄与を認定する他の方法、例えば、威圧感及び文書快適レベルに関して種々の
ボールド・テキスト量に対する測定された人間の反応の機能も本発明の範囲内とされるも
のであり、したがって、本発明はボールド・テキストの寄与を認定する特定の方法にだけ
ではなく、文書威圧レベル、文書快適レベル及び文書品質を評価するのに関連してボール
ド・テキスト度合いを利用する、それよりはるかに広い概念にも関するものである。
【０５８７】
　本発明の好ましい実施形態では、縦線、特に高いコントラストを有する太い縦線の存在
が威圧的となりうる。縦線の効果を数量化する方法は、まず文書中を辿って、縦線を見つ
け出すことである。これには、境界線や、幅と高さの比が閾値より小さい長方形の一部分
である縦線が含まれる。見出された各線について、それの面積Alにそれの輝度対比clを掛
け算する。
【０５８８】
　ウエイト付けされた全ての面積を加算し、そして文書の面積Adで割り算すると、０と１
の間の値が得られる。縦線に割り当てられた面積は通常は小さいから、この式は効果を過
少評価しているが、それを分数乗（fractional power）すると、それの力を高めることが
できる。非威圧寄与を得るためには、結果を反転させることが必要である。すなわち、
　Vnl = 1－(Σcli Ali / Ad)

1/p

　文書威圧レベル及び快適レベルに対する縦線の寄与を評価するための、ここに提示され
た特定の方法は、例示であり、範囲を限定するものではない。線の寄与を認定するための
他の方法、例えば、威圧感及び文書快適レベルに関して種々の線の量及びスタイルに対す
る測定された人間の反応の機能も本発明の範囲内とされるべきであり、したがって、本発
明は縦線の寄与を認定する特定の方法にだけではなく、文書威圧レベル、文書快適レベル
及び文書品質を評価することに関連して線の度合いを利用する、それよりはるかに広い概
念にも関するものである。
【０５８９】
　本発明の好ましい実施形態では、高度に技術的な題材は威圧的である。技術的レベルの
測度としては、可読性、数字の存在、画像の存在していないなどのオブジェクトが含まれ
る。技術的レベルの測度の一例の定義については、文書がいかに良く伝達するかについて
の論述で説明された。技術的レベルVtlは、非威圧演算で使用できる非技術的レベルの測
度に対して反転すればよい。すなわち、
　Vnt = 1－Vtl
　文書威圧レベル及び快適レベルに対する技術的レベルの寄与を評価するための、ここに
提示された特定の方法は、例示であり、範囲を制限するものではない。技術的レベルの寄
与を認定するための他の方法、例えば、技術的レベル、威圧感、文書快適レベルに関して
種々の文書コンテンツに対する測定された人間の反応の機能も本発明の範囲内とされるも
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のであり、したがって、本発明は技術的レベルの寄与を認定する特定の方法にだけでなく
、文書威圧レベル、文書快適レベル及び文書品質を評価することに関連して技術的レベル
の測度を利用する、それよりはるかに広い概念にも関するものである。
【０５９０】
　本発明の好ましい実施形態では、人々は文書のスタイルについてある種の期待を有する
。人々が馴染んだ慣例が存在する。このような慣例に破ることは、ある種の利益（注目を
集めるというような）を生むが、犠牲（使い易さを低下させることのような）を伴う。慣
例に背くことは、少しの不快さを生ずるのが殆ど常である。
【０５９１】
　慣例とは新規性の逆として定義される。新規性の測度については、文書がいかに良く関
心を保持するかについての論述で説明された。
【０５９２】
　文書快適レベルに対する文書慣例の寄与を評価するための、ここに提示された特定の方
法は、例示であり、範囲を限定するものではない。慣例の寄与を認定するための他の方法
、例えば、慣例及び快適感に関して種々の文書スタイルに対する測定された人間の反応の
機能も、本発明の範囲内とされるものであり、したがって、本発明は慣例の寄与を認定す
る特定の方法にだけではく、文書快適レベル及び文書品質を評価することに関連して慣例
の測度を利用する、それよりはるかに広い概念にも関するものである。
【０５９３】
　本発明の好ましい実施形態では、カラーのある種の組み合わせは、互いに調和的にフィ
ットするが、他の組み合わせは調和しない。衝突又は調和しないカラーは目を疲れさせて
不快感を生じさせるが、調和したカラーは見る人を落ち着かせることができる。カラー調
和は、文書の注目度についての論述で説明されたカラー不調和Vdの逆として定義される。
したがって、カラー調和は、Vch = 1－Vdである。
【０５９４】
　文書快適レベルに対するカラー調和の寄与を評価するための、ここに提示された特定の
方法は、例示であり、範囲を限定するものではない。カラー調和の寄与を認定するための
他の方法、例えば、カラー調和及び快適感に関して種々の文書カラー組み合わせに対する
測定された人間の反応の機能も本発明の範囲内とされ、したがって、本発明は、カラー調
和の寄与を認定する特定の方法にだけではなく、文書快適レベル及び文書品質を評価する
ことに関連してカラー調和度合いを利用する、それよりはるかに広い概念にも関するもの
である。
【０５９５】
　本発明の好ましい実施形態では、期待されることをの他の態様はカラー選択が適切であ
ることである。文書のデザイン・ルールでは、大きい背景領域は非飽和カラーを使用すべ
きであり、小さい前景オブジェクトは飽和カラーを使用すべきである。各オブジェクトの
面積にそれの飽和度を掛け算することによって、カラー不適切度の測度を得ることができ
る。実際には、結果を０～１の範囲に制限するために、面積は全文書面積Adの一部分とし
て測定されるべきである。高い飽和度（不適切な）を有する大きい面積からは大きい結果
が得られる。文書全体の平均値では、全てのオブジェクトからの値を合成しなければなら
ず、面積による飽和の単純なウエイト付けをすれば、これが実際には適切であるかもしれ
ない場合には、多くの小さい飽和した前景オブジェクトから不適切なカラー使用の測度を
得ることができるであろう。より良好な方策は、面積の一部分をべき乗することである。
これが小さい物体の影響をさらに軽減する。これによって、Vca = 1－Σci (Ai /Ad)

pの
ように見えるカラー適切化策が得られる。ただし、ｐは１より大きい値である。
【０５９６】
　文書快適レベルに対するカラー適切性の寄与を評価するための、ここに提示された特定
の方法は、例示であり、範囲を限定するものではない。カラー適切性の寄与を認定するた
めの他の方法、例えば、カラー適切性及び快適感に関して種々のオブジェクトカラーに対
する測定された人間の反応の機能も本発明の範囲内とされ、したがって、本発明は、カラ
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ー適切性を認定する特定の方法にだけではなく、文書快適レベル及び文書品質を評価する
ことに関連してカラー適切性方策を利用する、それよりはるかに広い概念にも関するもの
である。
【０５９７】
　本発明の好ましい実施形態では、輝度の一貫性についてのルールは、コンテンツ要素の
１つのグループでは、先ず暗い要素が来て、それより明るい要素が次に来るべきであると
規定している。しかし、文書の論理的構造は通常、各ブランチ・ノードが１つのグループ
を表すツリーであることに注目されたい。したがって、１つのグループのメンバーは、他
のグループであることが多い。コンテンツ要素は、単一のカラー及び輝度を有する単純な
オブジェクトではないかも知れない。輝度一貫性についてのルールはまだ適用され得るが
、使用される輝度は、サブツリー・グループ・メンバーの平均輝度でなければならない。
【０５９８】
　オブジェクトの平均輝度を決定するためには、オブジェクトの輝度Lf、背景の輝度Lb、
前景カラーを有する面積Af及びオブジェクトの境界面積Aoを得る。平均輝度Lavは、Lav =
 (Lf Af + Lb (Ao－Af))/Aoとなる。
【０５９９】
　１つのグループのオブジェクトに対する平均輝度は、それのメンバーの平均輝度をそれ
らの面積でウエイト付けしたものの和に背景の寄与をプラスしたものである。Agがそのグ
ループの境界面積、Laviが第i番目のグループ・メンバーの平均輝度、そしてAiがそのメ
ンバーの面積であるとすると、そのグループの平均輝度Lavgは、
Lavg = Σlavi Ai + Lb(Ag－ΣAi)/Agとなる。
【０６００】
　１つのグループに対する輝度の一貫性についての測度を見出すためには、そのグループ
のメンバー中を歩進して、各メンバーの平均輝度を見出す。その輝度を前のメンバーの輝
度と比較し、新しい輝度が古い輝度よりも暗い場合には、差を収集する。これが実際に非
一貫性の測度を与えるので、逆関数を用いてそれを０と１の間の範囲の一貫性値に変換す
ることができる。この方法は下記の疑似コードによって示される。
incon = 0
odllum = AverageLuminance(groupMember(1))
for i = 2 to number of group member
｛ newlum = AverageLuminance(groupMember(i))
   if newlum<oldlum
     then incon = incon + oldlum－newlum
oldlum = newlum
｝end of loop
Vclg = acl/(acl + incon)
ここで、Vclgは、そのグループの輝度の一貫性値であり、aclは小さい正の一定値である
。
【０６０１】
　上記の方法はコンテンツ・ツリーにおける各ノードに対する測度の計算のし方を示して
いるが、ツリー全体の集約値を得る方法については言っていない。これを行うための１つ
の方法は、すべてのツリー・ノード値のウエイト付けされた平均を生成することである。
この場合、ウエイトはツリーの深さの関数である。結合された値を負のべき乗にして、悪
い一貫性値が多くの良好値のインパクトを有するようにすることができる。これは次のよ
うに要約できる。
Vcl = ((Σwi (dcl + Vcli)

-p)/Σwi )
-1/p－dcl

ただし、和はコンテンツ・ツリーにおけるずべてのグループ・ノードについてであり、wi
はノード深さ、Vcliはそのノードの輝度の一貫性、dclは小さな正の定数、そしてpは１の
ような正の値である。
【０６０２】
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　図８８は一貫性輝度の例である。図８９は非一貫性輝度の例である。
【０６０３】
　文書快適レベルに対する輝度の一貫性の寄与を評価するための、ここに提示された特定
の方法は、例示であり、範囲を限定するものではない。輝度の一貫性の寄与を認定するた
めの他の方法、例えば、輝度の一貫性及び快適感に関して種々のオブジェクト・輝度値及
び順序付け（ordering）に対する測定された人間の反応の機能も、本発明の範囲内とされ
、したがって、本発明は、輝度の一貫性の寄与を認定する特定の方法にだけでなく、文書
快適レベル及び文書品質を評価することに関連して輝度一貫性測度を利用する、それより
はるかに広い概念にも関するものである。
【０６０４】
　本発明の好ましい実施例では、サイズの一貫性に対するデザイン・ルールは、１つのグ
ループのコンテンツ要素に対するものであり、大きい要素が最初に来て、それより小さい
要素がそれに続くことになる。そのサイズを前のメンバーのサイズと比較し、新しいサイ
ズが古いサイズより大きい場合には、差を収集する。これが実際に非一貫性の測度を与え
、逆関数を用いて、それを０と１の間における一貫性値に変換することができる。この方
法は、下記の疑似コードによって示される。
incon = 0
odlsize = BoundingSize(groupMember(1))
for i= 2 to number of group members
｛ newsize = BoundingSize (groupMember(i))
   if newsize >oldsize
     then incon = incon + newsize－oldsize
oldsize = newsize
｝end of loop
Vcsg = acs/(ac + incon)
ここで、Vscgはグループに対するサイズ一貫性値であり、acsは小さい正の一定値である
。
【０６０５】
　グループのメンバーを検討して、サイズ比較から、ある特定のメンバー（ヘッデイング
のような）を排除したい場合がありうる。
【０６０６】
　上記の方法は、コンテンツ・ツリーにおける各ノードに対する測度の計算のし方を示し
ているが、ツリー全体の集約値の計算のし方については言っていない。これを行う１つの
方法は、すべてのツリー・ノード値のウエイト付けされた平均値を生成することである。
ただし、ウエイトはツリーの深さの関数である。結合されている値を負のべき乗して、悪
い一貫性値が多くの良い値のインパクトを有するようにすることができる。これは、
Vcs = ((Σwi (dcs + Vcsi )

-p )/Σwi )
-1/p－dcs

のように要約することができる。ただし、和はコンテンツ・ツリーのすべてのグループ・
ノードについてであり、wiはノード深さ、Vcsiはノードのサイズ一貫性、dcsは小さい正
の定数、そしてpは１のような正の値である。
【０６０７】
　図９０は一貫性のサイズの例である。図９１は非一貫性のサイズの例である。
【０６０８】
　文書快適レベルに対するサイズ一貫性の寄与を評価するための、ここに提示された特定
の方法は、例示であり、範囲を限定するものではない。サイズの一貫性の寄与を認定する
ための他の方法、例えば、サイズの一貫性及び快適性に関して異なるオブジェクト・サイ
ズ及びオーダーリング（orderings）に対する測定された人間の反応の機能も、本発明の
範囲内とされ、したがって、本発明は、サイズ一貫性の寄与を認定する特定の方法にだけ
ではなく、文書快適レベル及び文書品質を評価することに関連して、サイズ一貫性の測度
を利用する、それよりはるかに広い概念にも関するものである。
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利便性
　本発明の好ましい実施形態では、文書品質に寄与する他の文書特性は、利便性レベル又
は文書が感知される使い易さである。文書利便性レベルを定量化するための方法について
次に説明する。他の特性と同様に、利便性はより単純な特性又は要因の組み合わせとして
計算される。コンポーネント要因のどれかに反すると、非利便性を生じて、文書レイアウ
トの全体的な利便性を破壊するおそれがある。コンポーネント要因は、一貫性、可読性、
障害対応（disability proof）、ナビゲーションの容易性（ease of navigation）、前進
の容易性（ease of progression）、検索可能性（searchability）、位置付け性（lacata
bility）、視映可能部分（viewable fraction）、単一ウインドウ・デイスプレイ（singl
e window display）及び／又は伝送及び処理時間（transmission and processing time）
を含みうる。
【０６０９】
　各要因は０と１の間にある値を生成すように定義され、０は低い又は悪い利便性値を意
味し、１は高い又は良い利便性値を意味する。これは、（及び多分他のこの種のルール）
、は全体的な利便性測度を生成するように計算されかつ組み合わせられる。Viが第I番目
のルールに対して計算された値であるとすると、利便性値Vcvはこれらの寄与の関数Eとし
て形成される。
Vcv = E(Vcns, Vlg, Vdp, Ven, Vep, Vsh, Vlo, Vvf, Vsw, ….Vtm)
　組み合わせ関数Eは、寄与のウエイト付けされた平均値と同様に単純になりうるが、悪
い寄与因子がると、他がどんなに良くても、利便性を壊すおそればあるから、線形組み合
わせは好ましくない。他の方法は、
Vcv = [Σwi (d + Vi)

-p]-1/p－d
を用いることである。wi係数は、各ルールの相対的重要性を特定するウエイトであるから
、それらの和は１にならなければならない。指数ｐは、１つの悪い値に多くの良い値を圧
倒させうる非直線性を導入する。ｐが大きければ大きいほど、この効果は大きくなる。定
数ｄは１に近い正の数であり、０による割り算がなされないように監視する。
【０６１０】
　他の組み合わせ関数も可能である。例えば、寄与の積をとることができる。寄与のウエ
イト付けが望ましい場合には、これは累乗法によって累乗法によって行うことができる（
ウエイト付けは、上述したものとは異なっている）。
Vcv =ПVi

wi'

　図９２に示されているような測度の組み合わせは、文書の利便性を評価するのに有用で
ある。
【０６１１】
　さらに具体的には、利便性は、図９２に示されているように、一貫性、可読性、障害対
応、ナビゲーションの容易性、前進の容易性、検索機能、位置付け性、視映可能部分、単
一ウインドウ・デイスプレイ、及び／又は伝送及び処理時間の組み合わせと考えられる。
図９２においては、利便性定量化器又は結合器回路７０を使って、一貫性、可読性、障害
対応、ナビゲーションの容易性、前進の容易性、検索可機能、位置付け性、視映可能部分
、単一ウインドウ・デイスプレイ、及び／又は伝送及び処理時間を組み合わせることによ
り、定量化された利便性値が得られる。
【０６１２】
　図は利便性定量化処理のための回路を示しており、この処理はマイクロプロセッサ及び
／又はファームウエアによりソフトウエアでも実行されうることが分かる。この定量化は
、特定の回路に限定されるものではなく、下記の技法を実行できるソフトウエア及び／又
はハードウエアの任意の組み合わせによっても行うことができる。
【０６１３】
　選択されたルールの組は、利便性測度がどのようにして構成できるかを示していること
に注目されたい。使い易さに寄与する他の要因が存在しており、それらの要因は、利便性
についてのさらに精巧な数量化に確かに含まれうる。文書利便性を評価するための、ここ
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に提示された特定の方法は、例示であり、範囲を限定するものではない。
【０６１４】
　文書利便性を認定するための他の方法、例えば、利便性の感覚に関して種々の文書特性
に対する測定された人間の反応の機能も本発明の範囲内とされ、したがって、本発明は、
利便性レベルを認定する特定の方法にだけだはなく、文書利便性レベル及び文書品質を評
価することに関連して個々の測度の組み合わせを利用する、それよりはるかに広い概念に
も関するものである。
【０６１５】
　本発明の好ましい実施形態では、グラフィック・デザインに、多くの一貫性ルールがあ
る。一貫性は、使用するのをより容易にする文書の内部モデルを構築するのを助長する。
一貫性に対する寄与ルール又は要因の幾つかと、それらの要因がどのようにして結合され
て全体の一貫性測度となされ得るかについて、ここで説明する。例示の一貫性測度は、位
置順序、輝度、サイズ、及び／又はスタイルを含むであろう。これらの要因に対する測度
を計算するための方法については説明したので、ここでは詳細については繰り返さない。
【０６１６】
　コンポーネント一貫性測度を組み合わせる場合には、非一貫性の発生源があれば、全体
の一貫性を破壊するものとする。使用できる組み合わせの式は、
Vnt = [Σwi (d + Vi)

-p]-1/p－d
である。ただし、Viは、Vcp、Vcl、Vcsz、Vcstの組から取り出されたものである。ウエイ
トwiは、異なる測度の相対的な重要性を示している。パラメータｐは１又はそれより大き
い数であり、ｄは０より若干大きい値である。
【０６１７】
　図９４に示されている測度の組み合わせが、文書の一貫性を評価するのに有用である。
【０６１８】
　さらに具体的には、図９４に示された一貫性は、位置順序、輝度、サイズ、及び／又は
スタイルの組み合わせと考えられる。図９４では、一貫性定量化器又は組み合わせ回路７
２を用いて、位置順序、輝度、サイズ及び／又はスタイルを組み合わせることにより、定
量化された一貫性測度が得られる。
【０６１９】
　図は一貫性定量化処理のための回路を示しており、この処理はマイクロプロセッサ及び
／又はファームウエアによってソフトウエアで実行することもできることが分かる。この
定量化は、特定の回路に限定されるものではなく、下記の技法を実施できるソフトウエア
及び／又はハードウエアの任意の組み合わせによっても行うことができる。
【０６２０】
　文書の一貫性の測度を評価するための、ここに提示された特定の方法は、例示であり、
範囲を限定するものではない。文書一貫性レベルを認定すための他の方法、例えば、一貫
性の感覚に関して種々の文書特性に対する測定された人間の反応の機能も本発明の範囲内
であるとされ、したがって、本発明は一貫性レベルを認定する特定の方法にだけではなく
、文書一貫性レベル、文書利便性レベル及び文書品質を評価することに関連して個々の測
度の組み合わせを用いる、それよりはるかに広い概念にも関するものである。
【０６２１】
　本発明の好ましい実施形態では、位置順序に対しては、実際に２つの測度、すなわち走
査一貫性及び／又は順序一貫性が存在しており、これらは両方とも、文書がいかに良く伝
達するかを数量化することについての論述において説明された。論理順序とレイアウト位
置との間に一貫性のあるモデルを実現するために、コンテンツ・オブジェクトのレイアウ
ト配置は、これら２つのルールのうちの１つに従わなければならない。しかし、レイアウ
トは、両方のモデルに同時に従う必要はない。したがって、走査一貫性Vcs及び順序の一
貫性Vcoを組み合わせて全体的な位置の一貫性Vcpとしなければならない。これを行う簡単
な方法は、Vcp = MAXIMUM(Vcs, Vco)である。
【０６２２】



(88) JP 4624026 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

　さらに精巧な他の手法は、
p = dcp －(((dcp－Vcs)

-p + (dcp－Vco)
-p)/2)-1/p

である。ただし、dcpは１より若干大きい定数であり、pは１又はそれより大きい数である
。
【０６２３】
　図９３に示されている測度の組み合わせは、文書の位置の一貫性を評価するのに有用で
ある。
【０６２４】
　さらに具体的には、図９３に示されている位置一貫性は、走査一貫性及び／又は順序一
貫性の組み合わせであると考えられる。図９４では、定量化された位置一貫性値が、位置
一貫性定量化器又はコンバイナ回路７１を用いて走査一貫性及び／又は順序一貫性を組み
合わせることによって得られる。
【０６２５】
　図は位置一貫性定量化処理のための回路を示しており、この処理はマイクロプロセッサ
及び／又はファームウエアによってソフトウエアでも実行されうることが分かる。この定
量化は、特定の回路に限定されるものではなく、下記の技法を実行できる任意のソウトウ
エア及び／ハードウエアの任意の組み合わせによっても実行できる。
【０６２６】
　文書一貫性レベル及び利便性レベルに対する位置の一貫性の寄与を評価するための、こ
こに提示された特定の方法は、例示であり、範囲を限定するものではない。位置の一貫性
を寄与を認定する他の方法、例えば、一貫性の感覚及び文書一貫性レベルに関するコンテ
ンツ・オブジェクトの種々の位置決めに対する測定された人間の反応の機能も、本発明の
範囲内であるとされ、したがって、本発明は、位置の一貫性の寄与を認定する特定の方法
にだけでなく、文書一貫性レベル、文書利便性レベル及び文書品質を評価することに関連
して位置の一貫性測度を利用する、それよりはるかに広い概念にも関するものである。
【０６２７】
　本発明の好ましい実施形態では、輝度の一貫性の測度Vclを計算するための方法が、文
書快適性についての上記論述で説明された。この着想は、１つのグループにおいて暗いオ
ブジェクトが明るいオブジェクトに先行しなければならないというものである。
【０６２８】
　文書一貫性レベル及び利便性レベルに対する輝度の一貫性の寄与を評価するための、こ
こに提示された特定の方法は、例示であり、範囲を限定するものではない。輝度の一貫性
の寄与を認定するための他の方法、例えば、一貫性についての感覚及び文書利便性レベル
に関するコンテンツ・オブジェクトの種々の輝度設定及び順序付けに対する測定された人
間の反応の機能も、本発明の範囲内とされるものであり、したがって、本発明は、輝度の
一貫性の寄与を認定する特定の方法にだけではなく、文書一貫性レベル、文書利便性レベ
ル及び文書品質を評価することに関連して輝度の一貫性の測度を利用する、それよりはる
かに広い概念にも関するものである。
【０６２９】
　本発明の好ましい実施形態では、サイズの一貫性の測度Vcszを計算するための方法も、
文書快適性についての上記の論議で説明された。この着想は、１つのグループにおいて大
きいオブジェクトが小さいオブジェクトに先行しなければならないということである。
【０６３０】
　文書一貫性レベル及び利便性レベルに対するサイズの一貫性の寄与を評価するための、
ここに提示された特定の方法は、例示であり、範囲を限定るすものではない。サイズの一
貫性の寄与を認定するための他の方法、例えば、一貫性についての感覚及び文書利便性レ
ベルに関するコンテンツ・オブジェクトの種々のサイズ及び順序付けに対する測定された
人間の反応の機能も、本発明の範囲内とされるべきであり、したがって、本発明は、サイ
ズの一貫性の寄与を認定する特定の方法にだけではなく、文書一貫性レベル、文書利便性
レベル及び文書品質を評価することに関連してサイズの一貫性の測度を利用する、それよ
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りはるかに広い概念にも関するものである。
【０６３１】
　本発明の好ましい実施形態では、スタイルの一貫性の測度Vcstを計算するための方法が
、グループの使い易さについての論述で説明された。この着想は、コンテンツ構造内の同
様の位置にけるオブジェクトはが整合したスタイルを有していなければならないというこ
とである。
【０６３２】
　文書一貫性レベル及び利便性レベルに対するスタイルの一貫性の起用を評価するための
特定の方法は、例示であり、範囲を限定するものではない。スタイルの一貫性の寄与を認
定するための他の方法、例えば、一貫性についての感覚及び文書利便性レベルに関して種
々のスタイル及びコンテンツ・オブジェクトの順序付けに対する測定された人間の反応も
、本発明の範囲内とされるものであり、したがって、本発明は、スタイルの一貫性の寄与
を認定する特定の方法にだけではなく、文書一貫性レベル、文書利便性レベル、及び文書
品質を評価することに関連してスタイルの一貫性の測度を利用する、それよりはるかに広
い概念にも関する。
【０６３３】
　本発明の好ましい実施形態では、読むのが難しい文書は使うのが難しいことが多い。可
読性の測度Vlgは、文書の伝達性に対する寄与因子として定義された。それは利便性と伝
達性とに寄与するが、ウエイトは異なる。つまり、伝達性は全体として、利便性にたいす
る寄与因子として用いられるべきであると主張することができるであろう。これは除外さ
れないが、ここでの例は、利便性に対して特定の影響を及ぼす伝達性のコンポーネントの
うちの幾つかを含むにすぎないであろう。それらのコンポーネントについて個別に検討す
ると、伝達性の寄与に対して用いられるウエイトとは異なるウエイトを、利便性への寄与
時に、それらのコンポーネントに与えることができる。
【０６３４】
　文書利便性レベルに対する可読性の寄与を評価するための、ここに提示された特定の方
法は、例示であり、範囲を限定するものではない。可読性の寄与を認定するための他の方
法、例えば、可読性及び利便性についての感覚に関する種々のテキストの特徴に対する測
定された人間の反応の機能も、本発明の範囲内とされるものであり、したがって、本発明
は、可読性の寄与を認定する特定の方法にだけではなく、文書利便性レベル及び文書品質
を評価することに関連して可読性の測度を利用する、それよりはるかに広い概念にも関す
るものである。
【０６３５】
　本発明の好ましい実施形態では、一般に、障害対応（disability proof）とは、文書が
いかに良くハンデイキャップのある人たち役立つことができるかを言う。例えば、テキス
トだけの文書は目の見えない人に読んで聞かせることができるが、画像のある文書はコン
テンツを伝えるのがはるかに難しくなるであろう。障害対応策に対する寄与因子の他の例
は、文書がいかに良く伝達するかについての論述で定義された赤緑色弱配慮特性（red-gr
een friendliness property）である。この方策の背後にある思想は、赤緑色弱配慮性（r
ed-green friendly）であるためには前景カラーと背景カラーとの間に輝度・コントラス
トか青・黄コントラストが存在しなければならないということである。このコントラスト
がないと、色盲の人が前景オブジェクトを背景と識別するのが困難であろう。この方策は
、単純な障害対応関数Vdpの一例として用いられるであろう。他のハンデイキャップのた
めの付加的な関数が確かに可能であり、それらを組み合わせて、さらに精巧な方策とする
ことができるであろう。
【０６３６】
　文書利便性レベルに対する障害補償特性の寄与を評価するための、ここに提示された特
定の方法は、例示であり、範囲を限定するものではない。障害補償の寄与を認定するため
の他の方法、例えば、障害補償及び感覚的利便性に関して種々の文書特性に対する測定さ
れた人間の反応の機能も、本発明の範囲内とされ、したがって、本発明は、障害補償寄与
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を認定する特定の方法にだけではく、文書利便性レベルおよび文書品質を評価することに
関連して障害補償対策を用いる、それよりはるかに広い概念にも関するものである。
【０６３７】
　本発明の好ましい実施形態では、ナビゲーションの容易性Ven及び進行の容易性Vepを評
価するための方法も、文書がいあかに良く伝達するかについての論述で説明された。それ
らは利便性ならびに伝達可能性に寄与し、事実、伝達可能性方策としてよりも、利便性方
策としてより重要である（より大きいウエイトを有する）。これらの特性の計算の背後に
ある思想は、識別可能性、グループ・アイデンテイテイ、空間的コヒーレンス、リスト・
ブレット、ヘッデイング、内部リンク、アラインメント、その他のような寄与特徴を評価
しかつ組み合わせることである。
【０６３８】
　ナビゲーションの容易性又は進行の容易性の寄与を評価するための、ここに提示された
特定の方法は、例示であり、範囲を限定するものではない。ナビゲーションの容易性又は
進行の容易性の寄与の寄与を認定するための他の方法、例えば、ナビゲーションの容易性
又は進行の容易性及び感覚的利便性に関して種々の文書特性に対する測定された人間の反
応の機能も、本発明の範囲内とされるものであり、したがって、本発明は、ナビゲーショ
ンの容易性又は進行の容易性の寄与を認定する特定の方法にだけでなく、文書利便性レベ
ル及び文書品質を評価することに関連してナビゲーションの容易性又は進行の容易性測度
を利用する、それよりはるかに広い概念にも関するものである。
【０６３９】
　本発明の好ましい実施形態では、他の２つの関連した概念は、検索可能性Vsh及び位置
付け可能性Vloである。位置付け可能性は、文書オブジェクトを見つけるのがいかに容易
であるかの測度である（他方、ナビゲーションの容易性は文書ロケーションを見つけるの
がいかに容易かである）。検索可能性は、文書オブジェクトを見つけるのに助けになる文
書特徴の存在を探す大まかな測度である。これらの測度は、コンテンツ・グループの使い
易さについての論述で説明された。
【０６４０】
　文書の利便性レベルに対する検索可能性又は位置付け可能性の寄与を評価するための、
ここに提示された特定の方法は、例示であり、範囲を限定するものではない。検索可能性
又は位置付け可能性の寄与を認定するたの他の方法、例えば、検索可能性又は位置付け可
能性及び感覚的利便性に関して種々の文書特性に対する測定された人間の反応の機能も、
本発明の範囲内とされるものであり、したがって、本発明は、検索可能性又は位置決め可
能性の寄与を認定する特定方法にだけではなく、文書の利便性レベル及び文書の品質を評
価することに関連して検索可能性又は位置付け可能性の測度を利用する、それよりはるか
に広い概念にも関するものである。
【０６４１】
　本発明の好ましい実施形態では、文書は壊れて各ページになった場合には、幾つかのコ
ンテツ・グループを２ページ以上にわたって広げてもよい。文書がワークステーションで
表示される場合には、コンテンツ・グループによっては全体がデイスプレイ・ウインドウ
内に完全に入らないかも知れない。このように論理グループをユニットとして見ることが
できないことが妨げになるおそれがあり、文書の利便性測度を低下させることになる。
【０６４２】
　ワークステーションで表示されるグループに対する視映可能な部分を評価するためには
、まず境界サイズ（そのグループの幅及び高さ（wg, hg））を見出す。次に、典型的なデ
イスプレイ・ウインドウのサイズ（wp, hp）を見出す。この視映可能な幅及び高さが、グ
ループ及びウインドウ寸法の最小値である。
wv = MINIMUM(wg, wp)
hv = MINIMUM(hg, hp)
そのグループに対するデイスプレイの単一性の測度は、目に見える面積とグループの面積
との比で与えられる。すなわち、
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　U = (wv hv)/(wg hg)
　グループが何ページかにわたって分割された場合には、まず各ページにおけるグループ
要素の面積（例えばページｐではAgp）を見出すことによって測度を構成することができ
る。次に、最大面積を見出して、それを全グループ面積で割る。すなわち、
　U = MAXP(Agp)/ΣAgp
　これは、文書内の任意の特定グループに対する測度を与えるが、その文書の視映可能な
部分の全ての測度を得るためには、これらのグループ測度をどうにかして組み合わせなけ
ればならない。文書の論理ツリー構造内のグループのレベルは違いを生ずることを認識さ
れたい。ツリーの底に近い低レベルのグループよりも、高レベルのグループのほうが一体
として見られることの期待または必要は少ないであろう。まず、グループをそれらのツリ
ー・レベルによってソートして、各レベルに対する単純な平均値（すなわちUav L）を見
出す。次に、そのレベルの関数によってウエイト付けされたレベルに対する平均値を組み
合わせる。すなわち、
　Vvf = Σw(L) Uav L/Σw(L)
　ウエイト付け関数w(L)は、レベルが上がるに伴って、定数aに対してw(L) = aLのように
増加する。
【０６４３】
　文書の利便性レベルに対する視映可能な部分の寄与を認定するための、ここに提示され
た特定の方法は、例示であり、範囲を限定するものではない。視映可能な部分の寄与を認
定するための他の方法、例えば、感覚的利便性に関して文書の種々の視映可能な程度に対
する測定された人間の反応の機能も、本発明の範囲内とされ、したがって、本発明は、視
映可能な部分の寄与を認定する特定の方法にだけではなく、文書の利便性レベル及び文書
の品質を評価することに関連して視映可能な部分の測度を利用する、それよりはるかに広
い概念にも関するものである。
【０６４４】
　本発明の好ましい実施形態では、視映可能な部分の測度は、文書のコンポーネントが全
体として見えるかどうかについてのある表示を与えるが、単一のウインドウ又はページで
文書全体が見えることには特別な利点がある。この測度を生成するためには単純な計算を
用いることができる。それは視映可能な部分に対するものと同じであり、文書全体の面積
を使用するだけである。文書の幅と高さがwd, hdであるとし、デイスプレイ又はページの
幅と高さがwp, hpであるとして、計算する。
wv = MINIMUM(wd, wp)
hv = MINIMUM(hd, hp)
単一のウインドウ・デイスプレイ測度をVswd = (wv hv)/(wd hd)に設定する。
【０６４５】
　図９５は文書のページ１００に関連した電子ウインドウ１５０の生成を示している。電
子ウインドウ１５０は、ページ上を又は文書中をナビゲーションするためのナビゲーショ
ン・ボタンを具備している。この電子ウインドウ１５０は、本発明によって解析されるべ
き文書の面積を画定するため、ならびに本発明によって測定されかつ定量化されるべきク
ラス及びサブパラメータを画定するために用いることができる。
【０６４６】
　文書から文書への利便性レベルに対する単一のウインドウ・デイスプレイの寄与を評価
するための特定の方法は、例示であり、範囲を限定するものではない。単一のウインドウ
・デイスプレイの寄与を認定する他の方法、例えば、感覚的利便性に関して単一のウイン
ドウ又はページで表示できる又はできない文書に対する測定された人間の反応の機能も、
本発明の範囲内とされるものであり、したがって、本発明は、単一のウインドウ・デイス
プレイの寄与を認定する特定の方法にだけではなく、文書の利便性レベル及び文書の品質
を評価することに関連して単一のウインドウ・デイスプレイ測度を利用する、それよりさ
らに広い概念にも関するものである。
【０６４７】
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　本発明の好ましい実施形態では、文書を取得又は処理している時に生ずる面倒又は不便
の１つは、機械がその文書をダウンロード又は表示している間、待たなければならなりこ
とである。伝送時間は文書ファイルのサイズと通信チャンネルの帯域幅との積である。処
理時間は文書が含んでいるオブジェクトのタイプと行われている処理のタイプとにも依存
しうるが、概算が、ファイル・サイズと処理速度係数の積として形成されうる。したがっ
て、これらの時間費用の概略的な指標としてファイル・サイズを用いることができる。フ
ァイル・サイズSを０と１の間の値に変換するためには、Vtm = at/(at + S)という式を使
うことができる。ただし、atは、ほぼ典型的な文書ファイル・サイズである定数である。
【０６４８】
　文書の利便性レベルに対する伝送時間又は処理時間の寄与を評価するための、ここに提
示された特定の方法は、例示であり、範囲を限定するものではない。伝送時間又は処理時
間の寄与を認定する他の方法も本発明の範囲内とされるものであり、したがって、本発明
は、伝送時間又は処理時間の」寄与を認定する特定の方法にだけでなく、文書の利便性レ
ベル及び文書の品質を評価することに関連して時間測度（time measures）を利用する、
それより広い概念にも関するものである。
経済性
　本発明の好ましい実施態様では、文書の品質を判定しうる他の１つの次元は、要するコ
ストによるものである。印刷文書の場合には、必要な材料（用紙及びインク）のコストが
ある。文書を印刷ために要する努力（労力と印刷時間）のコストもある。材料のコストは
電子デイスプレイで見ている文書には該当しないが、文書を伝送したり格納したりする費
用がある。また、文書が伝送されている間、あるいは表示のために処理されている間、見
る人が待っていて費やす時間のコストもある。これらのコストの多くは、文書のサイズ（
伝送及び処理時間）に依存する。しかし、他の特性も影響する。例えば、フォントのサイ
ズは印刷に必要とれる用紙の量に影響しうるし、カラーの存在がインクのコストに影響し
うる。
【図面の簡単な説明】
【０６４９】
【図１】本発明の概念による、ドキュメントの品質を定量化可能に測定するための構成レ
イアウトを示すブロック図である。
【図２】本発明の概念による、ドキュメントの品質を定量化可能に測定するための概念回
路を示す図である。
【図３】本発明の概念による、ドキュメントの美観を定量化可能に測定するための概念回
路を示す図である。
【図４】本発明の概念による、視覚バランスの例を示す図である。
【図５】本発明の概念による、視覚バランスの例を示す図である。
【図６】本発明の概念による、視覚バランスの例を示す図である。
【図７】本発明の概念による、視覚バランスの例を示す図である。
【図８】本発明の概念による、視覚バランスを定量化可能に測定することの例を示す図で
ある。
【図９】本発明の概念による、視覚バランスを定量化可能に測定することの例を示す図で
ある。
【図１０】本発明の概念による、視覚バランスを定量化可能に測定するための概念回路を
示す図である。
【図１１】本発明の概念による、１ページ全体でのコンテンツオブジェクトの不均一分布
の例を示す図である。
【図１２】本発明の概念による、１ページ全体でのコンテンツオブジェクトの不均一分布
の例を示す図である。
【図１３】本発明の概念による、余白部分の例を示す図である。
【図１４】本発明の概念による、余白部分の例を示す図である。
【図１５】本発明の概念による、余白部分の例を示す図である。
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【図１６】本発明の概念による、トラップされた余白の例を示す図である。
【図１７】本発明の概念による、トラップされた余白を定量化可能に測定することの例を
示す図である。
【図１８】本発明の概念による、トラップされた余白を定量化可能に測定することの例を
示す図である。
【図１９】本発明の概念による、トラップされた余白を定量化可能に測定することの例を
示す図である。
【図２０】本発明の概念による、トラップされた余白を定量化可能に測定することの例を
示す図である。
【図２１】本発明の概念による、トラップされた余白を画定することの例を示す図である
。
【図２２】本発明の概念による、位置合わせの例を示す図である。
【図２３】本発明の概念による、位置合わせの例を示す図である。
【図２４】本発明の概念による、位置合わせの例を示す図である。
【図２５】本発明の概念による、左端に対する位置合わせを定量化可能に測定してグラフ
で表すことの例を示す図である。
【図２６】本発明の概念による、ドキュメントの位置合わせを定量化可能に測定するため
の概念回路を示す図である。
【図２７】本発明の概念による、ドキュメントの規則性の例を示す図である。
【図２８】本発明の概念による、ドキュメントの規則性の例を示す図である。
【図２９】本発明の概念による、ドキュメントの規則性の例を示す図である。
【図３０】本発明の概念による、ドキュメントの規則性の例を示す図である。
【図３１】本発明の概念による、ページの安全性の例を示す図である。
【図３２】本発明の概念による、ページの比率の例を示す図である。
【図３３】本発明の概念による、分離性の例を示す図である。
【図３４】本発明の概念による、グループ同一性の例を示す図である。
【図３５】本発明の概念による、グループの使いやすさを定量化可能に測定するための概
念回路を示す図である。
【図３６】本発明の概念による、効果的分離を定量化可能に測定するための概念回路を示
す図である。
【図３７】本発明の概念による、分離の例を示す図である。
【図３８】本発明の概念による、分離の例を示す図である。
【図３９】本発明の概念による、分離の例を示す図である。
【図４０】本発明の概念による、分離の例を示す図である。
【図４１】本発明の概念による、分離の例を示す図である。
【図４２】本発明の概念による、効果的識別性を定量化可能に測定するための概念回路を
示す図である。
【図４３】本発明の概念による、総合識別性を定量化可能に測定するための概念回路を示
す図である。
【図４４】本発明の概念による、識別性の例を示す図である。
【図４５】本発明の概念による、識別性の例を示す図である。
【図４６】本発明の概念による、識別性の例を示す図である。
【図４７】本発明の概念による、直接検出性を定量化可能に測定するための概念回路を示
す図である。
【図４８】本発明の概念による、メンバー検出性を定量化可能に測定するための概念回路
を示す図である。
【図４９】本発明の概念による、検出性の例を示す図である。
【図５０】本発明の概念による、検出性の例を示す図である。
【図５１】本発明の概念による、総合検出性を定量化可能に測定するための概念回路を示
す図である。



(94) JP 4624026 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

【図５２】本発明の概念による、グループ同一性を定量化可能に測定するための概念回路
を示す図である。
【図５３】本発明の概念による、コヒーレンスの例を示す図である。
【図５４】本発明の概念による、コヒーレンスの例を示す図である。
【図５５】本発明の概念による、グループ境界領域の例を示す図である。
【図５６】本発明の概念による、スタイルの例を示す図である。
【図５７】本発明の概念による、スタイルの例を示す図である。
【図５８】本発明の概念による、注目性を定量化可能に測定するための概念回路を示す図
である。
【図５９】本発明の概念による、色域の例を示す図である。
【図６０】本発明の概念による、色相角の例を示す図である。
【図６１】本発明の概念による、面白さを定量化可能に測定するための概念回路を示す図
である。
【図６２】本発明の概念による、多様性の例を示す図である。
【図６３】本発明の概念による、変化率の例を示す図である。
【図６４】本発明の概念による、グラフィックの割合の例を示す図である。
【図６５】本発明の概念による、伝達性を定量化可能に測定するための概念回路を示す図
である。
【図６６】本発明の概念による、可読性を定量化可能に測定するための概念回路を示す図
である。
【図６７】本発明の概念による、判読性を定量化可能に測定するための概念回路を示す図
である。
【図６８】本発明の概念による、行の引き返しの例を示す図である。
【図６９】本発明の概念による、行間隔の例を示す図である。
【図７０】本発明の概念による、行揃えの例を示す図である。
【図７１】本発明の概念による、行揃えの例を示す図である。
【図７２】本発明の概念による、行揃えの例を示す図である。
【図７３】本発明の概念による、行揃えの例を示す図である。
【図７４】本発明の概念による、技術的レベルを定量化可能に測定するための概念回路を
示す図である。
【図７５】本発明の概念による、画像バランスの例を示す図である。
【図７６】本発明の概念による、画像バランスの例を示す図である。
【図７７】本発明の概念による、画像バランスの例を示す図である。
【図７８】本発明の概念による、読み進みやすさを定量化可能に測定するための概念回路
を示す図である。
【図７９】本発明の概念による、走査一貫性の例を示す図である。
【図８０】本発明の概念による、序列一貫性の例を示す図である。
【図８１】本発明の概念による、ナビゲーションしやすさを定量化可能に測定するための
概念回路を示す図である。
【図８２】本発明の概念による、快適性を定量化可能に測定するための概念回路を示す図
である。
【図８３】本発明の概念による、整然性を定量化可能に測定するための概念回路を示す図
である。
【図８４】本発明の概念による、整然性の例を示す図である。
【図８５】本発明の概念による、整然性の例を示す図である。
【図８６】本発明の概念による、威圧性を定量化可能に測定するための概念回路を示す図
である。
【図８７】本発明の概念による、威圧性の例を示す図である。
【図８８】本発明の概念による、輝度の例を示す図である。
【図８９】本発明の概念による、輝度の例を示す図である。
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【図９０】本発明の概念による、サイズの例を示す図である。
【図９１】本発明の概念による、サイズの例を示す図である。
【図９２】本発明の概念による、利便性を定量化可能に測定するための概念回路を示す図
である。
【図９３】本発明の概念による、位置一貫性を定量化可能に測定するための概念回路を示
す図である。
【図９４】本発明の概念による、一貫性を定量化可能に測定するための概念回路を示す図
である。
【図９５】本発明の概念による、ドキュメントの様々な品質特性を定量化可能に測定する
ための画定可能ウィンドウを示す図である。
【図９６】色相差の関数としての色の不調和を示す図である。
【符号の説明】
【０６５０】
　　１００　　ドキュメント
　　１１０　　オブジェクト

【図１】 【図２】

【図３】



(96) JP 4624026 B2 2011.2.2

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(97) JP 4624026 B2 2011.2.2

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】 【図１８】



(98) JP 4624026 B2 2011.2.2

【図１９】 【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】



(99) JP 4624026 B2 2011.2.2

【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】

【図２８】 【図２９】



(100) JP 4624026 B2 2011.2.2

【図３０】 【図３１】

【図３２】

【図３３】

【図３４】

【図３５】

【図３６】



(101) JP 4624026 B2 2011.2.2

【図３７】

【図３８】

【図３９】

【図４０】 【図４１】

【図４２】

【図４３】



(102) JP 4624026 B2 2011.2.2

【図４４】

【図４５】

【図４６】

【図４７】

【図４８】

【図４９】 【図５０】

【図５１】



(103) JP 4624026 B2 2011.2.2

【図５２】

【図５３】

【図５４】

【図５５】

【図５６】 【図５７】

【図５８】



(104) JP 4624026 B2 2011.2.2

【図５９】

【図６０】

【図６１】

【図６２】

【図６３】

【図６４】

【図６５】

【図６６】

【図６７】



(105) JP 4624026 B2 2011.2.2

【図６８】

【図６９】

【図７０】

【図７１】

【図７２】

【図７３】

【図７４】

【図７５】



(106) JP 4624026 B2 2011.2.2

【図７６】

【図７７】

【図７８】

【図７９】

【図８０】

【図８１】

【図８２】

【図８３】



(107) JP 4624026 B2 2011.2.2

【図８４】

【図８５】

【図８６】

【図８７】 【図８８】



(108) JP 4624026 B2 2011.2.2

【図８９】 【図９０】

【図９１】

【図９２】

【図９３】

【図９４】

【図９５】



(109) JP 4624026 B2 2011.2.2

【図９６】



(110) JP 4624026 B2 2011.2.2

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  ホセ　フェルナンド　ナヴェダ
            アメリカ合衆国　１４５８６　ニューヨーク州　ウェスト　ヘンリエッタ　マッケイ　ラン　１９
(72)発明者  リース　プライス　ジョーンズ
            アメリカ合衆国　１４６２２　ニューヨーク州　ロチェスター　デュランド　ブルバード　１４５
(72)発明者  ネイサン　サー
            アメリカ合衆国　１４６２２　ニューヨーク州　ロチェスター　アボンデイル　ロード　６２
(72)発明者  ニシャント　アタル　サッカー
            アメリカ合衆国　１４６２３　ニューヨーク州　ロチェスター　アンドリューズ　メモリアル　ド
            ライブ　１２５
(72)発明者  ポール　ジー．レトリング
            アメリカ合衆国　１４５８０－９６０５　ニューヨーク州　ウェブスター　シャドウ　クリーク　
            トレイル　１６４６

    審査官  今村　剛

(56)参考文献  特開２００１－１２６０７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２０２５２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－１８００３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              高橋　善文，外１名，計算機マニュアルの分かりやすさの定量的評価方法，情報処理学会論文誌
              ，日本，社団法人情報処理学会，１９９１年　４月１５日，第３２巻，第４号，ｐｐ．４６０－
              ４６９
              井上　正之，感性情報処理の評価－感性工学における評価－，映像情報メディア学会誌，日本，
              社団法人映像情報メディア学会，２０００年１１月２０日，第５４巻，第１１号，ｐｐ．１５２
              １－１５２５
              諸原　雄大，外３名，テキスタイルデザイン画像におけるイメージ・カラーの選定法，情報処理
              学会論文誌，日本，社団法人情報処理学会，１９９５年　２月１５日，第３６巻，第２号，ｐｐ
              ．３２９－３３７

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　１７／２１－１７／２６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

