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(57)【要約】
【課題】ドキュメントの閲覧、編集の作業中であっても
、効率的に縮尺などの変更を行うことが可能な情報処理
装置、情報処理システム、情報処理方法、プログラム、
および記録媒体を提供すること。
【解決手段】本発明の情報処理装置は、ドキュメントに
対して編集を行うための情報処理装置であって、情報処
理装置は、ドキュメントを表示するための表示手段と、
特定の変更条件を認識するための認識手段と、認識手段
により、特定の変更条件が認識されたことに応じて、予
め設定された表示条件でドキュメントを表示手段に表示
させる表示条件変更手段とを備える。ドキュメントの閲
覧、編集の作業中であっても、特定の変更条件により効
率的に縮尺などの変更を行うことが可能となる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドキュメントに対して編集を行うための情報処理装置であって、前記情報処理装置は、
　前記ドキュメントを表示するための表示手段と、
　特定の変更条件を認識するための認識手段と、
　前記認識手段により、前記特定の変更条件が認識されたことに応じて、予め設定された
表示条件で前記ドキュメントを前記表示手段に表示させる表示条件変更手段と
を備える、情報処理装置。
【請求項２】
　ユーザの操作に従って、前記表示条件を設定するための表示条件設定手段と、
　前記設定手段により設定された前記表示条件を記憶するための表示条件記憶手段と
を備える、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記表示条件には、前記ドキュメントを前記表示手段に表示させるための縮尺率が含ま
れている、請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記表示条件設定手段は、ユーザの操作に従って、前記ドキュメントの名称毎に個別の
縮尺率を設定することが可能である、請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記表示条件には、前記ドキュメントを前記表示手段に表示させるための表示位置が含
まれている、請求項１～４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記表示条件変更手段は、前記表示条件に変更して表示させる前に表示させた表示位置
と異なる位置に、前記ドキュメントを表示させる、請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　ユーザの操作に従って、前記認識手段により認識される前記特定の変更条件の内容を設
定するための変更設定手段と、
　前記変更設定手段により設定された前記特定の変更条件の内容を記憶するための変更記
憶手段と
を備える、請求項１～６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記特定の変更条件の内容には、ユーザによって行われる選択操作の対象となる前記ド
キュメントの名称が含まれている、請求項１～７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記特定の変更条件の内容には、ユーザによって行われた特定の操作が含まれている、
請求項１～８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　ドキュメントに対して編集を行うための情報処理システムであって、前記情報処理シス
テムは、
　ネットワーク上に設置されたサーバから、前記ネットワークを介してドキュメントを取
得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された前記ドキュメントを表示するための表示手段と、
　特定の変更条件を認識するための認識手段と、
　前記認識手段により、前記特定の変更条件が認識されたことに応じて、予め設定された
表示条件で前記ドキュメントを前記表示手段に表示させる表示条件変更手段と
を備える、情報処理システム。
【請求項１１】
　ドキュメントに対して編集を行う情報処理装置で実行される情報処理方法であって、前
記情報処理方法は、
　前記ドキュメントを表示するステップと、
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　特定の変更条件を認識するステップと、
　前記特定の変更条件が認識されたことに応じて、予め設定された表示条件で前記ドキュ
メントを前記表示手段に表示させるステップと
を備える、情報処理方法。
【請求項１２】
　ドキュメントに対して編集を行う情報処理装置で実行される情報処理装置実行可能なプ
ログラムであって、前記プログラムは、前記情報処理装置を、
　前記ドキュメントを表示するための表示手段と、
　特定の変更条件を認識するための認識手段と、
　前記認識手段により、前記特定の変更条件が認識されたことに応じて、予め設定された
表示条件で前記ドキュメントを前記表示手段に表示させる表示条件変更手段と
して機能させるプログラム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のプログラムを格納した情報処理装置可読な記録媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文書などのドキュメントを閲覧または編集するための情報処理装置、情報処
理システム、情報処理方法、プログラム、および記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、パーソナルコンピュータやワークステーションなどの情報処理装置を使用し
て行われる文書や画像などを含むドキュメントの閲覧または編集の作業において、作業の
目的に応じてディスプレイなどの表示画面上に表示するドキュメントの表示サイズ（縮尺
）をユーザが自在に変更するための機能が提供されている。この機能を用いることで、表
示画面上に表示するドキュメントを見易くしたりするなどにより効率的に作業を進めるこ
とが可能となっている。
【０００３】
　この機能でドキュメントの縮尺を変更する際には、ユーザが縮尺の変更に関する操作メ
ニューや、ツールバーなどをクリックする操作を行っている。ユーザが所望する縮尺を選
択したり、「拡大」、「縮小」ボタンを選択してクリックするなどの操作を行って縮尺が
変更されている。
【０００４】
　特開平１０－１４１９７４号公報（特許文献１）には、使用者がスクロールや縮尺変更
の操作を簡単かつ正確に行うことが可能なカーナビゲーション装置が記載されている。こ
のカーナビゲーション装置では、画面上に表示されている点を指で触れ、そのまま指を移
動しないで、例えば０．５秒間保持すると、この点の脇にポップアップメニューが表示中
の縮尺レベルに相当する数字として反転して表示される。そして、指をタッチパネルから
離さないで滑らせ、ポップアップメニューに表示された縮尺レベルを選択すると、この要
求に応えて所望の縮尺レベルとなされた点を表示する。
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－１４１９７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述のような従来のドキュメントの縮尺変更機能では、縮尺を変更する
ための操作自体は、閲覧や編集の操作とは関連が無く、閲覧、編集の作業中に頻繁に縮尺
を変更する場合には、その都度閲覧や編集の操作とは別に、マウスでのポインタ、カーソ
ルなどを移動させて縮尺を変更する操作を行う必要があり、閲覧、編集の作業が中断され
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て効率が悪いという問題があった。
【０００７】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、ドキュメントの閲覧、編集の
作業中であっても、効率的に縮尺などの変更を行うことが可能な情報処理装置、情報処理
システム、情報処理方法、プログラム、および記録媒体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以上の課題を解決するために本発明では、ドキュメントに対して編集を行うための情報
処理装置が、ドキュメントを表示するためのディスプレイなどとして挙げられる表示手段
を備えている。特定の変更条件の内容として設定されている、例えば１つのドキュメント
の名称を対象とした選択操作や、特定の操作がユーザによって行われると、認識手段が特
定の変更条件を認識する。そして、表示条件変更手段が、これに応じて、例えば表示手段
に表示させるための縮尺率や、表示位置などの予め設定された表示条件でドキュメントを
表示手段に表示させる処理を行う。
【０００９】
　このため、縮尺を変更するための個別の操作を行う必要が無く、閲覧や編集の操作と関
連を有する操作のうち、特定の変更条件の操作を行うだけで予め設定された表示条件でド
キュメントを表示させることができるので、ドキュメントの閲覧、編集の作業中であって
も、効率的に縮尺などの変更を行うことが可能となる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ドキュメントの閲覧、編集の作業中であっても、効率的に縮尺などの
変更を行うことが可能な情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法、プログラム、
および記録媒体を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
〔第１の実施形態〕
　以下、本発明を実施形態をもって説明するが、本発明は、実施形態に限定されるもので
はない。図１は、本発明によるクライアント端末１００の第１の実施形態のハードウェア
構成を示す概略構成図である。クライアント端末１００は、一般的な情報処理装置の１例
であり、ソフトウェアやアプリケーションを動作させることにより、文書や画像などの情
報を表示したドキュメントを閲覧または編集するための機能を備えている。
【００１２】
　クライアント端末１００は、メモリ１０２に記憶されたプログラムを実行することによ
り様々な処理を実現するＣＰＵ１０１と、液晶ディスプレイを用いたディスプレイ１０３
と、ユーザがドキュメントに対する選択操作や特定の操作を行うためのキーボード１０４
およびマウス１０６とを備えている。
【００１３】
　ＣＰＵ１０１は、メモリ１０２またはハードディスク１０５に記憶されたプログラムを
実行することによって、ドキュメントを閲覧または編集するための機能を備えたソフトウ
ェアやアプリケーションを実現する。
【００１４】
　また、ハードディスク１０５には、プログラムやドキュメント、様々な種類のデータを
記憶されている。
【００１５】
　図２は、クライアント端末１００がドキュメントを閲覧または編集するための機能を備
えたソフトウェアやアプリケーションを動作させたときに実現される各機能ブロックの構
成を示す構成図である。図２に示すように、これらの各機能ブロックの構成では、クライ
アント端末１００内のＣＰＵ１０１がプログラムを実行することによって実現されるクラ
イアントアプリケーション２００と、例えばユーザによって用意されたドキュメントを表
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示するためのドキュメント表示部２０１とを備えている。
【００１６】
　ドキュメント表示部２０１は、後述するように、クライアントアプリケーション２００
の機能でユーザの特定の操作が行われることにより、特定の変更条件が認識されたことに
応じて、予め設定された表示条件でドキュメントをディスプレイ１０３に表示させる処理
を行う。この予め設定された表示条件としては、例えばドキュメントを表示させるための
縮尺率や表示位置などが挙げられる。
【００１７】
　また、各機能ブロックの構成では、ドキュメントを表示するための縮尺率や表示位置な
どの表示条件を記憶するための条件設定記憶部２０２と、ユーザの操作に従って表示条件
を設定するための表示条件設定部２０３と、ユーザの操作に従って編集操作認識部２０５
により認識される特定の変更条件の内容を設定するための変更条件設定部２０４とを備え
ている。
【００１８】
　表示条件設定部２０３は、ユーザがキーボード１０４やマウス１０６を用いて操作した
ドキュメントを表示させるための表示条件の入力を受け付け、この入力された表示条件を
ドキュメントの表示での処理に実行する表示条件として設定し、条件設定記憶部２０２に
記憶させる。
【００１９】
　この表示条件の具体的な例としては、例えば特定の変更条件が認識されたことに応じて
、ドキュメントをディスプレイ１０３に表示させるための縮尺率が挙げられる。この場合
には、例えばドキュメントをディスプレイ１０３の画面上に表示するときの縮尺率または
表示倍率（％）に関するデータが設定される。
【００２０】
　また、特定の変更条件が認識されたことに応じて、ドキュメントをディスプレイ１０３
に表示させるための表示位置や、各ドキュメントのそれぞれの名称毎に個別に設定した各
縮尺率などであっても良い。表示条件が、ドキュメントを表示させるための表示位置であ
る場合には、例えばドキュメントを表示した表示領域のうちの左上などの特定箇所をディ
スプレイ１０３の画面上に表示するときの座標（Ｘ，Ｙ）に関するデータが設定される。
表示条件が、個別に設定した各縮尺率である場合には、例えば各ドキュメントのそれぞれ
の名称または識別情報毎に、個別に設定した各縮尺率または各表示倍率（％）に関するデ
ータが対応付けられて設定される。
【００２１】
　変更条件設定部２０４は、ユーザがキーボード１０４やマウス１０６を用いて操作した
編集操作認識部２０５により認識される特定の変更条件の内容の入力を受け付け、この入
力された変更条件の内容をドキュメントの表示での処理を実行するための変更条件（トリ
ガ）として設定し、条件設定記憶部２０２に記憶させる。
【００２２】
　この特定の変更条件の内容の具体的な例としては、例えば予め設定された表示条件の表
示での対象となるドキュメントに対して、ユーザによって行われる選択操作が挙げられる
。この場合には、例えば表示条件の対象となるドキュメントの名称または識別情報が変更
条件として設定される。
【００２３】
　また、ユーザによって行われた特定の操作であっても良い。この場合には、例えばキー
ボード１０４やマウス１０６を用いた特定のボタンの押下操作などが変更条件として設定
される。
【００２４】
　各機能ブロックの構成では、ユーザが行ったそれぞれの操作から特定の変更条件を認識
する編集操作認識部２０５を備えている。この編集操作認識部２０５は、クライアントア
プリケーション２００でのユーザにより行われた各操作を検出し、これらの各操作の内容
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と、条件設定記憶部２０２に記憶された変更条件の内容とを比較する。そして、比較した
結果から予め設定された表示条件でドキュメントを表示させるトリガとなる操作が行われ
たか否かを判定し、これらの内容が一致しトリガとなる操作が行われた場合には条件設定
記憶部２０２に記憶された表示条件でドキュメントをディスプレイ１０３に表示させる処
理を行う。
【００２５】
　続いて、第１の実施形態におけるクライアント端末１００で、予め設定された表示条件
でドキュメントをディスプレイ１０３に表示させる処理について図３に示すフローチャー
トを用いて説明する。
【００２６】
　まず、ユーザによる表示条件設定部２０３の操作に従って、「選択操作した選択部分を
表示画面全体にわたって表示される縮尺率で表示する」の表示条件が予め条件設定記憶部
２０２に設定されている。また、ユーザによる変更条件設定部２０４の操作に従って、「
ドキュメントのうちのテキスト部分の選択操作」の変更条件が条件設定記憶部２０２に設
定されている。
【００２７】
　ステップＳ３０１で、ユーザがクライアントアプリケーション２００の操作画面上で閲
覧または編集を行うドキュメントを選択操作すると、ＣＰＵ１０１がこの選択操作された
ドキュメントをハードディスク１０５から読み出し、ディスプレイ１０３の画面上に閲覧
または編集が実行できるように表示する。図４は、ドキュメントの１例であるドキュメン
ト４００を示す説明図である。例えば、ユーザがハードディスク１０５に記憶されたドキ
ュメント４００を選択操作すると、図４に示すように、ＣＰＵ１０１がこの選択操作され
たドキュメント４００をハードディスク１０５から読み出し、ディスプレイ１０３の画面
上に表示する。
【００２８】
　そして、ユーザが、ステップＳ３０２で、ディスプレイ１０３の画面上に表示されたド
キュメントに対して選択操作を行う。図５は、ドキュメント４００のうちのテキスト部分
を表示した説明図である。例えば、ユーザが、図５に示すように、ドキュメント４００に
含まれる複数のページのうちの１つのページ内で、文章や文字が表示されたテキスト部分
に対して、クライアントアプリケーション２００の機能で選択領域の範囲内に選択するな
どの選択操作を行う。
【００２９】
　ＣＰＵ１０１は、ステップＳ３０３で、編集操作認識部２０５によりステップＳ３０２
において行われた選択操作を検出し、この選択操作の内容と、条件設定記憶部２０２に記
憶された変更条件の内容とを比較する。そして、比較した結果から予め設定された表示条
件でドキュメントを表示させるトリガとなる操作が行われたか否かを判定する。
【００３０】
　次に、ＣＰＵ１０１は、これらの内容が一致し、トリガとなる操作が行われた場合には
（Ｙｅｓ）、ステップＳ３０４でドキュメント表示部２０１により、条件設定記憶部２０
２に記憶された表示条件でドキュメントをディスプレイ１０３に表示させる処理を行う。
例えば、図５に示すように、ドキュメント４００のうちのテキスト部分をディスプレイ１
０３の表示画面全体にわたって表示される縮尺率で表示する処理を行う。
【００３１】
　ＣＰＵ１０１は、これらの内容が一致せず、トリガとなる操作が行われていない場合に
は（Ｎｏ）、処理を終了する。
【００３２】
　以上のように、本実施形態におけるクライアント端末１００では、ユーザがドキュメン
トのうちのテキスト部分に対して選択領域の範囲内に選択するなどの選択操作を行うと、
ＣＰＵ１０１が編集操作認識部２０５によりこの選択操作の内容と変更条件の内容とを比
較しトリガとなる操作が行われたか否かを判定する。トリガとなる操作が行われた場合に
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は、予め設定された表示条件でドキュメントを表示させる処理を行う。
【００３３】
　このため、縮尺率や表示位置の変更などを行うための個別の操作を行う必要が無く、閲
覧や編集の操作と関連を有する操作のうち、特定の変更条件として設定された操作を行う
だけで予め設定された表示条件でドキュメントを表示させることができるので、ドキュメ
ントの閲覧、編集の作業中であっても、効率的に縮尺率や表示位置の変更などの変更を行
うことが可能となる。また、表示条件設定部２０３や変更条件設定部２０４を用いて、表
示条件、変更条件をユーザが変更することが可能であるので、表示条件、変更条件の内容
を必要に応じて変更設定して、閲覧、編集の作業のより効率化、容易化を図ることができ
る。
【００３４】
〔第２の実施形態〕
　以下、第２の実施形態におけるクライアント端末１００で、予め設定された表示条件で
ドキュメントをディスプレイ１０３に表示させる処理について図６に示すフローチャート
を用いて説明する。
【００３５】
　まず、ユーザによる表示条件設定部２０３の操作に従って、「オブジェクト選択した選
択部分を周囲も表示可能な縮尺率で拡大表示する」の表示条件が予め条件設定記憶部２０
２に設定されている。また、ユーザによる表示条件設定部２０３の操作に従って、「ドキ
ュメントのうちのオブジェクト部分の選択操作」の変更条件が条件設定記憶部２０２に設
定されている。
【００３６】
　ステップＳ６０１で、ユーザがクライアントアプリケーション２００の操作画面上で閲
覧または編集を行うドキュメントを選択操作すると、ＣＰＵ１０１がこの選択操作された
ドキュメントをハードディスク１０５から読み出し、ディスプレイ１０３の画面上に閲覧
または編集が実行できるように表示する。例えば、ユーザがハードディスク１０５に記憶
されたドキュメント４００を選択操作すると、図４に示すように、ＣＰＵ１０１がこの選
択操作されたドキュメント４００をハードディスク１０５から読み出し、ディスプレイ１
０３の画面上に表示する。
【００３７】
　そして、ユーザが、ステップＳ６０２で、ディスプレイ１０３の画面上に表示されたド
キュメントに対して選択操作を行う。図７は、ドキュメント４００のうちのオブジェクト
部分７００を周囲も表示可能な縮尺率で拡大表示した説明図である。例えば、ユーザが、
図７に示すように、ドキュメント４００に含まれる複数のページのうちの１つのページ内
で、スタンプのマークなどのオブジェクト部分に対して、マウス１０６を用いてクリック
操作するなどの選択操作を行う。
【００３８】
　ＣＰＵ１０１は、ステップＳ６０３で、編集操作認識部２０５によりステップＳ６０２
において行われた選択操作を検出し、この選択操作の内容と、条件設定記憶部２０２に記
憶された変更条件の内容とを比較する。そして、比較した結果から予め設定された表示条
件でドキュメントを表示させるトリガとなる操作が行われたか否かを判定する。
【００３９】
　次に、ＣＰＵ１０１は、これらの内容が一致し、トリガとなる操作が行われた場合には
（Ｙｅｓ）、ステップＳ６０４でドキュメント表示部２０１により、条件設定記憶部２０
２に記憶された表示条件でドキュメントをディスプレイ１０３に表示させる処理を行う。
例えば、図７に示すように、ドキュメント４００のうちのオブジェクト部分７００をディ
スプレイ１０３の表示画面全体にわたって表示される縮尺率で表示する処理を行う。
【００４０】
　ＣＰＵ１０１は、これらの内容が一致せず、トリガとなる操作が行われていない場合に
は（Ｎｏ）、処理を終了する。
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【００４１】
〔第３の実施形態〕
　以下、第３の実施形態におけるクライアント端末１００で、予め設定された表示条件で
ドキュメントをディスプレイ１０３に表示させる処理について図８に示すフローチャート
を用いて説明する。
【００４２】
　まず、ユーザによる表示条件設定部２０３の操作に従って、「ドキュメントに含まれる
１つのページ全体を拡大表示する」ではなく、この内容以外の表示条件が予め条件設定記
憶部２０２に設定されている。また、ユーザによる変更条件設定部２０４の操作に従って
、「ドキュメントに含まれる１つのページ全体の選択操作」ではなく、この内容以外の変
更条件が条件設定記憶部２０２に設定されている。
【００４３】
　ステップＳ８０１で、ユーザがクライアントアプリケーション２００の操作画面上で閲
覧または編集を行うドキュメントを選択操作すると、ＣＰＵ１０１がこの選択操作された
ドキュメントをハードディスク１０５から読み出し、ディスプレイ１０３の画面上に閲覧
または編集が実行できるように表示する。例えば、ユーザがハードディスク１０５に記憶
されたドキュメント４００を選択操作すると、図４に示すように、ＣＰＵ１０１がこの選
択操作されたドキュメント４００をハードディスク１０５から読み出し、ディスプレイ１
０３の画面上に表示する。
【００４４】
　そして、ユーザが、ステップＳ８０２で、ディスプレイ１０３の画面上に表示されたド
キュメントに対して選択操作を行う。図９は、ドキュメント４００に含まれる１つのペー
ジ全体の選択操作を表示した説明図である。例えば、ユーザが、図９に示すように、ドキ
ュメント４００に含まれる複数のページのうちの１つのページ内で、全てのオブジェクト
部分やテキスト部分などのページ全体に対して、クライアントアプリケーション２００の
機能でページ内を全て選択するなどの選択操作を行う。
【００４５】
　ＣＰＵ１０１は、ステップＳ８０３で、編集操作認識部２０５によりステップＳ８０２
において行われた選択操作を検出し、この選択操作の内容と、条件設定記憶部２０２に記
憶された変更条件の内容とを比較する。そして、比較した結果から予め設定された表示条
件でドキュメントを表示させるトリガとなる操作が行われたか否かを判定する。
【００４６】
　次に、ＣＰＵ１０１は、これらの内容が一致し、トリガとなる操作が行われた場合には
（Ｙｅｓ）、ステップＳ８０４でドキュメント表示部２０１により、条件設定記憶部２０
２に記憶された表示条件でドキュメントをディスプレイ１０３に表示させる処理を行う。
【００４７】
　ＣＰＵ１０１は、これらの内容が一致せず、トリガとなる操作が行われていない場合に
は（Ｎｏ）、処理を終了する。例えば、図９に示すように、ドキュメント４００に含まれ
る複数のページのうちの１つのページ内を全て選択しても、この内容以外の変更条件が条
件設定記憶部２０２に設定されているため、拡大表示などの処理が行われない。
【００４８】
〔他の実施形態〕
　上述の実施形態において、ＣＰＵ１０１は、ドキュメント表示部２０１により、条件設
定記憶部２０２に記憶された表示条件に変更してドキュメントを表示させる処理を行うが
、このとき、このドキュメントの再表示をこの表示処理の前に表示させた表示位置と異な
る位置にドキュメントを表示させるようにしても良い。このように表示することで、閲覧
や編集の作業中に再表示の前と後のそれぞれのドキュメントを比較しながら効率的な作業
を行うこともできる。
【００４９】
　また、上述の実施形態において、ドキュメント４００を始めとする様々なドキュメント
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のデータは、ハードディスク１０５に記憶されていたが、これに限定されない。即ち、ク
ライアント端末１００が、ネットワーク上に設置されたＷｅｂサーバとネットワークを介
して接続されており、このＷｅｂサーバからサムネイル画像や複数のＷｅｂページを含む
ドキュメントを、ネットワークを介してダウンロードして取得し、閲覧や編集が行われる
情報処理システムが実現されていても良い。この場合には、クライアントアプリケーショ
ン２００以外にも、例えばＷｅｂブラウザなどを用いてネットワーク上で閲覧や編集など
の機能が実現され、これらの機能での作業中に上述の実施形態における条件設定記憶部２
０２に記憶された表示条件でドキュメントを表示する処理が行われる。
【００５０】
　また、本発明の上記機能は、Ｃ、Ｃ＋＋、Ｊａｖａ（登録商標）、Ｊａｖａ（登録商標
）Ａｐｐｌｅｔ、Ｊａｖａ（登録商標）Ｓｃｒｉｐｔ、Ｐｅｒｌ、Ｒｕｂｙなどのレガシ
ープログラミング言語、オブジェクト指向ブログラミング言語などで記述された装置実行
可能なプログラムにより実現でき、装置可読な記録媒体に格納して頒布することができる
。
【００５１】
　これまで本発明を図１～図９に示した第１～第３の実施形態をもって説明してきたが、
本発明はこれに限定されるものではない。他の実施の形態、追加、変更、削除など、本発
明の要旨を変更しない範囲内で変更することができ、いずれの態様においても本発明の作
用・効果を奏する限り、本発明の範囲に含まれるものである。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】第１の実施形態におけるクライアント端末のハードウェア構成を示すブロック図
である。
【図２】第１の実施形態におけるクライアント端末の機能ブロックの構成を示す説明図で
ある。
【図３】第１の実施形態におけるクライアント端末の予め設定された表示条件でドキュメ
ントを表示させる処理を示すフローチャートである。
【図４】第１の実施形態におけるクライアント端末のドキュメントを表示した様子を示す
説明図である。
【図５】第１の実施形態におけるクライアント端末のドキュメントのうちのテキスト部分
を表示した様子を示す説明図である。
【図６】第２の実施形態におけるクライアント端末の予め設定された表示条件でドキュメ
ントを表示させる処理を示すフローチャートである。
【図７】第２の実施形態におけるクライアント端末のドキュメントのうちのオブジェクト
部分を表示した様子を示す説明図である。
【図８】第３の実施形態におけるクライアント端末の予め設定された表示条件でドキュメ
ントを表示させる処理を示すフローチャートである。
【図９】第３の実施形態におけるクライアント端末のドキュメントに含まれる１つのペー
ジ内を全て選択操作した様子を示す説明図である。
【符号の説明】
【００５３】
１００…クライアント端末、１０１…ＣＰＵ、１０２…メモリ、１０３…ディスプレイ、
１０４…キーボード、１０５…ハードディスク、１０６…マウス、２００…クライアント
アプリケーション、２０１…ドキュメント表示部、２０２…条件設定記憶部、２０３…表
示条件設定部、２０４…変更条件設定部、２０５…編集操作認識部
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