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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パノラマ的視覚化ドキュメントデータベースシステム（５００）を実施する装置であっ
て、プロセッサと実行可能な命令を記憶しているメモリを備えており、前記命令は前記プ
ロセッサによって実行されると前記装置に少なくとも、
　データベース管理システムエンジン（５１０）、データ操作サブシステム（５１２）、
レイアウトエンジン（３０８）として機能させ、
　前記データベース管理システムエンジン（５１０）は、複数のドキュメントコンポーネ
ントのパノラマ的視覚化ドキュメントコレクション（２００）を内部に格納しているデー
タベース（５０２）を管理するように構成されており、前記複数のドキュメントコンポー
ネントが基本的なブレーキングポイント間の一又は複数の電子ドキュメントのメディアコ
ンテンツの群であって、各ドキュメントコンポーネントが、それぞれのメディアコンテン
ツを含んでいるとともに、ドキュメントコンポーネントについての構造化された情報を供
給する関連メタデータを有しており、前記複数のドキュメントコンポーネント及び前記関
連メタデータは前記データベース（５０２）のそれぞれのレコード中に格納されており、
前記複数のドキュメントコンポーネントがバイナリラージオブジェクトの形式の文字列と
して格納されており、
　前記データ操作サブシステム（５１２）は、前記データベース管理システムエンジン（
５１０）に結合されており、問合せ言語エンジン（５１４）を含んでおり、前記問合せ言
語エンジン（５１４）が前記データベース（５０２）中の複数のドキュメントコンポーネ
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ントと関連メタデータのサブセットのそれぞれのレコードに対するリクエストを受信する
ように構成されており、前記データベース管理システムエンジン（５１０）が、リクエス
トされたそれぞれのレコードを前記データベース（５０２）から読み出すことを含めて、
リクエストを実行するように構成されており、
　前記レイアウトエンジン（３０８）は、前記問合せ言語エンジン（５１４）に含まれて
いるか問合せ言語エンジンに結合されており、レイアウトモデルと、読み出された複数の
ドキュメントコンポーネント及び関連メタデータの前記サブセットのそれぞれのレコード
とに従って、読み出されたそれぞれのレコードに格納された複数のドキュメントコンポー
ネントの前記サブセットを含むパノラマ的に配置されたドキュメントコンポーネントの画
像のレイアウトを生成するように構成されており、前記ドキュメントコンポーネントの前
記画像はそのそれぞれのメディアコンテンツの画像を含み、
　前記問合せ言語エンジン（５１４）が、前記レイアウトと読み出された関連メタデータ
のそれぞれのレコードとを伝えるように構成されており、
　前記レイアウトエンジン（３０８）は、読み出された関連メタデータのそれぞれのレコ
ードに従って、複数のレイアウトモデル（６００、７００、８００、９００、１０００、
１１００、１２００、１３００、１４００、１５００、１６００、１７００）からレイア
ウトモデルを選択するように構成されている、
装置。
【請求項２】
　複数のドキュメントコンポーネントの前記サブセットについての関連メタデータは、パ
ノラマ的視覚化ドキュメントコレクション（２００）の前記一又は複数の電子ドキュメン
トの種類についての構造化された情報を供給し、前記レイアウトエンジン（３０８）は、
前記一又は複数の電子ドキュメントの種類に従ってレイアウトモデルを選択するように構
成されている、
請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　複数のドキュメントコンポーネントの前記サブセットについての関連メタデータは、複
数のドキュメントコンポーネントの前記サブセットのメディアコンテンツについての構造
化された情報を供給し、前記レイアウトエンジン（３０８）は、複数のドキュメントコン
ポーネントの前記サブセットのメディアコンテンツに従ってレイアウトモデルを選択する
ように構成されている、請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
　複数のドキュメントコンポーネントの前記サブセットの各ドキュメントコンポーネント
の関連メタデータは、レイアウト内のドキュメントコンポーネントの画像のサイズ、場所
、又は奥行きのうちの一又は複数を特定する構造化された情報を供給し、
　複数のドキュメントコンポーネントの前記サブセットの各ドキュメントコンポーネント
について、前記レイアウトエンジン（３０８）は、関連メタデータ中に供給された前記構
造化された情報により特定されるサイズ、場所、又は奥行きのうちの一又は複数に従って
レイアウトを生成するように構成されている、
請求項１から３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５】
　複数のドキュメントコンポーネントの前記サブセットの各ドキュメントコンポーネント
について、サイズ、場所、又は奥行きのうちの一又は複数が、複数のドキュメントコンポ
ーネントの前記サブセットの他のドキュメントコンポーネントの一又は複数に相対的に特
定され、前記問合せ言語エンジン（５１４）は、前記レイアウトと読み出された関連メタ
データのそれぞれのレコードとを、前記レイアウトと読み出されたそれぞれのレコードを
同時に表示するためにグラフィカルユーザインターフェースに伝えるように構成されてい
る、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記レイアウトの複数のドキュメントコンポーネントは、識別されたドキュメントコン



(3) JP 6134514 B2 2017.5.24

10

20

30

40

50

ポーネントと、前記識別されたドキュメントコンポーネントの関連メタデータに従って識
別された少なくとも一つの他のドキュメントコンポーネントを含み、
　前記識別されたドキュメントコンポーネントの前記関連メタデータは、前記識別された
ドキュメントコンポーネントと前記少なくとも一つの他のドキュメントコンポーネントの
間の少なくとも一つのリンクを特定する情報を含むとともに、前記少なくとも一つの他の
ドキュメントコンポーネントの一意的な識別子を含む、請求項１から５のいずれか１項に
記載の装置。
【請求項７】
　複数のドキュメントコンポーネントのパノラマ的視覚化ドキュメントコレクション（２
００）を内部に格納するデータベース（５０２）を管理することであって、前記複数のド
キュメントコンポーネントが基本的なブレーキングポイント間の一又は複数の電子ドキュ
メントのメディアコンテンツの群であって、各ドキュメントコンポーネントが、それぞれ
のメディアコンテンツを含んでいるとともに、ドキュメントコンポーネントについての構
造化された情報を供給する関連メタデータを有しており、前記複数のドキュメントコンポ
ーネント及び前記関連メタデータは前記データベース（５０２）のそれぞれのレコード中
に格納されており、前記複数のドキュメントコンポーネントがバイナリラージオブジェク
トの形式の文字列として格納されている、管理することと、
　前記データベース（５０２）中の複数のドキュメントコンポーネント及び関連メタデー
タのサブセットのそれぞれのレコードに対するリクエストを受信し、リクエストされたそ
れぞれのレコードをデータベース（５０２）から読み出すことを含め、リクエストを実行
することと、
　レイアウトモデルと、読み出された複数のドキュメントコンポーネント及び関連メタデ
ータの前記サブセットのそれぞれのレコードとに従って、読み出されたそれぞれのレコー
ドに格納された複数のドキュメントコンポーネントの前記サブセットを含むパノラマ的に
配置されたドキュメントコンポーネントの画像のレイアウトを生成することであって、前
記ドキュメントコンポーネントの前記画像がそのそれぞれのメディアコンテンツの画像を
含む、生成することと、
　前記レイアウトと読み出された関連メタデータのそれぞれのレコードとを伝えることと
、
　読み出された関連メタデータのそれぞれのレコードに従って、複数のレイアウトモデル
（６００、７００、８００、９００、１０００、１１００、１２００、１３００、１４０
０、１５００、１６００、１７００）からレイアウトモデルを選択すること、
を含む、コンピュータにより実行される方法。
【請求項８】
　複数のドキュメントコンポーネントの前記サブセットについての関連メタデータは、パ
ノラマ的視覚化ドキュメントコレクション（２００）の前記一又は電子ドキュメントの種
類についての構造化された情報を供給し、前記レイアウトモデルは、前記一又は複数の電
子ドキュメントの種類に従って選択される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　複数のドキュメントコンポーネントの前記サブセットについての関連メタデータは、複
数のドキュメントコンポーネントの前記サブセットのメディアコンテンツについての構造
化された情報を供給し、前記レイアウトモデルは、複数のドキュメントコンポーネントの
前記サブセットのメディアコンテンツに従って選択されており、複数のドキュメントコン
ポーネントの前記サブセットの各ドキュメントコンポーネントの関連メタデータは、レイ
アウト内のドキュメントコンポーネントの画像のサイズ、場所、又は奥行きのうちの一又
は複数を特定する構造化された情報を供給し、複数のドキュメントコンポーネントの前記
サブセットの各ドキュメントコンポーネントについて、関連メタデータ中に供給された前
記構造化された情報により特定されるサイズ、場所、又は奥行きのうちの一又は複数に従
って、レイアウトが生成される、請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１０】



(4) JP 6134514 B2 2017.5.24

10

20

30

40

50

　複数のドキュメントコンポーネントの前記サブセットの各ドキュメントコンポーネント
について、サイズ、場所、奥行きのうちの一又は複数が、複数のドキュメントコンポーネ
ントの前記サブセットの他のドキュメントコンポーネントの一又は複数に相対的に特定さ
れ、前記レイアウトと読み出された関連メタデータのそれぞれのレコードが、前記レイア
ウトと読み出されたそれぞれのレコードを同時に表示するためにグラフィカルユーザイン
ターフェースに伝えられる、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　コンピュータで読み取り可能なプログラムコード部分を内部に格納している非一時的な
コンピュータで読み取り可能な記憶媒体であって、プロセッサによって実行されると装置
に少なくとも、
　複数のドキュメントコンポーネントのパノラマ的視覚化ドキュメントコレクション（２
００）を内部に格納するデータベース（５０２）を管理することであって、前記複数のド
キュメントコンポーネントが基本的なブレーキングポイント間の一又は複数の電子ドキュ
メントのメディアコンテンツの群であって、各ドキュメントコンポーネントが、それぞれ
のメディアコンテンツを含んでいるとともに、ドキュメントコンポーネントについての構
造化された情報を供給する関連メタデータを有しており、前記複数のドキュメントコンポ
ーネント及び前記関連メタデータは前記データベース（５０２）のそれぞれのレコード中
に格納されており、前記複数のドキュメントコンポーネントがバイナリラージオブジェク
トの形式の文字列として格納されている、管理することと、
　前記データベース（５０２）中の複数のドキュメントコンポーネント及び関連メタデー
タのサブセットのそれぞれのレコードに対するリクエストを受信し、リクエストされたそ
れぞれのレコードをデータベース（５０２）から読み出すことを含め、リクエストを実行
することと、
　レイアウトモデルと、読み出された複数のドキュメントコンポーネント及び関連メタデ
ータの前記サブセットのそれぞれのレコードとに従って、読み出されたそれぞれのレコー
ドに格納された複数のドキュメントコンポーネントの前記サブセットを含むパノラマ的に
配置されたドキュメントコンポーネントの画像のレイアウトを生成することであって、前
記ドキュメントコンポーネントの前記画像がそのそれぞれのメディアコンテンツの画像を
含む、生成することと、
　前記レイアウトと読み出された関連メタデータのそれぞれのレコードとを伝えることと
、
　読み出された関連メタデータのそれぞれのレコードに従って、複数のレイアウトモデル
（６００、７００、８００、９００、１０００、１１００、１２００、１３００、１４０
０、１５００、１６００、１７００）からレイアウトモデルを選択することと
を実行させる、記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、広く言えばドキュメントのパノラマ的な視覚化に関するもので、特に、ドキ
ュメント／コンポーネント間の論理的関係を反映する方法でドキュメント又はそれらのド
キュメントコンポーネントのパノラマ的な視覚化に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ある話題について印刷される情報はしばしば複数のページに印刷されるが、これは、情
報が1ページにはぴったり合わず、及び／又は複数のページを使用した方がより効果的に
提示されるからである。複数のページは、同じソース内又は複数のソース内にあることが
ある。例えば、同じ図の種々の部分が異なるページに印刷されるように、航空機の製図は
印刷できる。航空機の一のアセンブリの図が一のライブラリ又はソースに含まれ、第二の
アセンブリの図が次のライブラリ又はソースに含まれるとすることができる。
【０００３】
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　また、一のドキュメントが物体の一のレベルの詳細を含み、第二のドキュメントが同じ
物体の第二のレベルの詳細を含むように、印刷される情報が印刷されてもよい。例えば、
航空機の図では、航空機の外装が図に見えるように印刷することができる。同じ航空機の
別の図では、航空機の外装が不明瞭であるが、航空機の内装が提示されるように印刷する
ことができる。それゆえ、閲覧者は、同じオブジェクトについて異なる情報を得るために
、異なる図を使用することができる。
【０００４】
　別の例として、配線システムの配線図がしばしば複数のページにわたって印刷されるが
、これは、配線図で提示されるグラフィック情報及びテキスト情報が巧妙すぎて1ページ
にはぴったり合わないからである。それゆえ、配線システム全体についての情報を得るた
めに、閲覧者はドキュメントを複数回変更することがある。
【０００５】
　設計図、製図、配線図及び他の適する種のドキュメントなどのドキュメントは、航空機
の保守において使用される。ドキュメントは、印刷形式で見られるように作成される。し
かしながら、そのようなドキュメントは、一般的に、電子形式に記憶され、データ処理シ
ステムの表示装置で見られる。その結果、閲覧者は、異なる種類の媒体上にある種々のド
キュメントに目を通す。この種の検討には、航空機についての情報を見つけるのに望まれ
るよりも多くの時間を浪費するかもしれない。
【０００６】
　航空機などのシステムのうちの複雑なシステムに関するドキュメントは、ゆえに、複雑
なシステム及びそのコンポーネント、サブシステム及び部品、並びに複雑なシステムのそ
れぞれの要素間の接続及び関係についての大量の情報を含む可能性がある。システムの複
雑さ及びシステム説明にしばしば要する大量の情報は、ドキュメントを検討するのに要す
る時間だけではなく、複雑なシステム及びその要素を理解する困難をも増大させるかもし
れない。ユーザは、大量の情報を含むドキュメントを検討する時間を要するだけではなく
、複雑なシステム及びその要素が互いに関連する方法を理解するために情報を検討する困
難に耐える時間も要することになるかもしれない。
【０００７】
　したがって、上述した問題の少なくとも一部と、起こりうる他の問題とを考慮する方法
と装置を有することが有利である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の実施形態は、広く言えばパノラマ的な視覚化ドキュメントデータベースシステ
ム、及び対応する方法並びにコンピュータで読み取り可能な記憶媒体に関する。例示的実
施形態によれば、ドキュメントコレクションのメディアコンテンツと関連するメタデータ
とは、データベースのそれぞれのレコードに格納される。データベースは、レコードの挿
入及び／又は読み出しについて管理され、この管理には、レコードの読み出しに関して、
コレクションのメディアコンテンツをパノラマ的に配置することが含まれる。この種の配
置によって、ユーザは、もしそうでなければ理解し難い、単一のビューで、且つ、コンテ
ンツのよりよい理解を促す配置において、コンテンツを見ることが可能になる。任意の数
のコンポーネント、サブシステム及び部品を含む航空機などの複雑なシステムの背景にお
いて、配置は、大量の情報を含むドキュメントを検討するのに要する時間を削減可能にす
るだけではなく、要する時間を削減し、且つ複雑なシステム及びその要素が互いに関係す
る方法を理解するために情報を検討する困難を緩和することもできる。したがって、例示
的実施形態により、いくつかのドキュメントコレクションに膨大な量の情報量が含まれる
場合も、データベースを管理するための所要時間及び困難が緩和される。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　例示的実施形態の一態様によれば、システムは、複数のドキュメントコンポーネントの
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パノラマ的視覚化ドキュメントコレクションを内部に格納するデータベースを管理するよ
うに構成されたデータベース管理システムエンジンを含む。コンポーネントの各々は、そ
れぞれのメディアコンテンツを含み、それぞれのドキュメントコンポーネントについての
情報を供給する関連メタデータを有しており、ドキュメントコンポーネント及びメタデー
タはデータベースのそれぞれのレコード内に格納されている。
【００１０】
　この態様のシステムは、さらに、データベース管理システムエンジンに結合されたデー
タ操作サブシステムを含んでいる。このデータ操作サブシステムは、データベース中の一
又は複数のドキュメントコンポーネント及び関連メタデータそれぞれのレコードに対する
リクエストを受信するように構成された問い合わせ言語エンジンを含む。データベース管
理システムエンジンはリクエストを実行するように構成されており、これには、リクエス
トされたそれぞれのレコードをデータベースから読み出すことが含まれている。
【００１１】
　加えて、このシステムは、問い合わせ言語エンジンの、又は問い合わせ言語エンジンに
結合された、レイアウトエンジンを含んでいる。レイアウトエンジンは、レイアウトモデ
ルと、読み出された、一又は複数のドキュメントコンポーネント及び関連メタデータそれ
ぞれのレコードとに従って、パノラマ的に配置されたドキュメントコンポーネントの視覚
表示のレイアウトを生成するように構成されている。そして、問い合わせ言語エンジンは
、レイアウトと、読み出された関連メタデータのそれぞれのレコードとを、同時表示のた
めのグラフィカルユーザインターフェースなどに伝えるように構成されている。
【００１２】
　一実施例では、レイアウトエンジンは、読み出された関連メタデータのそれぞれのレコ
ードに従って、複数のレイアウトモデルからレイアウトモデルを選択するように構成され
ている。
【００１３】
　一実施例では、ドキュメントコンポーネントは、パノラマ的視覚化ドキュメントコレク
ションの電子ドキュメントの種類であり、ドキュメントコンポーネントの関連メタデータ
はそれぞれのドキュメントの種類についての情報を供給する。この実施例では、レイアウ
トエンジンは、それぞれのドキュメントの種類に従ってレイアウトモデルを選択するよう
に構成されている。
【００１４】
　一実施例では、ドキュメントコンポーネントの関連メタデータはそれぞれのドキュメン
トコンポーネントについての情報を供給する。この実施例では、レイアウトエンジンは、
一又は複数のドキュメントコンポーネントのメディアコンテンツに従ってレイアウトモデ
ルを選択するように構成することができる。
【００１５】
　一実施例では、各ドキュメントコンポーネントの関連メタデータは、レイアウト内にお
けるそれぞれのドキュメントコンポーネントの視覚表示のサイズ、場所、及び／又は奥行
きを特定する情報を提供する。この実施例では、一又は複数のドキュメントコンポーネン
トの各々について、レイアウトエンジンは、関連メタデータ中に供給された情報により特
定されるサイズ、場所、及び／又は奥行きに従ってレイアウトを生成するように構成され
る。この実施例では、さらに、ドキュメントコンポーネントの一又は複数の各々について
、他のドキュメントコンポーネントの一又は複数に相対的に、サイズ、場所、及び／又は
奥行きを特定することができる。
【００１６】
　例示的実施形態の他の態様では、方法及びコンピュータで読み取り可能な記憶媒体は、
パノラマ的な視覚化のためのドキュメントのデータベースを管理するために提供される。
ここで説明される特徴、機能及び利点は、本発明の種々の実施形態で単独で実現可能であ
り、また、以下の説明及び図面を参照してさらなる詳細が理解される、さらに別の実施形
態で組み合わせが可能である。
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【００１７】
　上述では本発明の例示的実施形態を一般的な用語で説明したが、後述では添付図面を参
照する。これらの図面は、必ずしも正確な縮尺で描かれていない。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】例示的な一実施形態によるパノラマ的な視覚化システムを示したものである。
【図２】例示的な一実施形態によるパノラマ的な視覚化ドキュメントコレクションシステ
ムの図である。
【図３】例示的な一実施形態によるパノラマ的な視覚化ドキュメントレイアウトシステム
の図である。
【図４】例示的な一実施形態によるパノラマ的な視覚化ドキュメントナビゲーションシス
テムの図である。
【図５】例示的な一実施形態によるパノラマ的な視覚化ドキュメントデータベースシステ
ムの図である。
【図６】例示的な実施形態による適するレイアウトモデルを概略的に示す例である。
【図７】例示的な実施形態による適するレイアウトモデルを概略的に示す例である。
【図８】例示的な実施形態による適するレイアウトモデルを概略的に示す例である。
【図９】例示的な実施形態による適するレイアウトモデルを概略的に示す例である。
【図１０】例示的な実施形態による適するレイアウトモデルを概略的に示す例である。
【図１１】例示的な実施形態による適するレイアウトモデルを概略的に示す例である。
【図１２】例示的な実施形態による適するレイアウトモデルを概略的に示す例である。
【図１３】例示的な実施形態による適するレイアウトモデルを概略的に示す例である。
【図１４】例示的な実施形態による適するレイアウトモデルを概略的に示す例である。
【図１５】例示的な実施形態による適するレイアウトモデルを概略的に示す例である。
【図１６】例示的な実施形態による適するレイアウトモデルを概略的に示す例である。
【図１７】例示的な実施形態による適するレイアウトモデルを概略的に示す例である。
【図１８】本発明の例示的な一実施形態による、所定の可視エリアを有し、且つユーザに
よってナビゲートされるＧＵＩに表示されたページの例示的レイアウトである。
【図１９】本発明の例示的な一実施形態による、所定の可視エリアを有し、且つユーザに
よってナビゲートされるＧＵＩに表示されたページの例示的レイアウトである。
【図２０】本発明の例示的な一実施形態による、所定の可視エリアを有し、且つユーザに
よってナビゲートされるＧＵＩに表示されたページの例示的レイアウトである。
【図２１】本発明の例示的な一実施形態による、所定の可視エリアを有し、且つユーザに
よってナビゲートされるＧＵＩに表示されたページの例示的レイアウトである。
【図２２】本発明の例示的な一実施形態による、所定の可視エリアを有し、且つユーザに
よってナビゲートされるＧＵＩに表示されたページの例示的レイアウトである。
【図２３】本発明の例示的な一実施形態による、所定の可視エリアを有し、且つユーザに
よってナビゲートされるＧＵＩに表示されたページの例示的レイアウトである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　添付図面を参照して本発明のいくつかの実施形態についてより詳細に説明するが、添付
図面には本発明のすべての実施形態が示されているわけではない。実際、本発明の種々の
実施形態は、多くの異なる形態で実施可能であり、ここで説明される実施形態に限定され
るものと解釈されるべきではなく、本開示が包括的で完全となるように、且つ当業者に本
発明の範囲を十分に伝えるために、これらの実施形態が提供される。例えば、特に明記さ
れない限り、第一の、第二のなどの言及は、特定の順序を意味するものと解釈されるべき
ではない。また、何か別のもの（特に明記されない限り）の上にあるとされるものが代わ
りに下にあってもよく、逆もまた同じである。同様に、何か別の物の左にあるとされる物
が代わりに右にあってもよく、逆もまた同じである。全体を通して、類似の参照番号は類
似の要素を示している。
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【００２０】
　本発明の実施形態は、広く言えばドキュメントのパノラマ的な視覚化に関するもので、
特に、ドキュメント／コンポーネント間の論理関係を反映する方法でのドキュメント又は
それらのドキュメントコンポーネントのパノラマ的な視覚化に関するものである。実施形
態は、主として航空宇宙応用と併せて述べられる。しかしながら、実施形態は、航空宇宙
産業及び航空宇宙産業の外部産業の両方で、種々の他の用途と併せて利用できるというこ
とが、理解されるべきである。
【００２１】
　図１を参照すると、パノラマ的な視覚化システム１００は、本発明の実施形態に従って
示される。システムは、一又は複数の電子ドキュメントに対して一又は複数の機能又は操
作を実行するための任意の数の異なるサブシステム（各別個のシステム）を備えることが
できる。例えば、図示されるように、システムは、ドキュメントコレクションシステム１
０２、ドキュメントレイアウトシステム１０４、ドキュメントナビゲーションシステム１
０６、及び／又はドキュメントデータベースシステム１０８を備えることができる。パノ
ラマ的な視覚化システムの部分として示されているが、ドキュメントコレクションシステ
ム、レイアウトシステム、ナビゲーションシステム及び／又はデータベースシステムの一
又は複数は、その代わりに、パノラマ的な視覚化システムとは切り離されそれと通信する
としてもよい。一又は複数のサブシステムは、他のサブシステムとは関係なく、一の別個
のシステムとして機能又は作動可能であることも理解されるべきである。さらに、パノラ
マ的な視覚システムは、図１で示されるサブシステムに対し、一又は複数の付加的な又は
代替的なサブシステムを備えるとしてもよい。
【００２２】
　ここで述べられるように、電子ドキュメント（又は単にドキュメント）は、電子的な及
び／又は印刷された（印刷可能な）形態で視覚化できる任意の電子メディアコンテンツで
ある。ドキュメントのメディアコンテンツは、一又は複数のテキストコンテンツ、グラフ
ィックコンテンツ又は静止画、動画などの他の視覚的コンテンツを含むことができる。ド
キュメントは任意の数の異なる種類のドキュメントであってよく、そのドキュメントの種
類はそのフォーマット、メディアコンテンツなどの一又は複数のドキュメントの特性によ
り定義づけることができる。適する種類のドキュメントの例は、コンピュータ設計ドキュ
メント（例えば、ＣＡＤ、ＣＡＴＤｒａｗｉｎｇ、ＣＡＴＰａｒｔ、ＣＡＴＰｒｏｄｕｃ
ｔ、ＣＡＴＰｒｏｃｅｓｓ、ｃｇｒ、ＤＷＧ、ＤＸＦ、ＤＷＦなど）、テキストベースの
ドキュメント（例えば、ＡＮＳ、ＡＳＣ、ＤＯＣ、ＤＯＣＸ、ＨＴＭＬ、ＰＤＦ、ＲＴＦ
、ＴＸＴ、ＷＰＤなど）、プレゼンテーションドキュメント（例えば、ＰＤＰ、ＰＰＴな
ど）、グラフィックスドキュメント（例えば、ＢＭＰ、ＧＩＦ、ＪＰＥＧ、ＪＰ２、ＰＮ
Ｇ、ＰＳＤ、ＰＳＰ、ＲＡＷ、ＴＩＦＦなど）、ビデオドキュメント（例えば、ＡＶＩ、
ＭＰＥＧ、ＱｕｉｃｋＴｉｍｅ、ＷＭＶなど）などを含む。適する種類のドキュメントの
他の例は、法的ドキュメント（例えば、判決、要約、特許など）、本、記事、ウェブペー
ジ、画面ショット、サービス速報、設計図、保証書、技術的な図面、配線図などの単一の
もの又はコレクションを含む。そして、適する種類のドキュメントのさらなる例は、技術
設計データ、配線データ、トラブルシューティングデータ、ビジネスデータなどのデータ
セットを含む。
【００２３】
　ドキュメントは、一又は複数の構成ドキュメントコンポーネントからなり、構成ドキュ
メントコンポーネントは、例えば基本的なブレーキングポイント間の、メディアコンテン
ツの群である。ドキュメントコンポーネントはドキュメントの種類次第であり、例えば、
電子ページ、スライド、グラフ、図、静止画、動画などを含むことができる。ドキュメン
トコンポーネントは、他の種類のコンポーネントを含むので必ずしも電子ページである必
要はないが、時には、一般的に「ページ」と呼ばれることもある。ドキュメントが唯一の
コンポーネントを含む例では、ドキュメント及びそのコンポーネントは一つのものであり
且つ同じものとされる。
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【００２４】
　この明細書では、構成ページからなるドキュメントが説明される。しかしながら、実施
形態は、複数の構成ドキュメントからなるドキュメントのグループ（コレクション）にも
同様に適用可能であり、それらの構成ドキュメントは構成ページからさらに構成されても
よいし構成されなくてもよいと理解されるべきである。ゆえに、ドキュメントに対して実
行される機能はドキュメントのグループに対しても同様に実行されるし、ページに対して
実行される機能は構成ドキュメントに対しても同様に実行される。
【００２５】
　各ページはそれ（というよりはメディアコンテンツ）の視覚表示が電子的な及び／又は
印刷された（又は印刷可能な）形態で生成されるデータから形成することができる。ペー
ジが他の種類のメディアコンテンツを含む時には必ずしも静止画を含む必要はないが、ペ
ージの視覚表示は、時には、一般的に単にページ又は「画像」とされることもある。
【００２６】
　ページは、一又は複数のサブジェクトを有し、且つサブジェクトを反映する又はさもな
ければサブジェクトを形成する一又は複数のオブジェクトを含むメディアコンテンツを含
むことができる。時には、ページはそれゆえにそのサブジェクト及び／又はそのサブジェ
クトのオブジェクトを示すと言える。例として、ページはそのサブジェクトとして航空機
を含み、且つオブジェクトとして航空機の外装又は内装のビュー又は外装／内装ビューの
セクションを含んでもよく、或いは、ページはそのサブジェクトとして外装／内装のビュ
ーを含み、且つオブジェクトとして外装ビューのセクションを含んでもよい。別の例とし
て、ページはそのサブジェクトとして航空機の計器盤を含み、且つサブジェクトとして計
器盤の計器を含むことができる。
【００２７】
　広く言えば、実施形態によるドキュメント及び／又はそれらのページは、一又は複数の
論理関係を互いの間に含むことができる。以下の詳細で説明されるように、パノラマ的な
視覚化システム１００のドキュメントコレクションシステム１０２は、広く言えば、ドキ
ュメントを受信し、これらの論理関係に従ってページを収集するように構成され、ページ
がパノラマ的な視覚化のドキュメントコレクション（パノラマ的な視覚化ドキュメントコ
レクション）として収集されることを特徴とする。ドキュメントレイアウトシステム１０
４は、広く言えば、ドキュメントコレクションシステムからのコレクションのような、パ
ノラマ的な視覚化ドキュメントコレクションのパノラマ的に配置され論理的に関連するペ
ージのレイアウトを生成するように構成される。ドキュメントナビゲーションシステム１
０６は、広く言えば、ドキュメントレイアウトシステムにより生成されたレイアウトのよ
うな、パノラマ的な視覚化ドキュメントコレクションのパノラマ的に配置され論理的に関
連するページのレイアウトの視覚表示をナビゲートするためのナビゲーションオプション
を選択し且つ提供するように構成することができる。ドキュメントデータベースシステム
１０８は、広く言えば、パノラマ的視覚化ドキュメントコレクションとして収集されたか
、又は収集することができる、ドキュメント及び／又はそれらのページのデータベースを
作成し且つ管理するように構成することができる。レイアウトの視覚表示は、時には、一
般的には単にレイアウトとされることもある。
【００２８】
　本発明の実施形態は、それゆえ、ページ間での論理関係によりドキュメントのページを
収集することができ、航空機などの複雑なシステムの背景での一実施例では、その要素間
での構造的な関係を反映することができる。論理関係、及び種々の実施例では、構造的な
関係を反映させるような方法で、ページはパノラマ的に配置される。この配置によって、
さもなければ理解が難しいであろう関係をよりよく理解できるような方法で、ユーザは単
一のビューでページを見ることが可能になる。実施例の複雑なシステムの背景において、
配置は、大量の情報を含むドキュメントを検討するのに要する時間を削減するだけではな
く、要する時間を削減し、且つ複雑なシステム及びその要素が互いに関係する方法を理解
するために情報を検討する困難さを軽減することもできる。
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【００２９】
　次に、本発明の実施形態による、適するドキュメントコレクションシステム、ドキュメ
ントレイアウトシステム、ドキュメントナビゲーションシステム、及びドキュメントデー
タベースシステムのより具体的な例をそれぞれが示す図２、図３、図４及び図５を参照す
る。
【００３０】
　図２は、例示的一実施形態によるドキュメントコレクションシステム２００を示す。図
示されるように、一又は複数の電子ドキュメントを受信し、且つそれらをそれぞれがメデ
ィアコンテンツを含む複数の構成ページ（ドキュメントコンポーネント）に分解するよう
に構成されたドキュメントパーサー２０２を備えることができる。ドキュメントは、任意
の数の異なるソースから受信される。例えば、ドキュメントは、ファイル記憶装置、デー
タベース記憶装置、クラウド記憶装置などの記憶装置から受信される。さらに具体的な実
施例では、ドキュメントは、単独で、又は他のデータと一緒に、一又は複数のドキュメン
トが一又は複数のデータベースに格納されているドキュメントデータベースシステム１０
０のようなドキュメントデータベースシステムから受信される。
【００３１】
　ドキュメントパーサー２０２は、任意の数の異なる方法でドキュメントを分解するよう
に構成されうる。一実施例では、ドキュメントパーサーは、ドキュメントの種類（例えば
、コンピュータ支援設計ドキュメント、プレゼンテーションドキュメント、グラフィック
スドキュメント、ビデオドキュメント、法的ドキュメント、本、記事、ウェブページ、設
計図、図面、配線図など）に応じてドキュメントを分解するように構成することができる
。それゆえ、ドキュメントパーサーは、ドキュメント形式、ビジネス規則、又はユーザ入
力に基づくなどして、ドキュメントの種類を識別するようにも構成することができる。
【００３２】
　また、ドキュメントコレクションシステム２００は、ドキュメントパーサー２０２に結
合され、且つページを結合するように構成されたコリゲーター２０４も備えることができ
る。この点で、ページの結合は、複数のページの一又は複数の各々について、ページと複
数の他のページの一又は複数との間で一又は複数のリンクを識別するように構成されたコ
リゲーターを含むことができる。一実施例のリンクは、ドキュメント、ドキュメントの種
類、及び／又はページ及び他のページのメディアコンテンツにより識別することができる
。一実施例では、リンクは、一又は複数のビジネス規則、論理などにより、定義されても
よい。これらのリンクは、ページと他のページとの間の一又は複数の論理関係を構築する
ことができる。
【００３３】
　一実施例では、リンクは、共通のドキュメント（同じドキュメントの構成要素）を共有
するページ間で識別される。一実施例では、リンクは、例えば、共通ドキュメント又はド
キュメントのコレクション内の時間系列、空間系列又は順番系列などの所定の系列で互い
に隣接するページ間で識別することができる。いくつかの例では、リンクは、ページのサ
ブジェクト又はオブジェクトにより識別することができる。例えば、リンクは、共通のサ
ブジェクト又は共通のオブジェクトを共有するページ間で識別することができる。一実施
例では、リンクは、あるページのオブジェクトが他のページのサブジェクトである（オブ
ジェクト－サブジェクト）、又はあるページのサブジェクトが他のページのオブジェクト
である（サブジェクト－オブジェクト）ようなページ間で識別することができる。
【００３４】
　一実施例では、リンクは、親－子の関係により関連付けられるページ間で識別すること
ができる。一実施例では、リンクは、ページの一がそのメディアコンテンツの他のページ
の参照又はリンクを含む例でのページ間で識別できる。この点で、ある判決は別の判決（
例えば、判決の主文、又は、脚注、巻末の注などにおいて）への引用を含むことができ、
又は、ページは別のページへのハイパーリンクを含むことができる。さらに別の実施例で
は、リンクは、ページ間のリンクを特定するユーザ入力により、ページ間で識別すること
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ができる。
【００３５】
　ページ間でのリンクを識別することに加え、コリゲーター２０４は、一又は複数のペー
ジの各々について、ページに関連するメタデータを抽出し、生成し、またそうでなければ
提供するように構成することもできる。ページについては、その関連メタデータは、ペー
ジについての任意の数の情報を提供することができる。例えば、メタデータは、ページに
関連するメタデータ内のページと他のページとの間のリンクを識別する情報を提供するこ
とができる。この情報は、そのページにリンクされた他のページの名前又は他の識別子を
含むことができ、また、それらの間でリンクにより構築される論理関係の指示（例えば、
共通ドキュメント、サブジェクト及び／又はオブジェクト、隣接物、オブジェクト－サブ
ジェクト、サブジェクト－オブジェクト、親－子、参照／リンク、特定されたユーザなど
）を含んでもよい。
【００３６】
　リンクに加え、ページの関連メタデータは、ページについての一又は複数の他の情報を
含むことができる。例えば、ページがドキュメントの名前又は他の識別子、及び／又はド
キュメントの著者、サイズ、及び／又は作成時間又は最新版などの構成要素であるドキュ
メントに関する情報を提供することができる。また、例えば、メタデータは、アクセス制
限、編集又は修正制限、及び／又はページの暗号化などの、ページに適用された又は適用
対象である一又は複数のコンテンツ制限についての情報を提供することができる。
【００３７】
　また、メタデータは、ページのメディアコンテンツについての情報を提供することもで
きる。例えば、この情報は、ページのサブジェクト及び／又はオブジェクトの識別、一又
は複数のオブジェクトを含むページの部分、及び／又はページ内の一又は複数のオブジェ
クトのディテールのレベルを含むことができる。種々の例では、共通のサブジェクト、オ
ブジェクトを共有する又はオブジェクト－サブジェクト又はサブジェクト－オブジェクト
関係を有するページ間でのリンクは、それぞれのドキュメントのサブジェクト及び／又は
オブジェクトを識別するメタデータから推測できる。これらの例では、ページのサブジェ
クト及び／又はオブジェクトの仕様は、ページ間の適切なリンクを識別する情報としては
十分である。
【００３８】
　一実施例では、ページの結合は、ページの少なくともいくつかについて一又は複数のレ
イアウトモデルを識別するように構成されたコリゲーター２０４をさらに含むことができ
る。この例では、ページのコリゲータにより抽出され、生成され、又はそうでなければ提
供された関連メタデータは、一又は複数のレイアウトモデルの各々でそれぞれのページの
配置を特定する情報をさらに含むことができる。それぞれのレイアウトモデルについては
、これは、例えば、ページ（又はより具体的にはその視覚表示）のサイズ、場所及び／又
は奥行き（ｚ順序）を特定することを含む。レイアウトモデルが識別され、サイズ、場所
及び／奥行きが、一又は複数のビジネス規則や論理などによるなどして、任意の数の異な
る方法で特定される。
【００３９】
　適するレイアウトモデル（時にプレゼンテーションのスタイルとされる）の例は、ブリ
ックウォール（ｂｒｉｃｋｗａｌｌ）、部分的なブリックウォール、階層、形状、センタ
ーアウト、トップ－ダウン/三角形状、センターアウト三角形状、サイズ優先、オーバー
ラップスルーディテール、マスターディテールスルーデプス、ロードシェープ、ファセッ
ト、ミックスメディア／スタティックアンドダイナミックなどを含む。他の例は、一又は
複数の上述のレイアウトモデルの組み合わせを含むことができる。任意の数の実施例のレ
イアウトモデルの各々が、以下でさらに述べられる。
【００４０】
　一実施例では、レイアウトモデルのページのサイズは、絶対的なサイズ又は相対的なサ
イズとして特定され、そのいずれかが任意の数の異なる方法で与えられる。種々の例では
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、ページのサイズは、画素のサイズに関連付けることができ、ゆえにページの画素数又は
画素解像度が与えられる。一実施例では、ページの絶対的なサイズは、高さ及び幅の寸法
（例えば、Ｎ×Ｍ画素）で与えられる。別の実施例では、ページのサイズは、ページが論
理的に関連する一又は複数の他のページのサイズに基づき相対的なサイズとして特定する
ことができる。例えば、相対的なサイズは、例えば他のページの百分率、分数又は倍数な
どの任意の数の異なる方法で与えられ、又は、相対的なサイズは、他のページと比べてサ
イズが小さい、大きい又は等しいことの指示により簡単に与えられる。例えば、親－子関
係により関連付けられるページでは、子のページのサイズはその親のページのサイズの半
分と特定することができる。サイズが相対的である場合には、それぞれの他のページのサ
イズがそれらの関連メタデータ内に与えられ、且つさらなる他のページのサイズに基づき
絶対的なサイズ又は相対的なサイズとして与えられる。
【００４１】
　一実施例では、サイズと同様に、レイアウトモデルのページの場所（時に位置とされる
）は、絶対的な場所又は相対的な場所として特定されるが、いずれにせよ、任意の数の異
なる方法で与えられる。同様に、レイアウトモデルのページの奥行きは、絶対的な奥行き
又は相対的な奥行きとして特定されるが、そのいずれも任意の数の異なる方法で与えられ
る。例えば、ページの絶対的な場所は、レイアウトモデルにわたる座標システムのｘ、ｙ
座標に与えられ、及び／又は絶対的奥行きは、座標システムのｚ座標に与えられる。別の
実施例では、ページの相対的な場所は、レイアウトモデルのポイント又は他のページに相
対的にｘ、ｙ座標に与えられる。さらに別の実施例では、相対的な場所は、レイアウトモ
デルのポイント又は他のページの上、下、左又は右の指示により、簡単に与えられる。同
様に、一実施例では、相対的な奥行きは、レイアウトモデルの他のページの前又は後にペ
ージがあるというの指示により、簡単に与えられる。場所及び／又は奥行きが相対的であ
る場合には、それぞれの他のページの場所及び／又は奥行きは、それらの関連メタデータ
に与えられ、且つ、絶対的な又は相対的な場所及び／又は奥行きとして与えられる。
【００４２】
　コリゲーター２０４は、パノラマ的な視覚化ドキュメントコレクションとしてページ及
びメタデータを伝送し、且つ、任意の数の異なる送信先にコレクションを伝送するように
構成できる。一実施例では、コリゲーターは、後の読み出しのためのそれぞれの記憶装置
２０６及び２０８にページ及びメタデータを伝送するように構成できる。記憶装置はドキ
ュメントコレクションシステム２００に常駐させることができ、又はドキュメントコレク
ションシステムから分離されてそれと通信させてもよい。ページ及びメタデータは、任意
の数の異なる方法でフォーマット化され且つ記憶され、ゆえに、それらの記憶装置は任意
の数の異なる種類のものとすることができる。適する種類の記憶装置の例は、ファイル記
憶装置、データベース記憶装置、クラウド記憶装置などを含む。
【００４３】
　種々の例では、ページは、それぞれの記憶装置２０６に記憶される前に、圧縮され又は
そうでなければより簡単な記憶及び読み出しのために処理することができる。例えば、図
示されるように、システムは、コリゲーターに結合され、且つコリゲーターがページを伝
送するように構成されたタイラー２１０を備えることができる。タイラーは、一又は複数
のページの各々について、ページのズームレベルのそれぞれの解像度でページの視覚表示
を生成するように構成することができる。ここで述べられるように、各ズームレベルでの
ページ（というようりは視覚表示）は、一般的に「サブイメージ」と言われることもあり
、時にはページの別個バージョン又は複製と見なされることもある。しかしながら、上述
したように、ページが他の種類のメディアコンテンツを含むときには、ページのサブイメ
ージは必ずしも静止画を含む必要はない。
【００４４】
　ページのサブイメージ生成に加え又はその代わりに、タイラー２１０は、ズームレベル
全域のサブイメージを、各々がそれぞれのズームレベルでサブイメージの空間的エリアを
覆う漸進的に多数のタイルに分割するように構成されてもよい。これは、以下でさらに説
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明されるが、ページの読み出し、パニング及び／又はズーミングを容易にできる。タイラ
ーは、次いで、ページ記憶装置などに、ページのサブイメージのタイルを伝送するように
さらに構成することができる。しかしながら、タイルを伝送する前に、タイラーは、望ま
れれば、タイルを圧縮するようにさらに構成することができる。
【００４５】
　より具体的な一実施例では、タイラー２１０は、最大ズームレベルから一又は複数の中
間ズームレベルを間にはさみ基準ズームレベルまで階層的に配置されたそれぞれのズーム
レベルでページの多重解像度を生成するように構成することができる。各ズームレベルは
全ページのサブイメージを異なる解像度ではあるが含んでおり、ズームレベル全域でのペ
ージのサブイメージは、等しい元のアスペクト比（イメージの高さに対する幅の割合）を
有することができる。一実施例では、最大ズームレベル（レベル０）はその最低解像度で
全ページのサブイメージを含み、一又は複数の中間ズームレベルは漸進的に高い解像度（
レベル０直下のレベル１、レベル１直下のレベル２など）で全ページのサブイメージを含
み、基準ズームレベル（レベルＬ）はその最高（又は完全）解像度で全ページのサブイメ
ージを含むことができる。
【００４６】
　ページの各サブイメージは、任意の数の異なる方法で生成することができる。一実施例
では、サブイメージの一は、例えば、完全解像度サブイメージなどのように、タイラー２
１０により受信することができる。タイラーは、次いで、完全解像度サブイメージをダウ
ンサンプリングするなどにより、低い解像度で他のサブイメージを生成するように構成で
きる。
【００４７】
　示されるように、タイラー２１０は、ズームレベル全域でのサブイメージを、各々がそ
れぞれのズームレベルでサブイメージの空間的エリアを覆う漸進的に多数のタイルに分割
するように構成できる。タイルはズームレベル内及びズームレベル全域での固定されたサ
イズ（解像度）を有し、従って、多くのタイルからなるサブイメージは、少数のタイルか
らなるサブイメージよりも一般的に高い解像度を有することができる。それゆえ、各ズー
ムレベルは、その上の任意のズームレベルに対して高いズームレベルと見なされる（ズー
ムレベルでのサブイメージはその上の任意のズームレベルでのサブイメージよりも高い解
像度である）。同様に、各ズームレベルは、それより低い任意のズームレベルに対して低
いズームレベルと見なされる（ズームレベルでのサブイメージはその下の任意のズームレ
ベルでのサブイメージよりも低い解像度である）。
【００４８】
　一実施例では、各ズームレベルでのサブイメージは、その真下のズームレベルの半分の
解像度であり、その真上のズームレベルの２倍の解像度である（解像度は２の倍数で増減
する）。この例において、ズームレベルｌのタイルの数は、ｔｌ＝ｔ０×４ｌによって与
えられ、ここで、ｌ＝０，１，２，・・・Ｌ、及びｔ０は最高のズームレベル（レベル０
）でのタイル数を表すとする。４のズームレベル０，１，２及び３（Ｌ＝３)を含み且つ
最高ズームレベルサブイメージが１タイル（ｔ０＝１）からなるより具体的な例では、第
一の中間ズームレベル（レベル１）サブイメージは４タイルからなり、第二の中間ズーム
レベル（レベル２）サブイメージは１６タイルからなり、且つ基準ズームレベル（レベル
３）サブイメージは６４タイルからなるとする。
【００４９】
　一実施例では、一のズームレベルでの任意の数のタイルにより覆われたページは、それ
ぞれ高ズームレベル又は低ズームレベルでの増減した数のタイルにより覆われ、これによ
りページの解像度の増減がもたらされる。同様に、一のズームレベルでの一のタイルによ
り覆われたページのエリアは、隣接する高ズームレベルで多重（例えば、４）のタイルに
より覆われ、これにより、ページのそれぞれのエリアの解像度が増加する。一のズームレ
ベルでの多重タイルにより覆われるページのエリアは、隣接する低ズームレベルの一のタ
イルにより覆われ、これにより、ページのそれぞれのエリアの解像度が減少する。
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【００５０】
　一実施例では、特定の解像度でのページ（又はそのエリア）は、特定の解像度と釣り合
ったズームレベルでページを覆うタイルにより表示される。表示されたタイルを高ズーム
レベルでページを覆う増加した数のタイルと交換することにより、ページの拡大が達成さ
れる。表示されたタイルを低ズームレベルでページを覆う減少した数のタイルと交換する
ことにより、ページの縮小が達成される。ページがタイルに分割されるので、ページ全体
というわけでなくその一部が、ページが表示されるグラフィックユーザインターフェース
（ＧＵＩ）で見ることができる例では、ページの可視部分を覆うこれらのタイルのみが読
み出し可能且つ表示可能となる。
【００５１】
　上述のように、ページ及びメタデータそれぞれの記憶装置２０６、２０８は、例えばデ
ータベース記憶装置を含む任意の数の異なる種類のいずれかでよい。後述でさらに詳細に
説明する種々の実施例では、それぞれの記憶装置と、ドキュメントパーサー２０２、コリ
ゲーター２０４、又はタイラー２１０のうちの一又は複数とは、ドキュメントデータベー
スシステム１００のようなドキュメントデータベースシステムの内部に含まれるか、或い
はそのようなドキュメントデータベースシステムに結合される。種々の実施例では、ドキ
ュメントデータベースシステムは、ドキュメントデータベースシステムのデータベースに
データを追加するための挿入リクエスト、又はそのデータベースからのデータ読み出しリ
クエストを受信することができる。リクエストは、ドキュメントパーサー、コリゲーター
、又はタイラーのうちの一又は複数のいずれによっても未だ処理されていないドキュメン
ト、ページ、及び／又はメタデータに関連していてもよい。このような場合には、必要に
応じて、ドキュメントデータベースシステムは、上述したような方法などにより、対応す
るドキュメントパーサー、コリゲーター、及び／又はタイラーに、ドキュメント、ページ
、及びメタデータを処理させることにより、少なくとも部分的にリクエストに応えること
ができる。次いで、ドキュメントデータベースシステムは、結果として得られるパノラマ
的視覚化ドキュメントコレクションをそのデータベース（対応する記憶装置）に格納し、
読み出しリクエストに応える場合には、リクエストされたデータを供給することができる
。
【００５２】
　次に、一実施形態によるドキュメントレイアウトシステム３００を示す図３を参照する
。上述したように、ドキュメントシステム３００は、図１のパノラマ的な視覚化システム
１００のドキュメントレイアウトシステム１０４の一実施例である。ドキュメントレイア
ウトシステムは、広く言えば、パノラマ的な視覚化ドキュメントコレクションのパノラマ
的に配置された論理的に関連するページのレイアウトを生成するように構成することがで
きる。例えば、このコレクションは、ドキュメントコレクションシステム１０２からのコ
レクション、又はより具体的には、一実施例において、図２のドキュメントコレクション
システム２００とすることができる。
【００５３】
　図３に示すように、ドキュメントレイアウトシステム３００は、検索エンジン３０２、
メディアコンテンツのリクエストを受信し且つリクエストされたメディアコンテンツを含
む一又は複数のページを識別するように構成されたリクエストインターフェースなどを含
むことができる。識別されたページは、各々がそれぞれのメディアコンテンツを含み且つ
それぞれのページについての情報を提供する関連メタデータを含む複数のページを含むパ
ノラマ的な視覚化ドキュメントコレクションとする。ページ及びメタデータは、それぞれ
の記憶装置３０４及び３０６で記憶され、一実施例では、これらは、図２に示されるそれ
ぞれの記憶装置２０６及び２０８に対応する。
【００５４】
　検索エンジン３０２は、コレクションのページの関連メタデータに基づくなどして、任
意の数の異なる方法でページを識別するように構成することができる。例えば、リクエス
トは、コレクションのページのサブジェクト又はオブジェクトに適合する又はそうでなけ
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れば関連するキーワードを含むことができる。リクエストに応えて、次いで、検索エンジ
ンは、リクエストに合う又は関連するメディアコンテンツを含む一又は複数のページの関
連メタデータのメタデータ記憶装置３０６を検索するように構成することができる。
【００５５】
　また、ドキュメントレイアウトシステム３００は、レイアウトエンジン３０８、検索エ
ンジン３０２に結合され且つ識別されたページを含む、複数のパノラマ的に配置されたペ
ージについての複数のレイアウトモデルからレイアウトモデル（提示のスタイル）を選択
するように構成されたレイアウト生成装置なども備えることができる。レイアウトモデル
は、ファイル記憶装置、データベース記憶装置、クラウド記憶装置などのそれぞれの記憶
装置内で管理され、それぞれの記憶装置により任意の数の異なる方法でフォーマット化さ
れ且つ記憶される。
【００５６】
　レイアウトモデルは、パノラマ的な配置ページについての任意の数の種々のレイアウト
を含むことができる。上述しさらに以下で述べられるように、適するレイアウトモデルの
例は、ブリックウォール（ｂｒｉｃｋｗａｌｌ）、部分的なブリックウォール、階層、形
状、センターアウト、トップ－ダウン/三角形状、センターアウト三角形状、サイズ優先
、オーバーラップスルーディテール、マスターディテールスルーデプス、ロードシェープ
、ファセット、ミックスメディア／スタティックアンドダイナミックなどを含む。他の例
は、一又は複数の上述のレイアウトモデルの組み合わせを含むことができる。
【００５７】
　レイアウトエンジン３０８は、任意の数の異なる方法でレイアウトモデルを選択するよ
うに構成することができる。一実施例では、レイアウトエンジンは、識別されたページの
関連メタデータによりレイアウトモデルを選択するように構成することができる。検索エ
ンジン３０２は、それゆえ、レイアウトエンジンに識別されたページの関連メタデータを
伝送し、次に、それぞれの関連メタデータによりレイアウトモデルを選択するように構成
することができる。
【００５８】
　先ほど説明したように、ページの関連メタデータは、ページが構成要素である種類のド
キュメントについての情報、及び／又はページのメディアコンテンツについての情報を提
供することができる。一実施例では、次いで、レイアウトエンジン３０８は、識別された
ページが構成要素であるドキュメント（例えば、（例えば、コンピュータ設計ドキュメン
ト、プレゼンテーションドキュメント、グラフィックスドキュメント、ビデオドキュメン
ト、法的ドキュメント、本、記事、ウェブページ、設計図、技術的な図面、配線図など）
の種類に従って、レイアウトモデルを選択するように構成することができる。別の実施例
では、レイアウトエンジンは、一又は複数のそれのサブジェクト及び／又はオブジェクト
などの、識別されたページのメディアコンテンツに従ってレイアウトモデルを選択するよ
うに構成することができる。
【００５９】
　また上述されたように、ページの関連メタデータは、コレクションのページと他のペー
ジとの間のリンクを特定する情報を含むことができる。レイアウトエンジン３０８は、そ
れゆえ、識別されたページ及び識別されたページの関連メタデータにより識別された他の
ページを読み出すように構成することもできる。これらのページはそれぞれの記憶装置３
０４から読み出される。
【００６０】
　レイアウトエンジン３０８は、選択されたレイアウトモデル、及び読み出されたページ
並びにそれらの関連メタデータによりパノラマ的に配置された、読み出されたページのレ
イアウトを生成するように構成することができる。ページを読み出すことに加え、次いで
、一実施例のレイアウトエンジンは、例えばそれぞれの記憶装置３０６から、関連メタデ
ータを受信するようにも構成することができる。レイアウトエンジンは、次いで、例えば
、レイアウトが表示されるＧＵＩ、又はレイアウトのプリントアウトを生成するためのプ
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リンタへ、レイアウトを伝送するように構成できる。
【００６１】
　示唆されたように、レイアウトは、選択されたレイアウトモデルにより読み出されたペ
ージのパノラマ的な配置を定義することができる。レイアウトの配置において、ページは
、それぞれ特定のサイズ、場所及び／又は奥行き（ｚ順序）を有する。レイアウトの各ペ
ージのサイズ、場所及び／又は奥行きは、レイアウトの他のページに対して絶対的又は相
対的とすることができ、任意の数の異なる方法において特定され又はそうでなければ決定
可能とすることができる。一実施例では、サイズ、場所及び／又は奥行きは、複数のレイ
アウトモデルから選択された一の定義から特定される又はそうでなければ決定可能とする
ことができる。付加的に又は代替的に、例えば、レイアウトの各ページの関連メタデータ
は、先ほど説明したように、レイアウト内でそれのサイズ、場所及び／又は奥行き（ｚ順
序）を特定する情報を提供することができる。これらの例では、レイアウトエンジン３０
８は、選択されたレイアウトモデル及び／又はレイアウトのページの関連メタデータによ
り特定されたサイズ、場所及び／又は奥行きによりレイアウトを生成するように構成する
ことができる。
【００６２】
　ページのアスペクト比は、本来のアスペクト比とすることができる。しかしながら、種
々の例では、レイアウトモデルは、一又は複数のページの各々について、それぞれのペー
ジの本来のアスペクト比とは異なるアスペクト比を特定する又はそうでなければ定義する
としてもよい。これらの例では、レイアウトエンジン３０８は、ページについての異なる
本来のものではないアスペクト比によりレイアウトを生成するようにさらに構成すること
ができる。
【００６３】
　さらなる一実施例では、レイアウトの一又は複数のページは、それぞれの解像度で視覚
表示（例えば、サブイメージ）を含む状態とすることができる。これらのページの各々に
ついて、レイアウトエンジン３０８は、選択されたレイアウトモデル及び／又は関連メタ
データにより特定されるサイズに合う又は最も厳密に合う解像度で視覚表示のためのペー
ジを読み出すように構成することができる。例えば、これは、それぞれの解像度での又は
それぞれの解像度に最も近いページのサブイメージを読み出すことを含む。
【００６４】
　レイアウトエンジン３０８により生成されたレイアウトは、選択されたレイアウトモデ
ルを変更することによりページの異なるレイアウトが実現されるように、選択されたレイ
アウトモデルにより動的に生成される。また、異なるレイアウトは、レイアウトのページ
の関連メタデータ又は一又は複数の時間ベースの要因に基づくなどの、任意の数の他の方
法でも実現できる。一実施例では、レイアウトエンジンは、ゆえに、読み出されたページ
の異なるパノラマ的な配置のリクエストを受信するようにさらに構成することができる。
この例では、レイアウトエンジンは、リクエストに応じて複数のレイアウトモデルと異な
るレイアウトモデルを選択するように構成できる。レイアウトエンジンは、次いで、読み
出されたページの異なるレイアウトを生成するように構成することもできる。これは、選
択された異なるレイアウトモデル、及び読み出されたページ並びに読み出されたページの
関連メタデータにより、読み出されたページをパノラマ的に再配置するように構成された
レイアウトエンジンを含むことができる。
【００６５】
　示唆されたように、ページ及びメタデータそれぞれの記憶装置３０４、３０６は、例え
ばデータベース記憶装置を含む任意の数の異なる種類のいずれかでよい。後述でさらに詳
細に説明する種々の実施例では、それぞれの記憶装置とレイアウトエンジン３０８とは、
ドキュメントデータベースシステム１００のようなドキュメントデータベースシステムの
内部に含まれるか、或いはそのようなドキュメントデータベースシステムに結合される。
このような実施例では、ドキュメントデータベースシステムは、上記又は本明細書の他の
部分で説明される方法と同じか又は類似の方法によるなどして、レイアウトエンジンにレ
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イアウトモデルを選択させて、パノラマ的に配置されたページのレイアウトを生成させる
ことができる。
【００６６】
　上記に示唆されたように、レイアウトモデルは、パノラマ的な配置ページの任意の数の
異なる種類のレイアウトを含むことができる。レイアウトモデルにおいて、ページ間のリ
ンクにより構築された論理関係は、場所又は奥行き（ｚ順序）のどちらか又は両方におい
て、ページの配置により表現されてもよい。一実施例では、論理関係は、それらの場所、
及び／又はそれらの相対的な奥行きにおいて互いの近接ページにより表現できる。また、
一又は複数のレイアウトモデルは、互いに関連したドキュメント間のナビゲーション経路
、及び／又はそれぞれのレイアウトモデルにより生成されるレイアウトのページを読み込
むためのロードシェープを定義又は意味することができる。次に、適するレイアウトモデ
ルの実施例を概略的に示す図６から図１７を参照する。示されるように、これらの例は、
ブリックウォール、部分的なブリックウォール、階層、形状、センターアウト、トップ－
ダウン/三角形状、センターアウト三角形状、サイズ優先、オーバーラップスルーディテ
ール、マスターディテールスルーデプス、ロードシェープ、ファセット、ミックスメディ
ア／スタティックアンドダイナミックなどを含む。
【００６７】
　図６は、ページ６０２が一又は複数の行及び一又は複数の列に配置された一実施形態に
よるブリックウォールレイアウトモデル６００を示す。図示されたように、ブリックウォ
ールレイアウトモデルは、ページがサイズ及び／又は一又は複数の行及び／又は列に沿っ
たアスペクト比において一致している、一致したエンドツーエンドの方向付けにより特徴
づけられる。この種のレイアウトモデルは、一般的な検索結果に使用される。一実施例で
は、レイアウトモデルは、ページ長の漸進的増加に関連付けられた垂直方向により、チャ
プターの場所に関連付けられた水平方向を提供することができる。
【００６８】
　分けて図示されてはいないが、部分的なブリックウォールレイアウトモデルは、ブリッ
クウォールレイアウトモデル６００の上位集合とみなすことができる。部分的なブリック
ウォールレイアウトモデルは、少なくともそれぞれの集団内でサイズ及び／又はアスペク
ト比において同様に一致しているページの集団により特徴づけられる。このレイアウトモ
デル内で、それらのメディアコンテンツ、著者、作成日時、最新版によるなど、それぞれ
のページの関連メタデータによって、集団は関連付けられる。
【００６９】
　図７は、ページが場所及び／又はサイズの階層に配置された一実施形態による階層レイ
アウトモデル７００を示す。ページ（階層的に関連したページ）間の階層関係は、任意の
数の異なる方法で、それらの関連メタデータにより示される。例えば、階層関係は、ペー
ジ間の親－子関係により示される。他の実施例では、階層関係は、階層の高い一のページ
のオブジェクトが階層の低い他のページのサブジェクトとされる、及びそれぞれの他のペ
ージの少なくともいくつかが同じレベルの階層とされる、オブジェクト－サブジェクト関
係又はサブジェクト－オブジェクト関係により、階層関係を示すことができる。これらの
例では、一のページのサブジェクトがマスタービューとされ、他のページのサブジェクト
がマスタービューのオブジェクトの詳細ビューとされる。さらに別の実施例では、階層の
高い一のページが階層の低い他のページの参照又はリンク（例えば、引用、ハイパーリン
クなど）を含み、他のドキュメントそれぞれの少なくとも幾つかは同じ階層レベルとされ
る関係によって、階層関係を示すことができる。
【００７０】
　階層レイアウトモデル７００の一実施例では、階層の高いページは、階層の低いページ
より上に配置され（トップ－ダウン）、及び／又は階層の低いページよりもサイズが大き
いとされる。このレイアウトモデルのページは、サイズ又はアスペクト比が一致していな
くてもよい。階層の高いページが階層の低いページより優先的であり、階層の低いページ
は階層の高いページの幅によりｘ方向に制約される。
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【００７１】
　より具体的には、例えば、階層の最も高いページ７０２は最上部に配置され、その本来
のアスペクト比でのページの完全な解像度によりサイズが決定される。次に階層の高いペ
ージ７０４は、最上部ページより小さいサイズで最上部のページの真下に、且つ次に階層
の高いページを集合的に最上部ページの幅に制約するアスペクト比で、配置される。この
パターンは、次に階層の高いページのそれぞれの下の階層に三番目に階層の高いページ７
０６、四番目に階層の高いページ７０８へと繰り返される。一実施例のレイアウトモデル
は、それぞれのページで引用された関連ページを単一のページにその下で提供する。
【００７２】
　図８は、モデルが、航空機又は米国の地形など、ページが関連する物理的な構造を模倣
する一実施形態による形状レイアウトモデル８００を示す。一実施例では、ページ８０２
は、物理的な構造（２又は３次元表示）の視覚表示８０４の境界線内に配置され、そこで
はページの場所がメディアコンテンツの構造への関係に一致する。例えば、航空機の翼端
エリアに関連するページ（例えば、サブジェクト又はオブジェクトによる）は、航空機の
視覚表示のそれぞれのエリアに配置される。別の実施例では、米国の他の州からの判決に
関するページが、判決が下された州に一致するアメリカの視覚表示のエリアに配置される
。
【００７３】
　種々の例の形状レイアウトモデル８００では、ページの一又は複数のサブセットが、物
理的な構造の視覚表示のそれぞれのエリアで集団８０６に配置される。これらの例では、
集団は、集団のページの場所及びサイズの両方の観点において、別のレイアウトモデルに
より、それぞれ配置される。
【００７４】
　図９は、一実施形態によるセンターアウトレイアウトモデル９００を示す。このレイア
ウトモデルは、例えば、メディアコンテンツを検索する検索エンジン（例えば、検索エン
ジン３０２）により識別されるページなど、優先的な中央に位置付けられた主要ページ９
０２により特徴づけられる。主要ページに関連する（例えば、階層的に関連する）ページ
９０４は、３６０度の配置での主要ページ周囲に位置付けられる。このレイアウトモデル
のページは、サイズ又はアスペクト比が一致していなくてもよい。一実施例では、このレ
イアウトモデルは、主要ページが前の（上位の）、後の（下位の）及び同時の（並んだ）
ページとの関連を有することを示す。この種のレイアウトの例は、中央の主要ページに通
じるドキュメントツリーの一部であるページとクロスハイパーリンクしたドキュメント又
はウェブページのコレクションとすることができる。
【００７５】
　図１０は、一実施形態によるトップ－ダウン／三角形状レイアウトモデル１０００を示
す。このレイアウトモデルは、ブリックウォールレイアウトモデル６００及び階層レイア
ウトモデル７００の組み合わせと類似しており、階層的に関連するページ１００２のトッ
プダウン配置により特徴づけられる。ブリックウォールレイアウトモデルと同様に、この
レイアウトモデルのページは、少なくとも同じ階層レベルのページ内でサイズ及び／又は
アスペクト比において一致しており、これは、互いに関連するページの重要性を示す。階
層レイアウトモデルと同様に、一実施例では、階層の高いページは、階層の低いページの
上（ｙ方向）にあるが、階層レイアウトモデルと比べて、階層の低いページの幅は、ｘ方
向で階層の高いページにより制約されなくてもよい。一実施例では、トップ－ダウン／三
角形状レイアウトモデルは、関連ページのグラフツリーでノードとして単一のページを提
供する。
【００７６】
　図１１は、一実施形態によるセンターアウト／三角形状レイアウトモデル１１００を示
す。このレイアウトモデルは、センターアウトレイアウトモデル９００に類似する、優先
的な中央に位置付けられた主要ページ１１０２により特徴づけられる。センターアウト三
角形状レイアウトモデルにおいて、主要ページに関連する（例えば、階層的に関連する）
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ページ１１０４は、主要ページの上及び／又は下に位置づけられる。また、センターアウ
トレイアウトモデル同様に、センターアウト三角形状レイアウトモデルのページは、サイ
ズ又はアスペクト比が一致していなくてもよい。センターアウト三角形状レイアウトモデ
ルは、主要ページが前の（上位の）及び後の（下位の）ページとの関連を有することを示
す。この種のレイアウトの例は、主要ページから、中央の主要ページ及び主要ページから
通じる下位ページに通じるドキュメントツリーの部分である上位ページとハイパーリンク
したドキュメント又はウェブページのコレクションとすることができる。
【００７７】
　図１２は、一実施形態によるサイズ優先のレイアウトモデル１２００を示す。このレイ
アウトモデルは、センターアウトレイアウトモデル９００に類似する。この点で、サイズ
優先のレイアウトモデルは、優先的な中央に位置付けられた主要ページ１２０２、及び３
６０度の配置における主要ページ周辺に位置付けられた主要ページに関連付けられた（例
えば、階層的に関連付けられた）ページ１２０４により、特徴づけられる。しかしながら
、このレイアウトモデルは、図示されるページ１２０２ａ及び１２０２ｂと同じサイズ又
は異なるサイズである複数の主要ページを含むことができる。このレイアウトモデルのペ
ージは、サイズ又はアスペクト比が一致していなくてもよい。レイアウトモデルのページ
のサイズは、互いに関連するページのウェート又は関連性を伝えることができる。この種
のレイアウトの例は、少なくとも主要な図の４本すべての座標軸上で関連付けられた参照
又はリンクを有する配線図のコレクションとすることができる。参照された／リンクされ
た配線図／概略図は、それ自体が付加的な図に関連性を有するとしてもよい。
【００７８】
　図１３は、一実施形態による、オーバーラップスルーディテールレイアウトモデル１３
００を示す。このレイアウトモデルは、それらが配置される奥行き（ｚ順序）でのページ
間での階層的な関係の維持により特徴づけられる。一実施例では、階層の高いページ１３
０２は、階層の低い別のページ１３０４に重なり、次にさらに階層の低い別のページ１３
０６に重なるとされる。このレイアウトでは、共有されるオブジェクト／他のメディアコ
ンテンツがページ全域で少なくとも部分的に空間的に整列するように、一又は複数の共通
のオブジェクト又は他のメディアコンテンツを共有するページは、ページ１３０８に重な
るとされる。
【００７９】
　レイアウト（又はより具体的にはその視覚表示）のナビゲーションは、提示の拡大又は
縮小を含むことができる。オーバーラップスルーディテールレイアウトモデル１３００に
よりレイアウトを拡大することは、サイズの拡大及び、種々の例では、そのページの解像
度を増加することを含むことができる。しかしながら、このレイアウトモデルでは、レイ
アウトを拡大することは、その下面に重ねられたページ（というよりはその重ねられた部
分）がビューに加わるように、重なっているページを見せないことも含むことができる。
逆に、レイアウトを縮小することは、それぞれのページがビューに入り、且つ一又は複数
の重ねられたページ（というよりはその重ねられた部分）がビューから消えるように、見
せられない重なったページを示すことも含む。一実施例では、ページを見せないことは、
拡大中にページの透明度を増加させる（又はその不透明度を減少させる）ことを含み、且
つ、ページを表示することは、縮小中にページの不透明度を増加させる（又はその透明度
を減少させる）ことを含む。
【００８０】
　一実施例では、図１３に示すように、ページ１３０２、１３０４、及び１３０６を含む
オーバーラップスルーディテールレイアウトモデル１３００では、ユーザがレイアウトを
拡大すると、ページ１３０２が見せられなくなる。そのため、拡大中のあるポイントでは
、それぞれのページはもはや見ることができなくなり、レイアウトが現れてもページ１３
０４及び１３０６が含まれるだけとなる。拡大はさらに続き、見ることができなくなるま
でページ１３０４は見えなくなるが、そのポイントでは、レイアウトが現れてもページ１
３０６が含まれるだけとなる。これらの例では、見えなくされたページはレイアウト内で
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維持され、又は、レイアウトエンジン３０８は、レイアウトからそれらを除去するように
構成することができる。
【００８１】
　続いてページ１３０６だけを見ることができ且つページ１３０２及び１３０４が見えな
くされる図１３の例では、ユーザがレイアウトを縮小すると、ページ１３０４はページ１
３０６に重なって表示される。縮小中のあるポイントで、レイアウトがページ１３０４及
びページ１３０６の両方を含んで現れるように、それぞれのページを見ることができる。
縮小はさらに続き、また見えるようになるまでページ１３０２は表示され、そのポイント
で、レイアウトはページ１３０２、１３０４及び１３０６を含んで現れる。これらの例で
は、重ねられたページ（又はその重ねられた部分）はレイアト内に留まり、又はレイアウ
トエンジン３０８は、レイアウトからそれらを除去するように構成することができる。
【００８２】
　図１４は、一実施形態による、マスターディテールスルーデプスレイアウトモデル１４
００を示す。このレイアウトモデルは、ページ間の階層関係がそれらの奥行き（ｚ順序）
で維持される点で、オーバーラップスルーディテールレイアウトモデル１３００に類似す
る。しかしながら、このレイアウトモデルにおいて、重ねられたページ（例えば、階層が
低い）は、重なっているページ（例えば、階層の高い）全体と一致するようにサイズが決
定され且つ配置されてもよい。
【００８３】
　オーバーラップスルーディテールレイアウトモデル１３００同様に、マスターディテー
ルスルーデプスレイアウトモデル１４００でのナビゲーションは、レイアウトの拡大又は
縮小を含み、重ねられたページに関連する重なっているページを見えなくすること又は表
示することをさらに含むことができる。図１４で示される実施例では、ページ１４０２、
１４０４及び１４０６を含むレイアウトのナビゲーションは、ユーザがレイアウトを拡大
すると、重なったページを見えないようにすることを含むことができる。逆に、レイアウ
トのナビゲーションは、ユーザがレイアウトを縮小すると、重なっているページを表示す
ることを含んでもよい。この点で、多重ページのマスターディテールスルーデプスレイア
ウトモデルの拡大を実施することは、多重サブイメージを含むページについて拡大を実施
することに類似する。
【００８４】
　図１５は、一実施形態によるロード形状レイアウトモデル１５００を示す。このレイア
ウトモデルは、優先的な中央に位置付けられた主要ページ１５０２、及び主要ページの周
囲、上、及び／又は下に位置付けられる主要ページに関連付けられた（例えば、階層的に
関連付けられたページ１５０４を含む他のレイアウトモデル（例えば、センターアウト、
センターアウト三角形状）の幾つかに類似する。このレイアウトモデルのページは、サイ
ズ又はアスペクト比が一致していなくてもよい。ロード形状レイアウトモデルは、レイア
ウト（又はより具体的にはその視覚表示）を読み込むタイミングにより特徴づけられる。
このレイアウトモデルにおいて、非主要ページがまず読み込まれ、主要ページがその後に
続く。
【００８５】
　ロード形状レイアウトモデル１５００の例は、最新のメディアコンテンツの主要ページ
の前に古いメディアコンテンツのページが読み込まれる時間において関連付けられるメデ
ィアコンテンツのページとすることができる。この背景のメディアコンテンツのタイミン
グは、メディアコンテンツのサブジェクト又はオブジェクトの時間の側面に関連する。例
えば、判決の先立つ歴史についてのページ（例えば、ページ１５０４）は、判決（例えば
、ページ１５０２）それ自体の前に読み込まれる。別の例では、メディアコンテンツのタ
イミングは、ドキュメント（例えば、ページ１５０２）の最終版又は最新版の前に、第一
のドラフト及びドキュメントに対する一又は複数の変更又は修正（例えば、ページ１５０
４）を読み込む場合などのように、コンテンツ作成時間に関連付けることができる。
【００８６】
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　図１６は、一実施形態によるファセットレイアウトモデル１６００を示す。ファセット
レイアウトモデルは、切頂２０面体１６０４などの三次元（３Ｄ）構造のファセットの背
景でのような、３Ｄ環境でのページ１６０２の配置により特徴づけられる。例えば、各ペ
ージは、方向付けのための既知の一致した単位ベクトルで、一組のｘ、ｙ、ｚ座標から作
成される。各ページは、次いで、閲覧者の観点に関係するレイアウトで配置される。この
レイアウトモデルは、視覚的に三次元で提示され、又は変換された切頂２０面体１６０６
など、対応する二次元（２Ｄ）配置に変換することができる。
【００８７】
　図１７は、一実施形態によるミックスメディア／スタティック－ダイナミックレイアウ
トモデル１７００を示す。このレイアウトモデルは、レイアウトのページが混合媒体種類
のページを含む一又は複数の他のレイアウトモデルのサブセットとすることができる。例
えば、このレイアウトモデルは、テキストコンテンツ又は静止画の場合においてなどの一
又は複数の静的（「Ｓ」）ページ、及び動画の場合においてなどの一又は複数の動的（「
Ｄ」）ページを含むことができる。図１７は、例えば、サイズ優先のレイアウトモデル１
２００に類似した配置内にミックスメディアコンテンツを配置するミックスメディア／ス
タティック－ダイナミックレイアウトモデルを示す。図示されたように、この配置は、優
先的な中央に位置付けられた主要ページ１７０２a及び１７０２ｂ、及び主要ページ周辺
に位置付けられた主要ページに関連付けられた（例えば、階層的に関連付けられた）ペー
ジ１７０４を含むことができる。
【００８８】
　ここで図４に戻ると、一実施形態によるドキュメントナビゲーションシステム４００が
示される。上で示したように、ドキュメントナビゲーションシステム４００は、図１のパ
ノラマ的な視覚化システム１００のドキュメントナビゲーションシステム１０６の一実施
例である。ドキュメントナビゲーションシステムは、パノラマ的な視覚化ドキュメントコ
レクションのパノラマ的に配置され、論理的に関連付けられたページのレイアウトのナビ
ゲーションのためのナビゲーションオプションを選択し且つ提供するように広く言えば構
成される。一実施例では、これは、ドキュメントコレクションシステム１０２（例えば、
ドキュメントコレクションシステム２００）からのコレクションを含むことができる。さ
らに又は代替的には、例えば、それは、ドキュメントレイアウトシステム１０４（例えば
、ドキュメントレイアウトシステム３００）により生成されたレイアウトを含むことがで
きる。
【００８９】
　図４に示すように、ドキュメントナビゲーションシステム４００は、パノラマ的な視覚
化ドキュメントコレクションのページ（ドキュメントコンポーネント）のレイアウトを受
信するように構成されたナビゲーションエンジン４０２を含むことができる。コレクショ
ンは、各々がそれぞれのメディアコンテンツを含み且つそれぞれのページについての情報
を提供する関連メタデータを含む複数のページを含むことができる。レイアウトは、それ
ぞれのページの関連メタデータによりレイアウトのページの視覚表示のパノラマ的な配置
を含むことができる。
【００９０】
　ナビゲーションエンジン４０２は、レイアウトのナビゲーションのための複数のナビゲ
ーションオプションから一又は複数のナビゲーションオプションを選択するようにも構成
することができ、その中で、ナビゲーションオプションはレイアウトのページの関連メタ
データにより選択される。ナビゲーションオプションは、ファイル記憶装置、データベー
ス記憶装置、クラウド記憶装置などのそれぞれの記憶装置内で管理され、それぞれの記憶
装置により任意の数の異なる方法でフォーマット化され且つ記憶される。同様に、レイア
ウトのページのメタデータは、それぞれの記憶装置４０４に記憶され、一実施例では、そ
れは、記憶装置２０８及び３０６のどちらか一方又は両方に対応することができる。ナビ
ゲーションエンジンは、選択されたナビゲーションオプションがレイアウトとともに提示
されるＧＵＩへなどの、選択されたナビゲーションオプションを伝送するようにも構成す
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ることもできる。
【００９１】
　一実施例では、ナビゲーションエンジン４０２は、ページの関連メタデータ内に示され
る、レイアウトのページが構成要素であるドキュメントの種類に従って、ナビゲーション
オプションを選択するように構成することができる。一実施例では、ナビゲーションエン
ジンは、関連メタデータ内にさらに示される、それらのサブジェクト及び／又はオブジェ
クトなどの、レイアウトのページのメディアコンテントに従って、ナビゲーションオプシ
ョンを選択するように構成することができる。レイアウトの適するナビゲーションオプシ
ョンの例は、命令ツール（例えば、パン、回転、ズーム、見せない／見せる、ホームなど
）、注釈ツール（例えば、タイムライン／マイルストーン、コールアウトなど）、連結ツ
ール（ハイパーリンク、ホットライン、ホットスポットなど）、ナビゲーション経路ツー
ル（例えば、トラキッキング、レコーディングなど）、メタデータツール（例えば、検索
、フィルタ、挿入など）、ページツール（例えば、検索、フィルタ、キュー、アクティブ
化、サイズ、場所、優先、論理関係など）、レイアウトモデル変更、共同ナビゲーション
、ハイパーハイポナビゲーション、印刷などを含む。
【００９２】
　レイアウトのページの関連メタデータは、直接的に又は間接的に、選択されたナビゲー
ションオプションに影響を与えることができる。一実施例では、関連メタデータが読み出
され、ナビゲーションエンジン４０２により選択されたナビゲーションオプションに直接
影響を与えることができる。さらに又は代替的には、例えば、ページの関連メタデータは
、それによりレイアウトが生成される選択されたレイアウトモデルに影響するなど、それ
らのレイアウトに影響することができる。より具体的には、例えば、ページのレイアウト
はページのドキュメント及び／又はページのメディアコンテンツの種類により選択された
レイアウトモデルにより生成することができる。レイアウトは、次いで、ナビゲーション
エンジンにより選択されたナビゲーションオプションに影響を与えることができる。選択
されたナビゲーションオプションに直接的に又は間接的に影響する関連メタデータのいず
れの場合であっても、ナビゲーションエンジンは、レイアウトのページの関連メタデータ
によりナビゲーションオプションを選択するということができる。
【００９３】
　ドキュメントナビゲーションシステム４００は、ナビゲーションエンジン４０２に結合
され且つ一又は複数の選択されたナビゲーションオプションによりリクエストを受信する
ように構成されたリクエストインターフェース４０４を備えることもできる。リクエスト
インターフェースは、ナビゲーションエンジンにリクエストを伝達するように構成するこ
とができる。ナビゲーションエンジンは、次いで、リクエストに応じて且つリクエストに
したがってレイアウトの視覚表示の調節をもたらし、且つ先に述べたＧＵＩなどへ調節を
伝達するように、さらに構成することができる。一実施例では、ナビゲーションエンジン
は、レイアウト自体を調節せずに、視覚提示の調節をもたらすように構成することができ
る。別の実施例では、ナビゲーションエンジンは、レイアウトの調節を含む視覚提示の調
節をもたらすように構成することができる。
【００９４】
　上述のように、選択されたナビゲーションオプションは、レイアウト及び／又はそのペ
ージにより、又は一のより具体的な例では、レイアウトのページの関連メタデータにより
影響され得る。種々の例では、次いで、異なるページのレイアウトは、一又は複数の異な
るナビゲーションオプションの選択をもたらすとしてもよい。例えば、ナビゲーションエ
ンジン４０２が、異なる時間帯に、第一のページのレイアウト及び第二のページの別個の
レイアウトを受信することができ、各レイアウトがそれぞれのページのパノラマ的な配置
を含むとすることができる。この例では、ナビゲーションエンジンは、第一のレイアウト
については第一のナビゲーションオプション、第二のレイアウトについては第二のナビゲ
ーションオプションを選択することができる。第一及び第二のページは、一又は複数の共
通のページを含むことができるが、一実施例では、一又は複数の異なるページを含んでい
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てもよい。この例では、第一及び第二のレイアウトは、少なくとも第一及び第二のページ
が一又は複数の異なるページを含むという点で異なる。第一及び第二のページ同様に、第
一及び第二のナビゲーションオプションは一又は複数の共通のナビゲーションオプション
を含むことができるが、順に、ナビゲーションエンジンにより選択された第一及び第二の
ナビゲーションオプションは、一又は複数の異なるナビゲーションオプションを含んでも
よい。
【００９５】
　メタデータ記憶装置４０４は、例えばデータベース記憶装置を含む任意の数の異なる種
類のいずれかでよい。後述でさらに詳細に説明する種々の実施例では、それぞれの記憶装
置と、ナビゲーションエンジン４０２とは、ドキュメントデータベースシステム１００の
ようなドキュメントデータベースシステムの内部に含まれるか、或いはそのようなドキュ
メントデータベースシステムに結合される。このような実施例では、ドキュメントデータ
ベースシステムは、上記又は本明細書の他の部分で説明する方法と同じ又は類似の方法に
よるなどして、ナビゲーションエンジンに、ナビゲーションオプションを選択させ、及び
／又はレイアウト（及び／又はメタデータレコード）の調整に対するリクエストを受信さ
せてレイアウト（及び／又はメタデータレコード）の調整を行わせ、調整を通信させるこ
とができる。
【００９６】
　ナビゲーションエンジン４０２は、ページのレイアウトの任意の数の異なるナビゲーシ
ョンオプションを選択するように構成することができる。多くの異なるレイアウトモデル
により生成され、多くの異なる種類のドキュメントのページを含む多くのレイアウトは、
パン、回転、ズーム、見せない／見せる、ホームなどの命令ツールを含むことができる。
種々の例では、レイアウトが表示されるＧＵＩで、レイアウトの全てというわけではない
が一部を見ることができる。これは、例えば、レイアウトのサイズがＧＵＩの可視エリア
（時に「ビュー」とされる）よりも大きい、又は、レイアウトが３Ｄ環境（例えば、ファ
セットレイアウトモデル）のページである例におけるケースとすることができる。これら
の例では、ナビゲーションオプションは、レイアウトを移動するためのパンニング及び／
又は回転を含むことができる。これは、ビューに入ってくるレイアウトの一又は複数のペ
ージを含むことができ、且つ付加的に又は代替的にビューから消える一又は複数のページ
を含むことができる。ビュー内の又はビューに入ってくるレイアウトのページは読み出さ
れ且つ表示され、その一方で、ビューの外の又はビューから消えるページはディスプレイ
から削除されてもよい。さらに、ページの部分のみがビュー内にある又はビューに入って
くる、且つ、ページがタイルに分割される例においては、ページの可視部分を覆うこれら
のタイルのみが読み出され且つ表示されてもよい。
【００９７】
　共通のツールは、レイアウト及びゆえにそのページの拡大又は縮小も含むことができ、
レイアウトのサイズの拡大又は縮小も含むことができる。レイアウトのサイズの拡大又は
縮小は、順に、サイズの拡大又は縮小、及び、一実施例の種々の例では、そのページの解
像度の増加又は減少も含むことができる。
【００９８】
　一実施例では、レイアウトのページは、ページのズームレベルのそれぞれの解像度でサ
ブイメージを含むことができる。この例では、レイアウトは、それぞれのページについて
、選択されたレイアウトモデル及び／又は関連メタデータにより特定されたページサイズ
に合う又は最も厳密に合う解像度でページのサブイメージを含むことができる。次いで、
レイアウトの拡大は、そのページのサブイメージを増加したズームレベルで及びゆえに増
加した解像度でのそれぞれのサブイメージと交換することにより達成される。逆に、レイ
アウトの縮小は、そのページのサブイメージを減少したズームレベル及びゆえに減少した
解像度でのそれぞれのサブイメージと交換することにより達成される。
【００９９】
　種々の例では、ページ又はレイアウトのズーム（拡大又は縮小）は、ページ又はレイア
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ウトの一又は複数のページのズームレベルにより提供されるよりもよい増加量で可能とな
る。ページ（ページのみ又はレイアウトの部分として）のズームは、表示されているペー
ジのサブイメージに相対的に、ページの別のサブイメージがページの拡大された／縮小さ
れたサイズに合う又は最も厳密に合うような増加量に対するものとされる。これらの例で
は、例えば、ズームは、ページのサブイメージを高い又は低い解像度のページの対応する
サブイメージと交換することにより達成される。しかしながら、別の例では、ズームは、
表示されているページのサブイメージに相対的に、同じサブイメージがページの拡大され
た／縮小されたサイズに最も厳密に合うような増加量に対するものとすることができる。
これらの例では、例えば、ズームは、サブイメージを高い／低い解像度の別のものに交換
せずに、ページのサブイメージのサイズを拡大することにより達成される。
【０１００】
　さらなる実施例では、ページはそれぞれのサブイメージを含むことができるだけではな
く、ズームレベル全域のサブイメージを、それぞれのズームレベルでサブイメージの空間
的なエリアを覆う漸進的な多数のタイルに分割することができる。この例では、そのペー
ジの表示されたタイルを高ズームレベルでページを覆う増加した数のタイルに交換するこ
とにより、レイアウトの拡大が達成される。逆に、表示されたタイルを低ズームレベルで
ページを覆う減少した数のタイルに交換することにより、レイアウトの縮小が達成される
。レイアウトのパンニング同様に、レイアウトの拡大又は縮小は、ビューに入ってくるレ
イアウトの一又は複数のページを含むことができ、且つ付加的に又は代替的には、ビュー
から消える一又は複数のページを含むことができる。これらのページは、高い又は低いズ
ームレベルを除き、レイアウトのパンニングに類似した方法で扱うことができる。
【０１０１】
　レイアウトのページのサイズ／解像度の増加又は減少に加え、一又は複数のレイアウト
について、ズームオプションは、一又は複数の他のナビゲーションオプションを関係付け
、さらに一又は複数のページに影響を与えることができる。例えば、オーバーラップスル
ーディテールレイアウトモデル１３００及びマスターディテールスルーデプスレイアウト
モデル１４００は、図１３及び図１４を参照して先ほど説明された方法でのように、拡大
中及び縮小中に重なっているページが重ねられたページに対して表示されない又は表示さ
れるような、見せない／見せるオプションを関連付けることができる。しかしながら、見
せない／見せるオプションは、ズームオプションから独立し、且つ互いに重なるページか
ら独立したレイアウトの一又は複数のページを表示されない又は表示するために利用する
ことができる。
【０１０２】
　上述したコマンドツールを含む任意の数のナビゲーションオプションは、レイアウトの
視覚表示の調節をもたらすことができる。ホームオプションは、ゆえに、ユーザが調節さ
れた視覚表示から視覚表示に戻ることを可能にする。
【０１０３】
　ナビゲーションオプションは、タイムライン／マイルストーン、コールアウトなどの注
釈ツールを含むことができる。これらのツールは、ユーザによるレイアウトへの注釈付加
を可能にし、異なるレイアウトモデルへの任意の数の異なるレイアウトに選ばれ、且つ多
くの異なる種類のドキュメントのページを含むことができる。種々の例のタイムライン／
マイルストーンオプションは、より具体的には、時間シーケンスにおいて互いに論理的に
関連するページに適用可能である。一実施例では、タイムライン／マイルストーンは、レ
イアウトのページをタイムラインのマイルストーンとして関連付けるレイアウトに付加さ
れる視覚化をもたらす。
【０１０４】
　ナビゲーションオプションは、ハイパーリンク、ホットライン、ホットスポットなどの
結合ツールを含むことができる。ハイパーリンクオプションによれば、一又は複数のペー
ジ（各ソース）は、他のページ又は他のページのメディアコンテンツ（ターゲットとされ
るページ又はメディアコンテンツ）に参照又はリンクを含むことができる。ターゲットペ
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ージ又はメディアコンテンツは、同じレイアウト内、又はおそらく同じレイアウト内では
ないが同じパノラマ的な視覚化ドキュメントコレクション内にあるとする。ターゲットは
、同じパノラマ的な視覚化ドキュメントコレクション内ではないページ又はメディアコン
テンツを含むことさえできる。
【０１０５】
　ハイパーリンクオプションは、ソースページがそのメディアコンテンツ、つまり一又は
複数の他のページからリンクされたコンテンツにインラインを含むことを可能にする。こ
れは、時に、より具体的には、ホットリンクとされる。また、ハイパーリンクオプション
は、ユーザがソースページからそれぞれのソースページにリンクされた一又は複数のター
ゲットページヘのナビゲーションも可能にする。この点で、ハイパーリンクは、テキスト
、図形などの、任意の数の異なる方法で表示できる。例えば、一のページのメディアコン
テンツは、別のページ又は別のページのメディアコンテンツへのハイパーリンクとしてフ
ォーマット化できる。より具体的には、例えば、一のページに示されるオブジェクトは、
オブジェクトをも示す別のページに対する、又は他のページに示されるオブジェクトに対
するより直接的なハイパーリンクとしてフォーマット化できる。この種のパイパーリンク
は、時にホットスポットとされる。
【０１０６】
　前述のことに加え又はそれの代わりに、例えば、ナビゲーションオプションは、トラッ
キング、レコーディングなどのナビゲーション経路ツールを含むことができる。実施形態
によるナビゲーション経路は、任意の数の異なる方法で定義づけられる。一実施例では、
ナビゲーション経路は、レイアウト又はそのページのうちの一又は複数をパンニング、回
転、ズーム及び／又は再配置し、一のページから別のページ又はメディアコンテンツ（ハ
イパーリンク）へナビゲートし、又はそうでなければレイアウト（またそうでなければそ
の視覚表示）の調整をするといったユーザの一連のシーケンスにより定義することができ
る。ナビゲーション経路ツールは、ユーザが従うナビゲーション経路のトラッキング及び
／又はレコーディングを可能にし、それによりナビゲーション履歴を作成する。
【０１０７】
　一実施例のナビゲーションオプションは、検索、フィルタ、挿入などのメタデータツー
ルを含むことができ、レイアウトのページの関連メタデータに対して作動することができ
る。検索及びフィルタオプションは、ユーザが特定のメタデータの関連レイアウトを検索
する又は関連メタデータをフィルタリングして、特定のメタデータを含む又は排除するこ
とを可能にする。挿入オプションは、関連メタデータが特定のメタデータを含むページを
参照される特定のメタデータを含むコールアウトの形式などで、レイアウトの視覚表示へ
の特定のメタデータの挿入を可能にする。
【０１０８】
　ナビゲーションオプションは、検索、フィルタ、キュー、アクティブ化、サイズ、場所
、優先、論理関係などのページツールを含むことができる。メタデータツール同様に、検
索及びフィルタオプションは、ユーザが特定のページ又は特定のメディアコンテンツのレ
イアウトのページ検索を可能にする。この点で、検索及びフィルタオプションは、レイア
ウトのページの関連メタデータを関連付けることができる。
【０１０９】
　キューオプションは、レイアウト内のこれらのページへのユーザの注意を引き出すため
に、一又は複数のページに対する一又は複数の視覚効果の適用を可能にする。視覚効果は
、任意の数の異なる効果とすることができる。適する視覚効果の例は、ページ周囲の目立
つ色（例えば、黄色）による不透明又は半透明の境界線、ページより小さくページに重な
る不透明又は半透明の視覚オブジェクト又は形状、又はページとサイズが同じ又は大きく
ページに重なる半透明の視覚オブジェクト又は形状などを含む。他の適する視覚効果の例
は、ページのサイズ拡大、ページに適用されるアニメーションなどが含まれる。
【０１１０】
　この視覚効果は、効果が適用されるページのように、任意の数の異なる方法でもたらさ
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れる。例えば、視覚効果は、一又は複数のページの選択を示すためにもたらされる。この
例では、視覚効果は、選択されたページに適用される。この例においてさらに又は代替的
には、視覚効果は、選択されたページ（例えば、共通のドキュメント、サブジェクト及び
／又はオブジェクト、隣接物、オブジェクト－サブジェクトサブジェクトーオブジェクト
、親－子、参照／リンク、特定されたユーザなどを共有する）との特定の論理関係を有す
るページに適用される。別の例では、視覚効果は、ユーザが従うナビゲーション経路を示
すためのページに適用される。
【０１１１】
　アクティブ化オプションは、さらに具体的には、動的ページに適用可能であり、ユーザ
がそのようなページに含まれる動画コンテンツを再生する又はそうでなければ制御する（
例えば、巻き戻し、早送り、ボリューム、ミュートなど）などにより、一又は複数のペー
ジのアクティビティを作動させることを可能にする。
【０１１２】
　サイズ、場所及び優先オプションは、ユーザがレイアウトの一又は複数のページのサイ
ズ変更する又はそうでなければ再配置することを可能にし、異なるレイアウトを効果的に
作成可能にする。これらのオプションは、異なるレイアウトモデルに対する任意の数の異
なるレイアウトに適用可能であり、任意の数の異なる種類のドキュメントのページを含む
ことができる。しかしながら、一実施例では、優先オプションは、より具体的には、階層
、センターアウト、センターアウト三角形状、サイズ優先、ロード形状、ミックスメディ
ア／スタティック－ダイナミックなどの優先的なページを含むレイアウトモデルにより、
レイアウトに適用可能である。
【０１１３】
　論理関係オプションは、ユーザがページ間の一又は複数の論理関係を付加、削除又はそ
うでなければ変更することを可能にし、順にページのレイアウトの変更をもたらすことが
できる。これらの変更はページのレイアウトのナビゲーションからこれらのページの関連
メタデータ及び任意の他の同様に関連するページへ伝えられてもよく、伝えられなくても
よい。ゆえに、一実施例では、現在視覚的に提示されているページのレイアウトに適用さ
れるのみであるという点で、変更は一時的なものとすることができる。別の実施例では、
ページの関連メタデータに対応する変更をもたらすという点で、変更はより永続的なもの
とすることができ、現在提示されるレイアウトのみならず影響されたページを含む生成さ
れた他のレイアウトにも変更をもたらすことができる。
【０１１４】
　ナビゲーションオプションのさらなる例は、レイアウトモデル変更、共同ナビゲーショ
ン、ハイパーハイポナビゲーション、印刷などを含むことができる。レイアウトモデル変
更オプションは、ユーザが、それにしたがって視覚的に提示されたレイアウトが生成され
たレイアウトモデルを変更可能にする。このオプションは、別のレイアウトモデルによる
レイアウトのページの再配置をもたらし、それにより、別のレイアウトを生成することが
できる。共同ナビゲーションオプションは、同じシステムの異なる例のユーザが、システ
ムの一により生成されたが、両システムにより同時に視覚的に提示されるページのレイア
ウトを協力的にナビゲートすることを可能にする。ハイパーハイポナビゲーションオプシ
ョンは、レイアウトのページとして独特のレイアウト状態間又は同じパノラマ的な視覚化
ドキュメントコレクションの部分でない他のページ間でのナビゲーション（ハイパーナビ
ゲーション）、及び／又はナビゲーションの結果として変化する単一のレイアウトでのナ
ビゲーション（ハイポナビゲーション）を可能にする。印刷オプションは、ユーザが視覚
的に提示されたレイアウトをそれのプリントアウト生成のためのプリンタに指示すること
を可能にする。
【０１１５】
　図５は、例示的な一実施形態によるドキュメントデータベースシステム５００を示して
いる。ドキュメントデータベースシステムは、図１のパノラマ的視覚化システム１００の
ドキュメントデータベースシステム１０８の一例でありうる。ドキュメントデータベース
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システムは、概ね、ドキュメント及び／又はそれらのページを作成及び管理するように構
成されており、これらのドキュメント及び／又はそれらのページは、パノラマ的視覚化ド
キュメントコレクションとして収集されたものであるか、又はパノラマ的視覚化ドキュメ
ントコレクションとして収集することができる。一実施例では、これは、ドキュメントコ
レクションシステム１０２（例えば、ドキュメントコレクションシステム２００）からの
コレクションを含むことができる。これに加えて、又は代替え的に、例えば、そのドキュ
メントレイアウトシステム１０４（例えば、ドキュメントレイアウトシステム３００）が
レイアウトを生成するコレクションが含まれてよく、及び／又はドキュメントナビゲーシ
ョンシステム１０６（例えば、ドキュメントナビゲーションシステム４００）がナビゲー
ションオプションを選択及び提供するレイアウトを有するコレクションが含まれてもよい
。
【０１１６】
　図５に示すように、ドキュメントデータベースシステム５００は、一又は複数のデータ
ベース５０２と、データベース管理システム（ＤＢＭＳ）５０４とを含むことができる。
データベースは、任意の数の異なるデータモデル、例えばデータベースをリレーショナル
データベースとも呼ぶリレーショナルデータモデルに従って構造化することができる。デ
ータベースは、各々が、それぞれのメディアコンテンツを含み、それぞれの頁についての
情報を供給する関連メタデータを有する複数のページを有するパノラマ的視覚化ドキュメ
ントコレクションを格納するように構成することができる。ページ及びメタデータは、そ
れぞれのテーブル５０６、５０８（リレーションと呼ぶこともある）のレコード（行又は
タプルと呼ぶこともある）内に格納することができる。テーブル５０６、５０８は、一実
施例では、図２に示す記憶装置２０６、２０８にそれぞれ対応しうる。ページ及びメタデ
ータは、データベース内の任意の数の異なるデータ種類のいずれか、例えば、数値、日時
、文字列などとして格納することができる。一実施例では、ページの一又は複数は、特に
ページが静止画像、映像などの形式のメディアコンテンツを含む場合には、バイナリラー
ジオブジェクト（ＢＬＯＢ）の形式の文字列として格納される。一又は複数のページが、
そのうちの一又は複数がタイルに分割される部分画像含んでいるさらに具体的な一実施例
では、部分画像又はタイルは個別のＢＬＯＢとして格納される。
【０１１７】
　ＤＢＭＳ５０４は、概ね、データベース５０２を管理するように構成されており、リレ
ーショナルデータベースの場合の一実施例では、ＤＢＭＳは、リレーショナルデータベー
ス管理システム（ＲＤＢＭＳ）と呼ばれる。ＤＢMＳは、データベース５０２内のデータ
の編成、格納、及び読み出しを管理するように構成することができる。ＤＢＭＳは、デー
タベースのセキュリティ及び完全性を制御するように構成することもできる。
【０１１８】
　ＤＢＭＳ５０４は、データベース５０２に関して一又は複数の機能又は動作を実行する
ための任意の数の異なるサブシステム（各々個別のシステム）のうちのいずれかを含むこ
とができる。図示のように、例えば、ＤＢＭＳは、概ねＤＢＭＳ内のデータを管理するよ
うに構成されたＤＢＭＳエンジン５１０、並びに、概ねデータベース内のデータの追加、
変更、及び削除と、データベースに対するデータについての問合わせとを管理するように
構成されたデータ操作サブシステム５１２を含むことができる。
【０１１９】
　データ操作サブシステム５１２は問合せ言語エンジン５１４を含むことができ、問合せ
言語エンジン５１４は、単独で、又はデータ操作言語（ＤＭＬ）エンジンと共に、データ
ベース５０２内のデータの追加、変更、及び／又は削除の問合せ又はリクエストを受信し
、及び／又はデータについてデータベースに問合せるように構成することができる。この
ようなリクエストは、一又は複数の問合せ言語によるステートメントの形式にすることが
でき、問合せ言語エンジンは、問合せ言語ステートメントをＤＢＭＳエンジン５１０が理
解可能な書式に翻訳するように構成することができる。一実施例では、問合せ言語エンジ
ンはパーサー及びクエリオプティマイザーを含む。パーサーは、問合せ言語ステートメン
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トを構文の基本単位に分割又は他の方法で分解するように構成され、ステートメントが任
意の数の構文規則に従うことを保証することができる。クエリオプティマイザーは、問合
せ言語ステートメントを調べて、それらを実行するための最も効率のよい方法を決定する
ように構成される。
【０１２０】
　ＤＢＭＳエンジン５１０は、問合せ言語エンジン５１４のクエリオプティマイザーによ
り決定された方法によるなどして、問合せ言語ステートメントを実行するように構成され
る。一実施例では、ＤＢＭＳエンジンは、トランザクションマネージャー及びファイルマ
ネージャーを含むことができる。トランザクションマネージャーは、許可を強制し、ドキ
ュメントデータベース管理システム５００内部のコンフリクトを解決するか、又は他の方
法で防止するように構成される。ファイルマネージャーは、リクエストに応じて、データ
ベース５０２上の入出力作業を制御するように構成される。
【０１２１】
　種々の事例では、データ操作サブシステム５１２の問合せ言語エンジン５１４は、デー
タベース５０２にデータを追加する挿入リクエストを受信する。一実施例では、問合せ言
語エンジンは、ドキュメントコレクションシステム１０２（例えば、ドキュメントコレク
ションシステム２００）から挿入リクエストを受信する。この実施例のリクエストは、一
又は複数のページとそれらの関連メタデータとを含み、上述のように、少なくともページ
は圧縮されているか、或いはドキュメントコレクションシステムにより処理されている可
能性がある。ＤＢＭＳエンジン５１０は、問合せ言語エンジンからリクエストを受信し、
そのファイルマネージャーを通してデータベース５０２にページとメタデータとを格納す
ることができる。例えば、ファイルマネージャーは、データベースのテーブル５０６、５
０８それぞれのレコード内に、ページとメタデータとを格納することができる。
【０１２２】
　他の実施例では、問合せ言語エンジン５１４は、ドキュメントパーサー、コリゲーター
、又はタイラー（例えば、ドキュメントコレクションシステム２００のドキュメントパー
サー２０２、コリゲーター２０４、又はタイラー２１０）の一又は複数に含まれるか、或
いは結合される。一実施例では、挿入リクエストは、ドキュメントパーサーが受信したド
キュメントを含み、或いは別の実施例では、ドキュメントパーサーからコリゲーターへの
ドキュメントの構成ページを含む。別の実施例では、挿入リクエストは、コリゲーターか
らタイラーへのページ及びメタデータを含む。これらの実施例における問合せ言語エンジ
ンは、対応するドキュメントパーサー、コリゲーター、及び／又はタイラーに、結果とし
てパノラマ的視覚化ドキュメントコレクションが得られるように、ドキュメント、ページ
、及びメタデータを処理させる。問合せ言語エンジンは、パノラマ的視覚化ドキュメント
コレクションを含むリクエストをＤＢＭＳエンジン５１０に渡し、ＤＢＭＳエンジン５１
０はそのファイルマネージャーを通して、データベース５０２にページとメタデータとを
格納する。
【０１２３】
　他の様々な事例では、データ操作サブシステム５１２の問合せ言語エンジン５１４は、
データベース５０２からのデータの読み出しリクエスト、例えば、データベース内のテー
ブル５０６、５０８それぞれに含まれる一又は複数のページレコードと、関連メタデータ
レコードとに対するリクエストを受信する。一実施例では、問合せ言語エンジンサーチエ
ンジンは、任意の数の異なる方法で一又は複数のページを特定するように構成される。一
実施例では、読み出しリクエストは、パノラマ的視覚化ドキュメントコレクションのペー
ジを具体的に特定するか、又はそれらの関連メタデータによるなどして、コレクションの
ページを特定する基礎となる一又は複数の検索基準を特定することができる。別の実施例
では、問合せ言語エンジンは、検索エンジン３０２に関して上述したものと同様にしてペ
ージを特定するように構成される。
【０１２４】
　前述と同様に、ＤＢＭＳエンジン５１０は、問合せ言語エンジン５１４からリクエスト
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を受信して、このリクエストを実行することができる。一実施例では、ＤＢＭＳエンジン
のファイルマネージャーは、起動されて、ページレコードと関連メタデータレコードそれ
ぞれをデータベース内の各テーブル５０６、５０８から読み出す。ファイルマネージャー
は、次いで問合せ言語エンジンにレコードを返すように構成することができる。
【０１２５】
　他の実施例では、やはり、問合せ言語エンジン５１４は、ドキュメントパーサー（例え
ば、ドキュメントパーサー２０２）、コリゲーター（例えば、コリゲーター２０４）、又
はタイラー（例えば、タイラー２１０）のうちの一又は複数を含むか、或いはそれらに結
合される。一実施例では、読み出しリクエストは、データベース５０２中のドキュメント
に対するものであり、リクエストされるドキュメントは、ドキュメントパーサー、コリゲ
ーター、又はタイラーによって処理されたものでも処理されていないものでもよい。別の
実施例では、読み出しリクエストは、一又は複数のドキュメントのページに対するもので
あり、リクエストされるページは、ドキュメントパーサーによって分解されてはいるが、
まだコリゲーター又はタイラーによって処理されていないドキュメントに含まれるもので
ありうる。別の実施例では、読み出しリクエストは、ページ及び関連メタデータに対する
ものであり、これらはパーサー及びコリゲーターにより処理されているが、タイラーによ
る処理は未だ行われていないものでありうる。ＤＢＭＳエンジン５１０は、読み出し言語
エンジンに対し、リクエストされたドキュメント、ページ、及び／又はメタデータのレコ
ードを読みだして返すことができる。これらの実施例の問合せ言語エンジンは、対応する
ドキュメントパーサー、コリゲーター、及び／又はタイラーに、結果としてパノラマ的視
覚化ドキュメントコレクションが得られるように、ドキュメント、ページ、及びメタデー
タを処理させる。問合せ言語エンジンは、次いで、パノラマ的視覚化ドキュメントコレク
ションのページとメタデータとを含むリクエストに応え、再度ＤＢＭＳエンジンを使用し
て、処理されたページとメタデータとをデータベース内に格納することができる。
【０１２６】
　問合せ言語エンジン５１４は、ドキュメントレイアウトサブシステム３００のレイアウ
トエンジン３０８のようなレイアウトエンジンを含むか、或いはそのようなレイアウトエ
ンジンに結合される。リクエストされたデータベース５０２中のページレコードについて
、それぞれのレイアウトエンジンは、上述の方法と同じか又は類似の方法で、レイアウト
モデルを選択し、パノラマ的に配置された、ページレコード中のページのレイアウトを生
成するように構成される。ページが部分画像を含んでいる一実施例では、問合せ言語エン
ジンは、データベース５０２中のページレコードをリクエストする前に、レイアウトエン
ジンに関連メタデータを伝えることができる。レイアウトエンジンは、次いで、選択され
たレイアウトモデル及び／又は関連メタデータによって特定されたサイズと一致するか、
又はそのようなサイズに最も近いページの部分画像を特定し、レイアウトを生成するため
に、問合せ言語エンジンに対し、データベース中の特定された部分画像のレコードをリク
エストするように命令するか、或いはリクエストさせるように構成される。
【０１２７】
　問合せ言語エンジン５１４は、ページのレイアウトを、それらページの関連メタデータ
のレコードと共に、例えば、レイアウトとメタデータレコードが表示（例えば、同時表示
）されるＧＵＩ、又はレイアウト及びメタデータレコードの両方を含むプリントアウトを
生成するプリンタに伝えるように構成される。このような場合のメタデータレコードは、
レコードが格納されるテーブル５０８に類似のテーブル又はグリッドなどに、任意の数の
異なる方法で配置される。
【０１２８】
　一実施例では、問合せ言語エンジン５１４は、ドキュメントナビゲーションシステム４
００のナビゲーションエンジン４０２のようなナビゲーションエンジンに含まれるか、或
いは結合される。この実施例では、それぞれのナビゲーションエンジンは、問合せ言語エ
ンジンのレイアウトエンジン、又は問合せ言語エンジンに結合されたレイアウトエンジン
によって生成されるレイアウトをナビゲートするための複数のナビゲーションオプション
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から、一又は複数のナビゲーションオプションを選択するように構成される。ナビゲーシ
ョンエンジンは、選択されたナビゲーションオプションのうちの一又は複数に従ってリク
エストを受信し、リクエストに応じて且つ従ってレイアウト（及び／又はメタデータレコ
ード）の変更を生じさせ、この変更を伝えるように構成される。この実施例では、問合せ
言語エンジン又はナビゲーションエンジンは、直接、又は適切なリクエストインターフェ
ース（例えば、リクエストインターフェース４０４）を介して、リクエストを受信するこ
とができる。
【０１２９】
　ナビゲーションオプションは、上述の方法と同じ又は類似の方法によるなどして、任意
の数の異なる方法で選択することができる。問合せ言語エンジンは、次いで、例えば選択
されたナビゲーションオプションがレイアウトに沿って提示されるＧＵＩなどに、選択さ
れたナビゲーションオプションを伝えることができる。
【０１３０】
　選択されたナビゲーションオプションは、上述のうちのいずれかの一又は複数を含むこ
とができる。様々な事例では、選択されたナビゲーションオプションの一又は複数は、レ
イアウトをナビゲートするだけでなく、関連メタデータレコードをナビゲートすることを
目的としている。例えば、キューオプションは、一又は複数のメタデータレコード、及び
／又はレイアウトのページに対し、視覚効果の適用を許可することができ、これは、一又
は複数のメタデータレコード及び／又はページの選択を示すために始動させることができ
る。この実施例では、メタデータレコードの選択により、メタデータレコード及び／又は
それが関連付けられているページに対する視覚効果が適用される。同様に、レイアウトの
ページの選択により、ページ及び／又はその関連メタデータレコードに視覚効果が適用さ
れる。ナビゲーションオプションの効果がページのレイアウト内で変更される他の実施例
では（例えば、論理的関係オプション）、そのような変更はメタデータレコードに反映さ
れる。このような実施例では、ＤＢＭＳ５０４のデータ操作サブシステム５１２は、メタ
データレコードへの変更を制御することができ、さらに、変更はＧＵＩ内のメタデータレ
コードにも反映される。
【０１３１】
　本発明のさらなる実施形態をさらに示すために、本発明の実施形態による、所定の可視
エリアを有し、且つユーザによってナビゲートされるＧＵＩに表示されたページの例示的
なレイアウトを示す図１８から図２３を参照する。図１８から図２０、及び図２３は、レ
イアウトを提示するための所定の可視エリア１８００を有するＧＵＩに表示された階層的
レイアウトモデル７００によるレイアウトの例を示す。図示されるように、階層的レイア
ウトモデルによるレイアウトは、複数のページ１８０２を含むことができ、一実施例では
、その各々はそれぞれの解像度でのページのサブイメージとする。種々のページは、レイ
アウト内に異なる解像度を含むことができ、ページ１８０４はページ１８０６より高い解
像度を有し、次いで、ページ１７０６はページ１７０８より高い解像度を有し次いで、ペ
ージ１８０８はページ１８１０よりも高い解像度を有している。
【０１３２】
　ページは、ページ間の論理関係により、レイアウト内で位置付けられ及び／又はサイズ
が決定される。図示される例では、ページ１８０２は、航空機の設計図であり、オブジェ
クト－サブジェクト関係を有することができる。より具体的には、例えば、階層レベルで
のページのオブジェクトは、階層内でそれより下位のページのサブジェクトとされ、一実
施例のサブジェクトはオブジェクトに関して付加的なディテールとされる。
【０１３３】
　より具体的には、例えば、ページ１８０４は、航空機全体の外装ビューを示すことがで
きる。ページ１８０６は、先端部分、着陸ギアアセンブリ、ウィンドウ、エンジンアセン
ブリ及び後部アセンブリを示す。ページ１８０８は、ページ１８０６のそれぞれのコンテ
ンツについての付加的なディテールを示し、ページ１８１０は、ページ１８０８のそれぞ
れのコンテンツについての付加的なディテールを示すことができる。しかしながら、可視
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エリア１８００において、ページ１８０８及び１８１０は、それらのメディアコンテンツ
がユーザにより部分的にのみ認識される又は全く認識されない解像度で提示されることも
ある。もちろん、他の実施形態では、ページ１８０８及び／又はページ１８１０は、実質
的に全てのそれらのメディアコンテンツが理解されるように、十分な解像度で提示されて
もよい。
【０１３４】
　ＧＵＩは、ページ１８０２のレイアウトのナビゲーションのための一又は複数の選択さ
れたナビゲーションオプションを提示することができる。この実施例では、パン及びズー
ムナビゲーションオプションは、可視エリア１８００のページのサイズを移動及び／又は
拡大し、レイアウトの部分１８１４をフォーカスするためにコントロール１８１２の形態
で提示される。要するに、ユーザは、前述のコントロールをアクティブにし、レイアウト
を移動及び／又はズームして、レイアウトの部分でＧＵＩの可視エリアの大部分を満たす
ことができる。図１９は、この方法でのレイアウトのナビゲーション結果の一実施例を示
す。
【０１３５】
　図１９に示されるように、ユーザはコントロール１８１２をアクティブにしてレイアウ
トの部分１８１４をフォーカスするので、ページ１８０４－１８１０のサイズは拡大し、
一実施例では、ページ１８０４－１８０８のサブイメージを高い解像度で対応するサブイ
メージと交換することができる。サブイメージの解像度により、ユーザは提示されたメデ
ィアコンテンツの実質的にすべてを理解できる。しかしながら、それぞれのページのサイ
ズは次のサブイメージを示すレベルまで拡大されないこともあるので、このビューでは、
ページ１８１０はユーザが理解できるほど十分な解像度で提示できなくてもよい。すなわ
ち、画像サイズを拡大したとしても、より高い解像度での次のサブイメージと交換されな
い程度に、そのサイズはその同じサブイメージになお最も近いものとされる。この実施例
では、ユーザは、コントロール１８１２を再びアクティブにして、レイアウトのより小さ
い部分１９０２をフォーカスするためにビューを移動する及び／又はサイズ変更すること
ができる。
【０１３６】
　部分１９０２をフォーカスするためのレイアウトのナビゲーションの結果の一実施例が
図２０に示される。一実施例では、ＧＵＩの可視エリア２０００は、レイアウトのフォー
カスされた部分をより十分に収容するためにサイズ変更することができる。ユーザはレイ
アウトの部分１９０２をフォーカスするためにコントロール１８１２をアクティブにする
ので、ページ１８０４－１８１０のサイズは拡大し、一実施例では、ページ１８１０のサ
ブイメージを高い解像度で対応するサブイメージと交換することをさらに含むことができ
る。ページ１８１０のメディアコンテンツは、ユーザが理解するのに十分とされる。ペー
ジ１８０４の部分のみがＧＵＩの可視エリア内にあり、且つそれぞれのページがタイルに
分割された一実施例では、それぞれのページの可視部分を覆うこれらのタイルのみが読み
出され且つ表示される。
【０１３７】
　図２１は、所定の可視エリア２１００を有するＧＵＩに表示されたブリックウォールレ
イアウトモデル６００によるレイアウトの例を示す。レイアウトはページ２１０２－２１
１０を含むことができる。示された例では、レイアウトのページは、配線システムの配線
図であり、空間的シーケンスにより関連付けられている。この点において、ページ２１０
２は、ページ２１０４に示されるワイヤに接続されたワイヤを示すことができる。ページ
２１０４は、順に、ページ２１０６で示されるワイヤに接続されたワイヤを示すことがで
き、先述のページ２１０６はページ２１０８のワイヤに接続されたワイヤを示すことがで
き、さらに、ページ２１０８はページ２１１０のワイヤに接続されたワイヤを示すことが
できる。
【０１３８】
　完全にＧＵＩの可視エリア２１００内にあるレイアウトのページは、関心の領域２１１



(32) JP 6134514 B2 2017.5.24

10

20

30

40

50

２を形成し又は別の方式で画定することができる。一実施例では、関心の領域内のページ
は、関心の領域外の任意のページに相対的に増加した解像度で提示される。図示されたよ
うに、関心の領域は、ページ２１０２－２１０８を含むが、ページ２１１０の部分のみが
ＧＵＩの可視エリア内にあるので、ページ２１１０は関心の領域外と見なされる（まだ可
視エリア内にあると見なされるが）。この例では、ページ２１１０は、ページ２１０２－
２１０８の解像度より低い解像度で提示される。
【０１３９】
　図２２は、所定の可視エリア２２００を有するＧＵＩに表示されたオーバーラップスル
ーディテールレイアウトモデル１３００によるレイアウトの例を示す。図示されたように
、レイアウトは、ページ２２０２及び２２０４を含み、ページ２２０２はページ２２０４
の参照を含む。図示されたように、この階層関係は、ページ２２０４（階層の上位）が部
分的にページ２２０２に重なり、一実施例では、ページ２２０４はそれぞれのページのそ
の参照の場所でページ２２０２に重なるレイアウトにより維持することができる。さらに
も示されたように、ページ２２０４はページ２２０２よりも小さく提示することができ、
ゆえに、ページ２２０２よりも低い解像度で提示可能である。
【０１４０】
　図２３は、図１８～２０に示された例示的レイアウトであるが、レイアウトが、レイア
ウトのページの関連メタデータレコードと共に提示されているさらなる実施例を示してい
る。この実施例では、ＧＵＩは、その可視エリア２３００全体を、それぞれの情報を提示
するための複数のウィンドウ枠に分割することができる。ウィンドウ枠の一つは、図１８
～２０を参照して上述したものと同様に、ページのレイアウトを提示する可視エリア１８
００（図２３ではその一部のみが見える）であるか、或いはそのような可視エリア１８０
０を含むことができる。別のウィンドウ枠２３０２では、ＧＵＩはレイアウト内のページ
に関連付けられたメタデータレコードを含むことができる。このウィンドウ枠は、レコー
ドを読み出したリクエストに応じて、メタデータレコードの全体を表示しても、その一部
のみを表示してもよい。加えて、任意のページに関連付けられたメタデータは、一又は複
数のメタデータレコードに格納されており、したがって、やはりリクエストに応じて、表
示されるメタデータレコードにはページに関連付けられたレコードの一部しか反映されな
いことを理解されたい。
【０１４１】
　レイアウト及びメタデータレコードに加えて、一実施例のＧＵＩは、データベース５０
２及びＤＢＭＳ５０４を含む、データベースシステム５００内のオブジェクトをブラウズ
するためのウィンドウ枠２３０４を含むことができる。このウィンドウ枠から、データベ
ース及び特にそのテーブル５０６、５０８をブラウズすることができるか、或いは、一又
は複数のページレコード及び／又はメタデータレコードといった所望のデータを検索する
ことができる。これに加えて、又は代替え的に、例えば、ＧＵＩは、レイアウトのページ
のページレコードと、それらの関連メタデータとをデータベースから読み出したリクエス
トを提示するためのウィンドウ枠２３０６を含むことができる。
【０１４２】
　本発明の実施形態によると、パノラマ的な視覚化システム１００、及びドキュメントコ
レクションシステム１０２、ドキュメントレイアウトシステム１０４、ドキュメントナビ
ゲーションシステム１０６、及びドキュメントデータベースシステム１０８を含むそのサ
ブシステムは、種々の手段で実施することができる。同様に、ドキュメントコレクション
システム２００、ドキュメントレイアウトシステム３００、ドキュメントナビゲーション
システム４００、及びドキュメントデータベースシステム５００の例は、各々が各要素を
含んでいるのだが、実施形態による種々の手段で実施可能である。システム、サブシステ
ム及びそれぞれの要素を実施するための手段は、単独で、又は、コンピュータで読み取り
可能な記憶媒体からの一又は複数のコンピュータプログラムコード命令、プログラム命令
又は実行可能なコンピュータで読み取り可能なプログラムドード命令の指示の下、ハード
ウェアを備えることができる。
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【０１４３】
　一態様では、テキスト及び図面で、パノラマ的視覚化ドキュメントデータベースシステ
ム５００が開示され、このシステム５００は：複数のドキュメントコンポーネントのパノ
ラマ的視覚化ドキュメントコレクション２００を内部に格納するデータベース５０２を管
理するように構成されたデータベース管理システムエンジン５１０であって、ドキュメン
トコンポーネントの各々が、それぞれのメディアコンテンツを含み、且つそれぞれのドキ
ュメントコンポーネントについての情報を提供する関連メタデータを有し、ドキュメント
コンポーネント及びメタデータがデータベース５０２のそれぞれのレコード中に格納され
ているデータベース管理システムエンジン５１０と；データベース管理システムエンジン
５１０に結合されて、データベース５０２に含まれる一又は複数のドキュメントコンポー
ネント及び関連メタデータそれぞれのレコードに対するリクエストを受信するように構成
された問合せ言語エンジン５１４を含むデータ操作サブシステム５１２であって、データ
ベース管理システムエンジン５１０が、リクエストされたそれぞれのレコードをデータベ
ース５０２から受信する構成を含め、リクエストを実行するように構成されているデータ
操作サブシステム５１２と；問合せ言語エンジン５１４のレイアウトエンジン３０８、又
は問合せ言語エンジンに結合されたレイアウトエンジン３０８であって、レイアウトモデ
ルと、読み出された、一又は複数のドキュメントコンポーネント及び関連メタデータそれ
ぞれのレコードとに従ってパノラマ的に配置されたドキュメントコンポーネントの視覚表
示のレイアウトを生成するように構成されており、問合せ言語エンジン５１４が、レイア
ウトと、読み出された、関連メタデータのそれぞれのレコードとを伝えるように構成され
ている、レイアウトエンジン３０８と；を含んでいる。
【０１４４】
　一変形例によるパノラマ的視覚化ドキュメントデータベースシステム５００では、レイ
アウトエンジン３０８は、読み出された、関連メタデータのそれぞれのレコードに従って
、複数のレイアウトモデル６００、７００、８００、９００、１０００、１１００、１２
００、１３００、１４００、１５００、１６００、１７００からレイアウトモデルを選択
するように構成されている。別の変形例によるパノラマ的視覚化ドキュメントデータベー
スシステム５００では、一又は複数のドキュメントコンポーネントは、パノラマ的視覚化
ドキュメントコレクション２００の一又は複数の電子ドキュメントの種類であり、一又は
複数のドキュメントコンポーネントの関連メタデータは、それぞれのドキュメントの種類
についての情報を供給し、レイアウトエンジン３０８は、それぞれのドキュメントの種類
に従ってレイアウトモデルを選択するように構成されている。また別の変形例によるパノ
ラマ的視覚化ドキュメントデータベースシステム５００では、一又は複数のドキュメント
コンポーネントの関連メタデータは、それぞれのドキュメントコンポーネントのメディア
コンテンツについての情報を供給し、レイアウトエンジン３０８は、一又は複数のドキュ
メントコンポーネントのメディコンテンツに従ってレイアウトモデルを選択するように構
成されている。
【０１４５】
　一事例によるパノラマ的視覚化ドキュメントデータベースシステム５００では、一又は
複数のドキュメントコンポーネントの各々の関連メタデータは、レイアウトにおける一又
は複数のドキュメントコンポーネントそれぞれの視覚表示のサイズ、場所、又は奥行きの
うちの一又は複数を特定する情報を供給し、一又は複数のドキュメントコンポーネントの
各々について、レイアウトエンジン３０８は、関連メタデータ中に供給された情報によっ
て特定されるサイズ、場所、又は奥行きのうちの一又は複数に従ってレイアウトを生成す
るように構成されている。別の事例によるパノラマ的視覚化ドキュメントデータベースシ
ステム５００では、ドキュメントコンポーネントの一又は複数の各々について、サイズ、
場所、又は奥行きのうちの一又は複数は、他のドキュメントコンポーネントの一又は複数
に相対的に特定される。また別の事例によるパノラマ的視覚化ドキュメントデータベース
システム５００では、問合せ言語エンジン５１４は、レイアウトと、読み出された、関連
メタデータのそれぞれのレコードとを、同時に表示するためにグラフィカルユーザインタ
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ーフェースに伝えるように構成されている。
【０１４６】
　一態様では方法が開示され、この方法は、複数のドキュメントコンポーネントのパノラ
マ的視覚化ドキュメントコレクション２００を内部に格納するデータベース５０２を管理
するステップであって、ドキュメントコンポーネントの各々が、それぞれのメディアコン
テンツを含み、且つそれぞれのドキュメントコンポーネントについての情報を供給する関
連メタデータを有し、ドキュメントコンポーネント及びメタデータが、データベース５０
２のそれぞれのレコード中に格納されている、管理するステップと；データベース５０２
に含まれている一又は複数のドキュメントコンポーネント及び関連メタデータそれぞれの
レコードに対するリクエストを受信して、リクエストされたそれぞれのレコードをデータ
ベース５０２から読み出すことを含めて、リクエストを実行するステップと；レイアウト
モデルと、読み出された、一又は複数のドキュメントコンポーネント及び関連メタデータ
それぞれのレコードとに従って、パノラマ的に配置されたドキュメントコンポーネントの
視覚表示を生成するステップと；レイアウトと、読み出された、関連メタデータのそれぞ
れのレコードとを伝えるステップと；を含む。
【０１４７】
　一変形例では、方法は、読み出された、関連メタデータのそれぞれのレコードに従って
、複数のレイアウトモデル６００、７００、８００、９００、１０００、１１００、１２
００、１３００、１４００、１５００、１６００、１７００からレイアウトモデルを選択
するステップをさらに含む。別の変形例による方法では、一又は複数のドキュメントコン
ポーネントは、パノラマ的視覚化ドキュメントコレクション２００の一又は複数の電子ド
キュメントの種類であり、一又は複数のドキュメントコンポーネントの関連メタデータは
、それぞれのドキュメントの種類についての情報を供給し、レイアウトモデルは、それぞ
れのドキュメントの種類に従って選択される。別の変形例による方法では、一又は複数の
ドキュメントコンポーネントの関連メタデータは、それぞれのドキュメントコンポーネン
トのメディアコンテンツについての情報を供給し、レイアウトモデルは、一又は複数のド
キュメントコンポーネントのメディアコンテンツに従って選択される。
【０１４８】
　また別の変形例による方法では、一又は複数のドキュメントコンポーネントの各々の関
連メタデータは、レイアウト内の一又は複数のドキュメントコンポーネントそれぞれの視
覚表示のサイズ、場所、又は奥行きのうちの一又は複数を特定する情報を供給し、一又は
複数のドキュメントコンポーネントの各々について、関連メタデータ中に供給された情報
により特定されるサイズ、場所、又は奥行きのうちの一又は複数に従ってレイアウトが生
成される。一実施例による方法では、ドキュメントコンポーネントの一又は複数の各々に
ついて、他のドキュメントの一又は複数に相対的に、サイズ、場所、又は奥行きのうちの
一又は複数が特定される。別の実施例による方法では、レイアウトと、読み出された、関
連メタデータのそれぞれのレコードとが、同時表示のためにグラフィカルユーザインター
フェースに伝えられる。
【０１４９】
　一態様では、コンピュータで読み取り可能なプログラムコード部分を内部に格納するコ
ンピュータで読み取り可能な記憶媒体５００が提供され、コンピュータで読み取り可能な
プログラムコード部分は、プロセッサによって実行されると、装置に、少なくとも：複数
のドキュメントコンポーネントのパノラマ的視覚化ドキュメントコレクション２００を内
部に格納するデータベース５０２の管理であって、ドキュメントコンポーネントの各々が
、それぞれのメディアコンテンツを含み、且つそれぞれのドキュエントコンポーネントに
ついての情報を供給する関連メタデータを有し、ドキュメントコンポーネント及びメタデ
ータがデータベース５０２のそれぞれのレコード中に格納されている、管理と；データベ
ース５０２に含まれる一又は複数のドキュメントコンポーネント及び関連メタデータそれ
ぞれのレコードに対するリクエスト、並びに、リクエストされたデータベース５０２中の
それぞれのレコードの読み出しを含むリクエストの実行と；レイアウトモデルと、読み出
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された、一又は複数のドキュメントコンポーネント及び関連メタデータそれぞれのレコー
ドとに従った、パノラマ的に配置されたドキュメントコンポーネントの視覚表示の生成と
；レイアウトと、読み出された、関連メタデータのそれぞれのレコードとの伝達と；を行
わせる。
【０１５０】
　一変形例では、コンピュータで読み取り可能な記憶媒体５００は、コンピュータで読み
取り可能なプログラムコード部分を内部に格納しており、コンピュータで読み取り可能な
プログラムコード部分は、プロセッサによって実行されると、装置にさらに、読み出され
た、関連メタデータのそれぞれのレコードに従って、複数のレイアウトモデル６００、７
００、８００、９００、１０００、１１００、１２００、１３００、１４００、１５００
、１６００、１７００からレイアウトモデルを選択させる。別の変形例によるコンピュー
タで読み取り可能な記憶媒体５００では、一又は複数のドキュメントコンポーネントは、
パノラマ的視覚化ドキュメントコレクション２００の一又は複数の電子ドキュメントの種
類であり、一又は複数のドキュメントコンポーネントの関連メタデータは、それぞれのド
キュメントの種類についての情報を供給し、レイアウトモデルはそれぞれのドキュメント
の種類に従って選択される。また別の変形例によるコンピュータで読み取り可能な記憶媒
体５００では、一又は複数のドキュメントコンポーネントの関連メタデータは、それぞれ
のドキュメントコンポーネントのメディアコンテンツについての情報を供給し、レイアウ
トモデルは、一又は複数のドキュメントコンポーネントのメディアコンテンツに従って選
択される。
【０１５１】
　一事例によるコンピュータで読み取り可能な記憶媒体５００では、一又は複数のドキュ
メントコンポーネントの各々の関連メタデータは、レイアウト内の一又は複数のドキュメ
ントコンポーネントそれぞれの視覚表示のサイズ、場所、又は奥行きのうちの一又は複数
を特定する情報を供給し、一又は複数のドキュメントコンポーネントの各々について、レ
イアウトを生成する装置は、関連メタデータ中に供給された情報により特定されるサイズ
、場所、又は奥行きのうちの一又は複数に従ってレイアウトを生成する構成を含んでいる
。別の事例によるコンピュータで読み取り可能な記憶媒体５００では、ドキュメントコン
ポーネントの一又は複数の各々について、他のドキュメントコンポーネントの一又は複数
に相対的に、大きさ、場所、又は奥行きのうちの一又は複数が特定される。また別の事例
によるコンピュータで読み取り可能な記憶媒体５００では、装置は、レイアウトと、読み
出された、関連メタデータのそれぞれのレコードとを、同時に表示するためにグラフィカ
ルユーザインターフェースに伝える。
【０１５２】
　一実施例では、ここで図示され述べられるシステム、サブシステム、及びそれぞれの要
素として機能する又はそうでなければそれらを実施するように構成された一又は複数の装
置を提供することができる。複数の装置を含む例では、それぞれの装置は、有線又は無線
ネットワークなどを介して直接的に又は間接的になど、任意の数の異なる方法で、互いに
接続され、又はそうでなければ通信することができる。
【０１５３】
　広く言えば、本発明の実施形態の装置は、一又は複数の固定又は持ち運び可能な電子装
置内に備えられ、含まれ、又は実施されうる。適する電子機器の例は、スマートフォン、
タブレット型コンピュータ、ノート型コンピュータ、デスクトップコンピュータ、ワーク
ステーションコンピュータ、サーバコンピュタなどを含む。装置は、メモリ（例えば、記
憶装置）に接続されたプロセッサ（例えば、プロセッサユニット）などの任意の数のコン
ポーネントそれぞれの一又は複数を備えてもよい。
【０１５４】
　プロセッサは、広く言えば、例えば、データ、コンピュータで読み取り可能なプログラ
ムコード、命令（ソフトウェア、ファームウェアなど、広く言えば「コンピュータプログ
ラム」）などの情報、及び／又は他の適する電子情報を処理できる任意のハードウェアで
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ある。より具体的には、例えば、プロセッサは、プロセッサに搭載された状態で記憶され
た又はそうでなければメモリ（同じ又は別の装置のメモリ）に記憶された、コンピュータ
プログラムを実行するように構成することができる。プロセッサは、特定の実施次第で、
任意の数のプロセッサ、マルチプロセッサコア、又は他の種類のプロセッサとしてもよい
。さらに、プロセッサは、単一のチップ上に主要プロセッサと共に一又は複数の二次プロ
セッサが存在する任意の数の異種プロセッサシステムを使用して実施してもよい。別の実
施例では、プロセッサは同一形態の複数のプロセッサを含む対称型マルチプロセッサシス
テムであってもよい。さらに別の実施例では、プロセッサは、一又は複数の特定用途向け
集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラム可能なゲートアレイ（ＦＰＧＡｓ）などと
して実施される、又はそうでなければそれらを含むことができる。ゆえに、プロセッサは
一又は複数の機能を実行するためのコンピュータプログラムを実行できるが、種々の例の
プロセッサは、コンピュータプログラムの支援がなくとも一又は複数の機能を実行するこ
とができる。
【０１５５】
　メモリは、広く言えば、データ、コンピュータプログラム及び／又は一時的な及び／又
は永続的な他の適する情報などの情報を記憶できる任意のハードウェアである。メモリは
、揮発性及び／又は不揮発性メモリを含み、固定されても取り外し可能でもよい。適する
メモリの例は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ハ
ードディスク、フラッシュメモリ、サムドライブ、取り外し可能なコンピュータディスケ
ット、光ディスク、磁気テープ又はそれらをいくつか組み合わせたものを含む。光ディス
クには、コンパクトディスク－リードオンリーメモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、コンパクトディ
スク－リード／ライト（ＣＤ－Ｒ／Ｗ）、及びＤＶＤなどが含まれる。種々の例では、メ
モリは、情報を記憶できる永続的装置として、一の場所から別の場所へ情報を伝送できる
電子的な一時的な信号などのコンピュータで読み取り可能な伝送媒体と区別される、コン
ピュータで読み取り可能な記憶媒体としてもよい。ここで述べられるコンピュータで読み
取り可能な媒体は、広く言えば、コンピュータで読み取り可能な記憶媒体又はコンピュー
タで読み取り可能な伝送媒体を指すことができる。
【０１５６】
　メモリに加えて、プロセッサは、情報を表示、伝送、及び／又は受信するための一又は
複数のインターフェースに接続することもできる。インターフェースは、通信インターフ
ェース（例えば通信ユニット）及び／又は一又は複数のユーザインターフェースを含むこ
とができる。通信インターフェースは、他の装置やネットワークへ及び／又は他の装置や
ネットワークからなど、情報を伝送し及び／又は受信するように構成することができる。
通信インターフェースは、物理的（有線）及び／又は無線通信リンクにより情報を伝送し
及び／又は受信するように構成することができる。適する通信インターフェースの例は、
ネットワークインターフェースコントローラ（ＮＩＣ）、無線ＮＩＣ（ＷＮＩＣ）などを
含む。
【０１５７】
　ユーザインターフェースは、ディスプレイ及び／又は一又は複数のユーザ入力インター
フェース（例えば、入力／出力ユニット）を含むことができる。ディスプレイは、適する
例として液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、発光ダイオード表示（ＬＥＤ）、プラズマディス
プレイパネル（ＰＤＰ）などを含む、ユーザに情報を提示する又はそうでなければ情報を
ディスプレイするように構成することができる。ユーザ入力インターフェースは、有線又
は無線とすることができ、処理、記憶及び／又は表示用などの装置内でユーザから情報を
受信するように構成することができる。ユーザ入力インターフェースの適する例は、マイ
ク、画像又はビデオキャプチャー装置、キーボード又はキーパッド、ジョイスティック、
タッチセンシティブサーフェス（タッチスクリーンとは別個の、又はタッチスクリーンに
統合されたもの）、生物測定センサーなどを含む。ユーザインターフェースは、プリンタ
やスキャナなどの周辺機器と通信する一又は複数のインターフェースをさらに備えること
ができる。
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【０１５８】
　上述のように、プログラムコード命令は、システム、サブシステム及びここで述べられ
るそれぞれの要素の機能を実施するために、メモリに記憶され、プロセッサで実行するこ
とができる。理解されるように、任意の適するプログラムコード命令は、コンピュータで
読み取り可能な記憶媒体からコンピュータ又はその他のプログラム可能装置に読み込まれ
、ここで特定される機能を実施する手段となるように特定のマシンが制作される。また、
これらのプログラムコード命令は、コンピュータで読み取り可能な記憶媒体に記憶するこ
とができ、この記憶媒体は、コンピュータ、プロセッサ、又はその他のプログラム可能な
装置を特定の方式で機能させることにより特定のマシン又は特定の製造品を生成すること
ができる。コンピュータで読み取り可能な記憶媒体に記憶された命令は、製造品を生産す
ることができ、この製造品はここで述べられた機能を実施するための手段となる。プログ
ラムコード命令をコンピュータで読み取り可能な記憶媒体から読み出してコンピュータ、
プロセッサ、又はその他のプログラム可能な装置に読み込むことにより、コンピュータ、
プロセッサ、又はその他のプログラム可能な装置上で又はそれらにより実行される工程を
実行するコンピュータ、プロセッサ、又はその他のプログラム可能装置を構成することが
できる。
【０１５９】
　一の命令が一度に読み出され、読み込まれ且つ実行されるように、プログラムコード命
令の読み出し、読み込み及び実行は連続して行うことができる。幾つかの実施形態では、
複数の命令をまとめて読み取り出し、読み込み及び／又は実行するために、読み出し、読
み取り、及び／又は実行を並行して行なうことができる。コンピュータ、プロセッサ、又
はその他のプログラム可能な装置により実行される命令がここで述べられる機能を実施す
るための工程を提供するように、プログラムコード命令の実行により、コンピュータで実
施されるプロセスが生成される。
【０１６０】
　プロセッサによる命令の実行、又はコンピュータで読み取り可能な記憶媒体での命令の
記憶により、特定の機能を実行するための操作の組み合わせがサポートされる。さらに、
一又は複数の機能、及び機能の組み合わせは、特定の機能を実行する特殊目的ハードウェ
アに基づくコンピュータシステム及び／又はプロセッサ、或いは特殊目的ハードウェアと
プログラムコード命令との組み合わせによって実施することができる、ということも理解
されるだろう。
【０１６１】
　上述したように、本発明の実施形態により、多数のページ（又はドキュメント）のコレ
クション、レイアウト及び／又はナビゲーションが可能になる。実施形態により、ユーザ
は、全てのページを読み込むよりも少ない処理能力で、同時に且つ迅速に多数のページを
見て視覚的に検索することが可能になる。ユーザが広く言えば関心のあるページ掲載の概
念を持っている又はそれぞれのページと他のページとの間の論理関係の概念を持っている
例では、ユーザが関心のあるページを位置付けて使用できるように、ページのレイアウト
を生成し及び／又はナビゲートすることができる。ページの多数のコレクションに関する
物理的な空間を必要とせずに、ページが現実世界に広がっているかのように、ユーザはペ
ージを見てナビゲートすることができる。
【０１６２】
　上述の説明及び関連する添付図面に示した教示の利点を有するこのような発明に関連す
る当業者であれば、本明細書に記載した多数の変形例及び他の実施形態が想起されよう。
したがって、本発明は開示した特定の実施形態に限定されるものでなく、変形及び他の実
施形態は添付の特許請求の範囲に包まれることを意図しているものと理解されたい。さら
に、上述の説明及び添付図面は、要素及び／又は機能の特定の例示的組み合わせの点から
例示的実施形態を説明しているが、特許請求の範囲から逸脱せずに、別の実施形態によっ
て要素及び／又は機能の異なる組み合わせを提供することができる。この点で、例えば、
要素及び／又は機能の、上述に明記したものとは異なる組み合わせも、特許請求の範囲の
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一部に提示されるように考慮される。本明細書では特定の用語を使用しているが、それら
は、一般的及び説明的な意味でのみ使用されているのであって、限定を目的として使用さ
れているのではない。
　下記の条項は、本開示のさらなる態様を記載する。
条項１．
　パノラマ的視覚化ドキュメントデータベースシステム（５００）であって、
　複数のドキュメントコンポーネントのパノラマ的視覚化ドキュメントコレクション（２
００）を内部に格納しているデータベース（５０２）を管理するように構成されたデータ
ベース管理システムエンジン（５１０）であって、ドキュメントコンポーネントの各々が
、それぞれのメディアコンテンツを含み、且つそれぞれのドキュメントコンポーネントに
ついての情報を供給する関連メタデータを有しており、ドキュメントコンポーネント及び
メタデータはデータベース（５０２）のそれぞれのレコード中に格納されている、データ
ベース管理システムエンジン（５１０）、
　データベース管理システムエンジン（５１０）に結合されて、データベース（５０２）
中の一又は複数のドキュメントコンポーネントと関連メタデータそれぞれのレコードに対
するリクエストを受信するように構成された問合せ言語エンジン（５１４）を含んでいる
データ操作サブシステム（５１２）であって、データベース管理システムエンジン（５１
０）が、リクエストされたそれぞれのレコードをデータベースから読み出す構成を含めて
、リクエストを実行するように構成されている、データ操作サブシステム（５１２）、並
びに
　問合せ言語エンジン（５１４）のレイアウトエンジン（３０８）、又は問合せ言語エン
ジンに結合されたレイアウトエンジン（３０８）であって、レイアウトモデルと、読み出
された、一又は複数のドキュメントコンポーネント及び関連メタデータそれぞれのレコー
ドとに従って、パノラマ的に配置されたドキュメントコンポーネントの視覚表示のレイア
ウトを生成するように構成されたレイアウトエンジン（３０８）
を備え、問合せ言語エンジン（５１４）が、レイアウトと、読み出された、関連メタデー
タのそれぞれのレコードとを伝えるように構成されている、パノラマ的視覚化ドキュメン
トデータベースシステム（５００）。
条項２．
　レイアウトエンジン（３０８）は、読み出された、関連メタデータのそれぞれのレコー
ドに従って、複数のレイアウトモデル（６００、７００、８００、９００、１０００、１
１００、１２００、１３００、１４００、１５００、１６００、１７００）からレイアウ
トモデルを選択するように構成されており、
　一又は複数のドキュメントコンポーネントは、パノラマ的視覚化ドキュメントコレクシ
ョン（２００）の一又は複数の電子ドキュメントの種類であり、一又は複数のドキュメン
トコンポーネントの関連メタデータは、それぞれのドキュメントの種類についての情報を
供給し、レイアウトエンジン（３０８）は、それぞれのドキュメントの種類に従ってレイ
アウトモデルを選択するように構成されている、
条項１に記載の、パノラマ的視覚化ドキュメントデータベースシステム（５００）。
条項３．
　一又は複数のドキュメントコンポーネントの関連メタデータは、それぞれのドキュメン
トコンポーネントのメディアコンテンツについての情報を供給し、レイアウトエンジン（
３０８）は、一又は複数のドキュメントコンポーネントのメディアコンテンツに従ってレ
イアウトモデルを選択するように構成されている、条項１又は２に記載のパノラマ的視覚
化ドキュメントデータベースシステム（５００）。
条項４．
　一又は複数のドキュメントコンポーネントの各々の関連メタデータは、レイアウト内の
一又は複数のドキュメントコンポーネントそれぞれの視覚表示のサイズ、場所、又は奥行
きのうちの一又は複数を特定する情報を供給し、
　一又は複数のドキュメントコンポーネントの各々について、レイアウトエンジン（３０
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８）は、関連メタデータ中に供給された情報により特定されるサイズ、場所、又は奥行き
のうちの一又は複数に従ってレイアウトを生成するように構成されている、
条項１ないし３のいずれか一項に記載のパノラマ的視覚化ドキュメントデータベースシス
テム（５００）。
条項５．
　ドキュメントコンポーネントの一又は複数の各々について、サイズ、場所、又は奥行き
のうちの一又は複数が、他のドキュメントコンポーネントの一又は複数に相対的に特定さ
れ、問合せ言語エンジン（５１４）は、レイアウトと、読み出された、関連メタデータの
それぞれのレコードとを、同時に表示するためにグラフィカルユーザインターフェースに
伝えるように構成されている、条項４に記載のパノラマ的視覚化ドキュメントデータベー
スシステム（５００）。
条項６．
　複数のドキュメントコンポーネントのパノラマ的視覚化ドキュメントコレクション（２
００）を内部に格納するデータベース（５０２）を管理することであって、ドキュメント
コンポーネントの各々が、それぞれのメディアコンテンツを含み、且つそれぞれのドキュ
メントコンポーネントについての情報を供給する関連メタデータを有しており、ドキュメ
ントコンポーネント及びメタデータは、データベース（５０２）のそれぞれのレコード中
に格納されている、管理することと、
　データベース（５０２）中の一又は複数のドキュメントコンポーネント及びメタデータ
に対するリクエストを受信し、リクエストされたそれぞれのレコードをデータベース（５
０２）から読み出すことを含め、リクエストを実行することと、
　レイアウトモデルと、読み出された、一又は複数のドキュメントコンポーネント及び関
連メタデータそれぞれのレコードとに従って、パノラマ的に配置されたドキュメントコン
ポーネントの視覚表示のレイアウトを生成することと、
　レイアウトと、読み出された関連メタデータのそれぞれのレコードとを伝えることと
を含む方法。
条項７．
　読み出された、関連メタデータのそれぞれのレコードに従って、複数のレイアウトモデ
ル（６００、７００、８００、９００、１０００、１１００、１２００、１３００、１４
００、１５００、１６００、１７００）からレイアウトモデルを選択することを更に含み
、一又は複数のドキュメントコンポーネントはパノラマ的視覚化ドキュメントコレクショ
ン（２００）の一又は電子ドキュメントの種類であり、一又は複数のドキュメントコンポ
ーネントの関連メタデータは、それぞれのドキュメントの種類についての情報を供給し、
レイアウトモデルは、それぞれのドキュメントの種類に従って選択される、条項６に記載
の方法。
条項８．
　一又は複数のドキュメントコンポーネントの関連メタデータは、それぞれのドキュメン
トコンポーネントのメディアコンテンツについての情報を供給し、レイアウトモデルは、
一又は複数のドキュメントコンポーネントのメディアコンテンツに従って選択されており
、一又は複数のドキュメントコンポーネントの各々の関連メタデータは、レイアウト内の
一又は複数のドキュメントコンポーネントそれぞれの視覚表示のサイズ、場所、又は奥行
きのうちの一又は複数を特定する情報を供給し、一又は複数のドキュメントコンポーネン
トの各々について、関連メタデータ中に供給された情報により特定されるサイズ、場所、
又は奥行きのうちの一又は複数に従って、レイアウトが生成される、条項６又は７に記載
の方法。
条項９．
　ドキュメントコンポーネントの一又は複数の各々について、サイズ、場所、奥行きのう
ちの一又は複数は、他のドキュメントコンポーネントの一又は複数に相対的に特定され、
レイアウトと、読み出された、関連メタデータのそれぞれのレコードとは、同時表示のた
めにグラフィカルユーザインターフェースに伝えられる、条項８に記載の方法。
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条項１０．
　コンピュータで読み取り可能な記憶媒体に格納されたコンピュータで読み取り可能なプ
ログラムコード部分がプロセッサにより実行されると、装置により実行される条項６ない
し９のいずれか一項に記載の方法。
【符号の説明】
【０１６３】
　６００　　ブリックウォールレイアウトモデル
　６０２、７０２、７０４、７０６、７０８、８０２、９０２、９０４、１００２、１１
０２、１１０４、１２０２ａ、１２０２ｂ、１２０４、１３０２、１３０４、１３０６、
１３０８、１４０２、１４０４、１４０６、１５０２、１５０４、１６０２、１７０２ａ
、１７０２ｂ、１７０４、１８０２、１８０４、１８０６、１８０８、１８１０、２１０
２、２１０４、２１０６、２１０８、２１１０、２２０２、２２０４　　ページ
　７００　　階層レイアウトモデル
　８００　　形状レイアウトモデル
　８０４　　視覚表示
　８０６　　集団
　９００　　センターアウトレイアウトモデル
　１０００　　トップ－ダウン／三角形状レイアウトモデル
　１１００　　センターアウト／三角形状レイアウトモデル
　１２００　　サイズ優先のレイアウトモデル
　１３００　　オーバーラップスルーディテールレイアウトモデル
　１４００　　マスターディテールスルーデプスレイアウトモデル
　１５００　　ロード形状レイアウトモデル
　１６００　　ファセットレイアウトモデル
　１６０４、１６０６　　切頂２０面体
　１７００　　ミックスメディア／スタティック－ダイナミックレイアウトモデル
　１８００、２０００、２１００、２２００、２３００　　ＧＵＩの可視エリア
　１８１２　　コントロール
　１８１４　　レイアウトの部分
　１９０２　　レイアウトの部分
　２１１２　　関心の領域
　２３０２、２３０４、２３０６　　ウィンドウ枠
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