
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディジタルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手
段のなかから前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテン
ツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタル
コンテンツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記デ
ィジタルコンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより
前記ディジタルコンテンツを作成するシステムであって、
　前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報
が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、
　それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうち
いずれかを、前記非配置領域の大きさに基づいて選択し、選択した情報配置処理により前
記非配置領域に情報を配置するようになっており、
　前記非配置領域の格納可能文字数の範囲を示す第１の格納可能文字数範囲と、前記第１
の文字数範囲より少ない格納可能文字数の範囲を示す第２の格納可能文字数範囲と、前記
第２の文字数範囲より少ない格納可能文字数の範囲を示す第３の格納可能文字数範囲とが
予め設定されており、
　前記非配置領域の格納文字数が前記第１から第３の格納可能文字数範囲のうちいずれに
含まれるかを判定し、その判定結果に基づいて、
　前記非配置領域の格納文字数が前記第１の文字数範囲である場合に、格納可能な文字数
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のディジタルコンテンツのうち、前記ディジタルコンテンツに設定された優先度が高いデ
ィジタルコンテンツを選択して格納する第１の情報配置処理を選択し、
　前記非配置領域の格納文字数が前記第２の文字数範囲である場合に、前記非配置領域の
格納可能文字数に見合う文字数の文字情報を含むディジタルコンテンツを索出して格納す
る第２の情報配置処理を選択し、
　前記非配置領域の格納文字数が前記第３の文字数範囲である場合に、文字情報の文字数
が最小のディジタルコンテンツを索出して格納する第３の情報配置処理を選択する、
　ことを特徴とするディジタルコンテンツ作成システム  。
【請求項２】
　ディジタルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手
段のなかから前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテン
ツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタル
コンテンツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記デ
ィジタルコンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより
、ページ単位のレイアウト領域を１又は複数含んでなるディジタルコンテンツを作成する
システムであって、
　前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報
が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、
　それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうち
いずれかを、前記レイアウト領域のページに関するページ情報に基づいて選択し、選択し
た情報配置処理により前記非配置領域に情報を配置するようになっており、
　ページ番号の範囲を示す第１のページ範囲と、前記第１のページ範囲より後ろのページ
に相当するページの範囲を示す第２のページ範囲と、前記第２のページ範囲より後ろのペ
ージに相当するページの範囲を示す第３のページ範囲とが予め設定されており、
　前記非配置領域が属するレイアウト領域のページ番号が前記第１から第３のページ範囲
のうちいずれに含まれるかを判定し、その判定結果に基づいて、
　前記非配置領域が属するレイアウト領域のページ番号が前記第１のページ範囲である場
合に、格納可能な文字数のディジタルコンテンツのうち、前記ディジタルコンテンツに設
定された優先度が高いディジタルコンテンツを選択して格納する第１の情報配置処理を選
択し、
　前記非配置領域が属するレイアウト領域のページ番号が前記第２のページ範囲である場
合に、前記非配置領域の格納可能文字数に見合う文字数の文字情報を含むディジタルコン
テンツを索出して格納する第２の情報配置処理を選択し、
　前記非配置領域が属するレイアウト領域のページ番号が前記第３のページ範囲である場
合に、文字情報の文字数が最小のディジタルコンテンツを索出して格納する第３の情報配
置処理を選択する、
　ことを特徴とするディジタルコンテンツ作成システム  。
【請求項３】
　ディジタルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手
段のなかから前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテン
ツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタル
コンテンツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記デ
ィジタルコンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより
前記ディジタルコンテンツを作成するシステムであって、
　前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報
が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、
　それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうち
いずれかを、前記レイアウト領域における非配置領域の位置に基づいて選択し、選択した
情報配置処理により前記非配置領域に情報を配置するようになっており、
　前記非配置領域がページの上方に生じた場合には、前記ディジタルコンテンツに設定さ
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れた優先度が高いディジタルコンテンツを選択して格納する第１の情報配置処理を選択し
、
　前記非配置領域がページの下方に生じた場合には、前記非配置領域の格納可能文字数に
見合う文字数の文字情報を含むディジタルコンテンツを索出して格納する第２の情報配置
処理を選択する
　ことを特徴とするディジタルコンテンツ作成システム  。
【請求項４】
　ディジタルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手
段のなかから前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテン
ツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタル
コンテンツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記デ
ィジタルコンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより
前記ディジタルコンテンツを作成するシステムであって、
　前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報
が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、
　それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうち
いずれかを、前記非配置領域の形状に基づいて選択し、選択した情報配置処理により前記
非配置領域に情報を配置するようになっており、
　前記非配置領域の形状が縦横のどちらか一方が他方に比べて所定値より長い場合には、
前記非配置領域の格納可能文字数に見合う文字数の文字情報を含むディジタルコンテンツ
を索出して格納する第２の情報配置処理を選択し、
　そうでない場合は、格納可能な文字数のディジタルコンテンツのうち、前記ディジタル
コンテンツに設定された優先度が高いディジタルコンテンツを選択して格納する第１の情
報配置処理を選択する
　ことを特徴とするディジタルコンテンツ作成システム  。
【請求項５】
　ディジタルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手
段のなかから前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテン
ツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタル
コンテンツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記デ
ィジタルコンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより
前記ディジタルコンテンツを作成するシステムであって、
　前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報
が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、
　それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうち
いずれかを、指定されたページ数の上限に基づいて選択し、選択した情報配置処理により
前記非配置領域に情報を配置するようになっており、
　前記指定されたページ数の上限が所定値未満の場合には、文字情報の文字数が最小のデ
ィジタルコンテンツを索出して格納する第３の情報配置処理を選択し、
　前記指定されたページ数の上限が前記所定値以上の場合には、格納可能な文字数のディ
ジタルコンテンツのうち、前記ディジタルコンテンツに設定された優先度が高いディジタ
ルコンテンツを選択して格納する第１の情報配置処理を選択する
　ことを特徴とするディジタルコンテンツ作成システム  。
【請求項６】
　ディジタルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手
段のなかから前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテン
ツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタル
コンテンツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記デ
ィジタルコンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより
前記ディジタルコンテンツを作成するシステムであって、
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　前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報
が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、
　それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうち
いずれかを、前記コンテンツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの数に基づいて選
択し、選択した情報配置処理により前記非配置領域に情報を配置するようになっており、
　前記コンテンツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの数が所定値以上の場合には
、格納可能な文字数のディジタルコンテンツのうち、前記ディジタルコンテンツに設定さ
れた優先度が高いディジタルコンテンツを選択して格納する第１の情報配置処理を選択し
、
　前記コンテンツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの数が前記所定値未満の場合
は、前記非配置領域の格納可能文字数に見合う文字数の文字情報を含むディジタルコンテ
ンツを索出して格納する第２の情報配置処理を選択する
　ことを特徴とするディジタルコンテンツ作成システム  。
【請求項７】
　ディジタルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手
段のなかから前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテン
ツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタル
コンテンツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記デ
ィジタルコンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより
前記ディジタルコンテンツを作成するシステムであって、
　前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報
が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、
　それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうち
いずれかを、前記コンテンツ作成手段で作成したディジタルコンテンツを配信する配信時
刻に基づいて選択し、選択した情報配置処理により前記非配置領域に情報を配置するよう
になっており、
　前記コンテンツ作成手段で作成したディジタルコンテンツを配信する配信時刻が第１の
所定時刻より早い場合は、文字情報の文字数が最小のディジタルコンテンツを索出して格
納する第３の情報配置処理を選択し、
　前記コンテンツ作成手段で作成したディジタルコンテンツを配信する配信時刻が第２の
所定時刻より遅い場合は、前記非配置領域の格納可能文字数に見合う文字数の文字情報を
含むディジタルコンテンツを索出して格納する第２の情報配置処理を選択する
　ことを特徴とするディジタルコンテンツ作成システム  。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれかにおいて、ユーザに関するユーザ情報を記憶するためのユー
ザ情報記憶手段を備え、前記コンテンツ選択手段は、前記ユーザ情報記憶手段のユーザ情
報に基づいて、前記コンテンツ記憶手段のなかから前記ディジタルコンテンツを選択する
ようになっていることを特徴とするディジタルコンテンツ作成システム  。
【請求項９】
　請求項１乃至７のいずれかにおいて、ユーザに関するユーザ情報を記憶するためのユー
ザ情報記憶手段を備え、前記コンテンツ作成手段は、前記ユーザ情報記憶手段のユーザ情
報に基づいて、前記コンテンツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウ
トを決定するようになっていることを特徴とするディジタルコンテンツ作成システム  。
【請求項１０】
　請求項１において、
　前記第１の情報配置処理を行った場合に、格納しきれない分については次のページに掲
載し、
　前記第２の情報配置処理を行った場合に、格納しきれない分については最終ページに掲
載し、
　前記第３の情報配置処理を行った場合に、格納しきれない分については破棄する

10

20

30

40

50

(4) JP 3835191 B2 2006.10.18



　ことを特徴するディジタルコンテンツ作成システム。
【請求項１１】
　ディジタルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手
段のなかから前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテン
ツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタル
コンテンツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記デ
ィジタルコンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより
前記ディジタルコンテンツを作成するコンピュータシステムからなるディジタルコンテン
ツ作成システムに、
　前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報
が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、それぞれ異な
る手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうちいずれかを、前
記非配置領域の大きさに基づいて選択し、選択した情報配置処理により前記非配置領域に
情報を配置する機能であり、
　前記非配置領域の格納可能文字数の範囲を示す第１の格納可能文字数範囲と、前記第１
の文字数範囲より少ない格納可能文字数の範囲を示す第２の格納可能文字数範囲と、前記
第２の文字数範囲より少ない格納可能文字数の範囲を示す第３の格納可能文字数範囲との
いずれに含まれるかを判定し、その判定結果に基づいて、
　前記非配置領域の格納文字数が前記第１の文字数範囲である場合に、格納可能な文字数
のディジタルコンテンツのうち、前記ディジタルコンテンツに設定された優先度が高いデ
ィジタルコンテンツを選択して格納する第１の情報配置処理を選択する機能、
　前記非配置領域の格納文字数が前記第２の文字数範囲である場合に、前記非配置領域の
格納可能文字数に見合う文字数の文字情報を含むディジタルコンテンツを索出して格納す
る第２の情報配置処理を選択する機能、
　前記非配置領域の格納文字数が前記第３の文字数範囲である場合に、文字数が最小のデ
ィジタルコンテンツを索出して格納する第３の情報配置処理を選択する機能、
　を実現させるためのディジタルコンテンツ作成プログラム。
【請求項１２】
　ディジタルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手
段のなかから前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテン
ツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタル
コンテンツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記デ
ィジタルコンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより
、ページ単位のレイアウト領域を１又は複数含んでなるディジタルコンテンツを作成する
コンピュータシステムからなるディジタルコンテンツ作成システムに、
　前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報
が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、
　それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうち
いずれかを、前記レイアウト領域のページに関するページ情報に基づいて選択し、選択し
た情報配置処理により前記非配置領域に情報を配置する機能であって、
　予め設定された、ページ番号の範囲を示す第１のページ範囲と、前記第１のページ範囲
より後ろのページに相当するページの範囲を示す第２のページ範囲と、前記第２のページ
範囲より後ろのページに相当するページの範囲を示す第３のページ範囲とのうち、前記非
配置領域が属するレイアウト領域のページ番号が前記第１から第３のページ範囲のうちい
ずれに含まれるかを判定し、その判定結果に基づいて、
　前記非配置領域が属するレイアウト領域のページ番号が前記第１のページ範囲である場
合に、格納可能な文字数のディジタルコンテンツのうち、前記ディジタルコンテンツに設
定された優先度が高いディジタルコンテンツを選択して格納する第１の情報配置処理を選
択する機能、
　前記非配置領域が属するレイアウト領域のページ番号が前記第２のページ範囲である場
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合に、前記非配置領域の格納可能文字数に見合う文字数の文字情報を含むディジタルコン
テンツを索出して格納する第２の情報配置処理を選択する機能、
　前記非配置領域が属するレイアウト領域のページ番号が前記第３のページ範囲である場
合に、文字情報の文字数が最小のディジタルコンテンツを索出して格納する第３の情報配
置処理を選択する機能、
　を実現させるためのディジタルコンテンツ作成プログラム。
【請求項１３】
　ディジタルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手
段のなかから前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテン
ツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタル
コンテンツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記デ
ィジタルコンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより
前記ディジタルコンテンツを作成するコンピュータシステムからなるディジタルコンテン
ツ作成システムに、
　前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報
が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、
　それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうち
いずれかを、前記レイアウト領域における非配置領域の位置に基づいて選択し、選択した
情報配置処理により前記非配置領域に情報を配置する機能であって、
　前記非配置領域がページの上方に生じた場合には、前記ディジタルコンテンツに設定さ
れた優先度が高いディジタルコンテンツを選択して格納する第１の情報配置処理を選択す
る機能、
　前記非配置領域がページの下方に生じた場合には、前記非配置領域の格納可能文字数に
見合う文字数の文字情報を含むディジタルコンテンツを索出して格納する第２の情報配置
処理を選択する機能、
　を実現させるためのディジタルコンテンツ作成プログラム。
【請求項１４】
　ディジタルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手
段のなかから前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテン
ツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタル
コンテンツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記デ
ィジタルコンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより
前記ディジタルコンテンツを作成するコンピュータシステムからなるディジタルコンテン
ツ作成システムに、
　前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報
が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、
　それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうち
いずれかを、前記非配置領域の形状に基づいて選択し、選択した情報配置処理により前記
非配置領域に情報を配置する機能であって、
　前記非配置領域の形状が縦横のどちらか一方が他方に比べて所定値より長い場合には、
前記非配置領域の格納可能文字数に見合う文字数の文字情報を含むディジタルコンテンツ
を索出して格納する第２の情報配置処理を選択する機能、
　そうでない場合は、格納可能な文字数のディジタルコンテンツのうち、前記ディジタル
コンテンツに設定された優先度が高いディジタルコンテンツを選択して格納する第１の情
報配置処理を選択する機能、
　を実現させるためのディジタルコンテンツ作成プログラム。
【請求項１５】
　ディジタルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手
段のなかから前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテン
ツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタル
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コンテンツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記デ
ィジタルコンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより
前記ディジタルコンテンツを作成するコンピュータシステムからなるディジタルコンテン
ツ作成システムに、
　前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報
が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、
　それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうち
いずれかを、指定されたページ数の上限に基づいて選択し、選択した情報配置処理により
前記非配置領域に情報を配置する機能であって、
　前記指定されたページ数の上限が所定値未満の場合には、文字情報の文字数が最小のデ
ィジタルコンテンツを索出して格納する第３の情報配置処理を選択する機能、
　前記指定されたページ数の上限が前記所定値以上の場合には、格納可能な文字数のディ
ジタルコンテンツのうち、前記ディジタルコンテンツに設定された優先度が高いディジタ
ルコンテンツを選択して格納する第１の情報配置処理を選択する機能、
　を実現させるためのディジタルコンテンツ作成プログラム。
【請求項１６】
　ディジタルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手
段のなかから前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテン
ツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタル
コンテンツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記デ
ィジタルコンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより
前記ディジタルコンテンツを作成するコンピュータシステムからなるディジタルコンテン
ツ作成システムに、
　前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報
が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、
　それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうち
いずれかを、前記コンテンツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの数に基づいて選
択し、選択した情報配置処理により前記非配置領域に情報を配置する機能であって、
　前記コンテンツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの数が所定値以上の場合には
、格納可能な文字数のディジタルコンテンツのうち、前記ディジタルコンテンツに設定さ
れた優先度が高いディジタルコンテンツを選択して格納する第１の情報配置処理を選択す
る機能、
　前記コンテンツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの数が前記所定値未満の場合
は、前記非配置領域の格納可能文字数に見合う文字数の文字情報を含むディジタルコンテ
ンツを索出して格納する第２の情報配置処理を選択する機能、
　を実現させるためのディジタルコンテンツ作成プログラム。
【請求項１７】
　ディジタルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手
段のなかから前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテン
ツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタル
コンテンツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記デ
ィジタルコンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより
前記ディジタルコンテンツを作成するコンピュータシステムからなるディジタルコンテン
ツ作成システムに、
　前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報
が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、
　それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうち
いずれかを、前記コンテンツ作成手段で作成したディジタルコンテンツを配信する配信時
刻に基づいて選択し、選択した情報配置処理により前記非配置領域に情報を配置する機能
であって、
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　前記コンテンツ作成手段で作成したディジタルコンテンツを配信する配信時刻が第１の
所定時刻より早い場合は、ディジタルコンテンツのうち文章を構成する文字情報の文字数
が最小のディジタルコンテンツを索出して格納する第３の情報配置処理を選択する機能、
　前記コンテンツ作成手段で作成したディジタルコンテンツを配信する配信時刻が第２の
所定時刻より遅い場合は、前記非配置領域の格納可能文字数に見合う文字数の文字情報を
含むディジタルコンテンツを索出して格納する第２の情報配置処理を選択する機能、
　を実現させるためのディジタルコンテンツ作成プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ディジタルコンテンツを作成するシステムおよびそれに適用するプログラムに
係り、特に、レイアウトの統一感を損なうことなく、しかも読み易い内容となるように、
レイアウト領域に存在する非配置領域に情報を配置するのに好適なディジタルコンテンツ
作成システムおよびディジタルコンテンツ作成プログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ニュース等のディジタルコンテンツをユーザに対して提供するディジタルコンテン
ツ配信システムがあり、ディジタルコンテンツ配信システムでは、一般に、コンテンツ登
録データベース（以下、データベースのことを単にＤＢと略記する。）からディジタルコ
ンテンツをいくつか読み出し、読み出したディジタルコンテンツを編集し、編集したディ
ジタルコンテンツをユーザに対して配信する。ディジタルコンテンツの編集過程では、ユ
ーザにとって見やすいものとなるようにディジタルコンテンツのレイアウトを行っている
。このレイアウトを行う技術としては、例えば、特開平 9-69096号公報に開示された記事
配置装置（以下、第１の従来例という。）、および特開平 5-233709号公報に開示された学
習型情報編集装置（以下、第２の従来例という。）がある。
【０００３】
第１の従来例では、配置手段１００は、紙面上をランダムな縦線と横線で幾つかの矩形領
域に分割した何種類かのコラム構成について、ランダムな記事処理順序に従って各記事の
配置に適合する単独コラムまたは隣接するコラムを結合してなる複合コラムを探索してい
って、複数の記事が段組された幾通りかの配置結果を生成する。配置結果評価手段１０５
は、各記事の記事掲載優先度に基づいて各配置結果に評価値を付与し、最良配置結果検索
手段１０９は最も評価値の高い配置結果を選択する。印刷手段１５３は、この最良の配置
結果に従って複数の記事が段組された文書を紙面に印刷する。
【０００４】
第２の従来例では、記事記憶部１に利用者の閲覧要望に応じて提供し得る記事情報を記憶
し、記事記憶部１に記憶された記事情報の利用者による閲覧状況を示す閲覧履歴情報を利
用者情報と対応して履歴記憶部２に記憶しておき、入力部３を介して指定された利用者情
報に対応する閲覧履歴情報を履歴記憶部２から読み出し、この閲覧履歴情報に従って記事
記憶部１に記憶されている記事情報を編集する。
【０００５】
ディジタルコンテンツのレイアウトを行う過程では、上記従来例のように、ディジタルコ
ンテンツを構成する各種情報（画像や文章等の情報）を所定の区分でレイアウト領域に配
置していくと、ディジタルコンテンツの内容によっては、レイアウト領域に必ずしも満遍
なく情報を配置することができず、配置の結果、情報が配置されない非配置領域がレイア
ウト領域に存在してしまうことがある。レイアウト領域のなかに非配置領域が存在しては
、見栄えがよくない等の不都合があるため、現在では、この非配置領域に情報をいかに配
置するかが工夫されている。例えば、非配置領域に情報を配置する技術としては、特開平
4-60758号公報に開示された文書自動レイアウト装置（以下、第３の従来例という。）が
ある。
【０００６】
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第３の従来例では、ディジタルコンテンツを構成する各種情報をレイアウト領域に配置し
た結果、レイアウト領域に非配置領域が存在する場合には、非配置領域への配置が不適切
であると判定された文章に対して、文字フォントの大きさを変更したり文章ピッチや行ピ
ッチを変更したりすることにより、非配置領域に文章を配置する。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記第３の従来例にあっては、文字フォントの大きさを変更したり文章ピ
ッチや行ピッチを変更したりすることにより、非配置領域に文章を配置する構成となって
いるため、レイアウトされたディジタルコンテンツが、非配置領域があった箇所とそれ以
外の箇所とで書式が異なり、レイアウトの統一感を損なう可能性があった。
【０００８】
また、非配置領域への配置対象となる文章は、元となるディジタルコンテンツの内容によ
って一意に定まるため、例えば、非配置領域が小さいにもかかわらず文字数の多い文章が
配置対象となったり、非配置領域が大きいにもかかわらず文字数の少ない文章が配置対象
となったりする可能性がある。非配置領域に文章を配置するために、前者の場合は、文字
フォント、文章ピッチや行ピッチが非配置領域の箇所だけ過剰に小さくなり、後者の場合
は、逆に、文字フォント、文章ピッチや行ピッチが非配置領域の箇所だけ過剰に大きくな
り、そうなれば、レイアウトの統一感を極めて損なう結果となる。
【０００９】
この問題は、ニュース等のディジタルコンテンツをユーザに対して提供する場合に特に顕
著である。この場合、コンテンツ登録ＤＢからディジタルコンテンツを選択しページ単位
で配置するが、サービスの向上を図るためには、重要度の高い記事ほど先頭の方のページ
に配置するのが望ましい。これは、紙ベースでの新聞作成や雑誌作成においても採用され
ている一般的な手法である。すなわち、非配置領域への配置対象となる文章が一意に定ま
っては、例えば、比較的先頭の方のページの非配置領域にもかかわらず重要度の低い記事
が配置対象となったり、比較的末尾の方のページの非配置領域にもかかわらず重要度の高
い記事が配置対象となったりする可能性がある。そうなれば、たとえ非配置領域に配置す
る文章だからといっても、その点については、ユーザにとっては読みづらいものとなり、
サービスの低下を招くことになる。
【００１０】
そこで、本発明は、このような従来の技術の有する未解決の課題に着目してなされたもの
であって、レイアウトの統一感を損なうことなく、しかも読み易い内容となるように、レ
イアウト領域に存在する非配置領域に情報を配置するのに好適なディジタルコンテンツ作
成システムおよびディジタルコンテンツ作成プログラムを提供することを目的としている
。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明に係るディジタルコンテンツ作成システム  は、デ
ィジタルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手段の
なかから前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテンツ選
択手段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタルコン
テンツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記ディジ
タルコンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより前記
ディジタルコンテンツを作成するシステムであって、前記ディジタルコンテンツを構成す
る情報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報が配置されていない非配置領域が前記
レイアウト領域に存在する場合には、前記コンテンツ選択手段および前記コンテンツ作成
手段は、文字情報を格納するための文字情報枠を前記非配置領域に配置し、所定の優先順
位で前記ディジタルコンテンツを前記コンテンツ記憶手段のなかから選択し、選択したデ
ィジタルコンテンツに含まれる文字情報の文字数が前記文字情報枠の格納可能文字数を超
えていないときは、その文字情報を前記文字情報枠に格納し、前記選択したディジタルコ
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ンテンツに含まれる文字情報の文字数が前記文字情報枠の格納可能文字数を超えていると
きは、前記ディジタルコンテンツの再選択を行うようになっている。
【００１２】
このような構成であれば、コンテンツ選択手段により、コンテンツ記憶手段のなかからデ
ィジタルコンテンツが選択され、コンテンツ作成手段により、選択されたディジタルコン
テンツを構成する情報が所定の区分でレイアウト領域に配置され、これによりディジタル
コンテンツが作成される。
ディジタルコンテンツを構成する情報がレイアウト領域に配置された結果、非配置領域が
レイアウト領域に存在する場合には、コンテンツ選択手段およびコンテンツ作成手段によ
り、文字情報枠が非配置領域に配置され、所定の優先順位でディジタルコンテンツがコン
テンツ記憶手段のなかから選択される。その結果、選択されたディジタルコンテンツに含
まれる文字情報の文字数が文字情報枠の格納可能文字数を超えていないと、その文字情報
が文字情報枠に格納される。これに対し、選択されたディジタルコンテンツに含まれる文
字情報の文字数が文字情報枠の格納可能文字数を超えていると、ディジタルコンテンツの
再選択が行われる。
【００１３】
　ここで、コンテンツ記憶手段は、ディジタルコンテンツをあらゆる手段でかつあらゆる
時期に記憶するものであり、ディジタルコンテンツをあらかじめ記憶してあるものであっ
てもよいし、ディジタルコンテンツをあらかじめ記憶することなく、本システムの動作時
に外部からの入力等によってディジタルコンテンツを記憶するようになっていてもよい。
以下、他の請求項のディジタルコンテンツ作成システム  、並びにディジタルコンテンツ
作成プログラムにおいて同じである。
【００１４】
　また、本システムは、単一の装置として実現するようにしてもよいし、複数の端末を通
信可能に接続したネットワークシステムとして実現するようにしてもよい。後者の場合、
各構成要素は、それぞれ通信可能に接続されていれば、複数の端末のうちどの端末に属し
ていてもよい。以下、他の請求項のディジタルコンテンツ作成システム  において同じで
ある。
【００１５】
　また、出力レイアウトには、ディジタルコンテンツを画面上に表示する場合の表示レイ
アウト、またはディジタルコンテンツを紙面上に印刷する場合の印刷レイアウトが含まれ
る。以下、他のディジタルコンテンツ作成システム  、並びにディジタルコンテンツ作成
プログラムにおいて同じである。
【００１６】
　さらに、本発明に係るディジタルコンテンツ作成システム  は、ディジタルコンテンツ
を記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手段のなかから前記ディジ
タルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテンツ選択手段で選択したデ
ィジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタルコンテンツを作成するコ
ンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記ディジタルコンテンツを構
成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより前記ディジタルコンテン
ツを作成するシステムであって、前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイア
ウト領域に配置した結果、情報が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存
在する場合には、前記コンテンツ選択手段および前記コンテンツ作成手段は、文字情報を
格納するための文字情報枠を前記非配置領域に配置し、前記文字情報枠の格納可能文字数
に見合う文字数の文字情報を含むディジタルコンテンツを前記コンテンツ記憶手段のなか
から選択し、選択したディジタルコンテンツに含まれる文字情報を前記文字情報枠に格納
するようになっている。
【００１７】
このような構成であれば、コンテンツ選択手段により、コンテンツ記憶手段のなかからデ
ィジタルコンテンツが選択され、コンテンツ作成手段により、選択されたディジタルコン
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テンツを構成する情報が所定の区分でレイアウト領域に配置され、これによりディジタル
コンテンツが作成される。
ディジタルコンテンツを構成する情報がレイアウト領域に配置された結果、非配置領域が
レイアウト領域に存在する場合には、コンテンツ選択手段およびコンテンツ作成手段によ
り、文字情報枠が非配置領域に配置され、文字情報枠の格納可能文字数に見合う文字数の
文字情報を含むディジタルコンテンツがコンテンツ記憶手段のなかから選択され、選択さ
れたディジタルコンテンツに含まれる文字情報が文字情報枠に格納される。
【００１８】
　さらに、本発明に係るディジタルコンテンツ作成システムは、ディジタルコンテンツを
記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手段のなかから前記ディジタ
ルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテンツ選択手段で選択したディ
ジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタルコンテンツを作成するコン
テンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記ディジタルコンテンツを構成
する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより前記ディジタルコンテンツ
を作成するシステムであって、前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウ
ト領域に配置した結果、情報が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在
する場合には、前記コンテンツ選択手段および前記コンテンツ作成手段は、文字情報を格
納するための文字情報枠を前記非配置領域に配置し、前記ディジタルコンテンツのうち文
章を構成する文字情報の文字数が最小のディジタルコンテンツを前記コンテンツ記憶手段
のなかから選択し、選択したディジタルコンテンツに含まれる文字情報を前記文字情報枠
に格納するようになっている。
【００１９】
このような構成であれば、コンテンツ選択手段により、コンテンツ記憶手段のなかからデ
ィジタルコンテンツが選択され、コンテンツ作成手段により、選択されたディジタルコン
テンツを構成する情報が所定の区分でレイアウト領域に配置され、これによりディジタル
コンテンツが作成される。
ディジタルコンテンツを構成する情報がレイアウト領域に配置された結果、非配置領域が
レイアウト領域に存在する場合には、コンテンツ選択手段およびコンテンツ作成手段によ
り、文字情報枠が非配置領域に配置され、文字数が最小のディジタルコンテンツがコンテ
ンツ記憶手段のなかから選択され、選択されたディジタルコンテンツに含まれる文字情報
が文字情報枠に格納される。
【００２０】
　さらに、本発明に係る請求項１記載のディジタルコンテンツ作成システム  は、ディジ
タルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手段のなか
から前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテンツ選択手
段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタルコンテン
ツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記ディジタル
コンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより前記ディ
ジタルコンテンツを作成するシステムであって、前記ディジタルコンテンツを構成する情
報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報が配置されていない非配置領域が前記レイ
アウト領域に存在する場合には、それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置
する複数の情報配置処理のうちいずれかを、前記非配置領域の大きさに基づいて選択し、
選択した情報配置処理により前記非配置領域に情報を配置するようになっている。
【００２１】
このような構成であれば、コンテンツ選択手段により、コンテンツ記憶手段のなかからデ
ィジタルコンテンツが選択され、コンテンツ作成手段により、選択されたディジタルコン
テンツを構成する情報が所定の区分でレイアウト領域に配置され、これによりディジタル
コンテンツが作成される。
ディジタルコンテンツを構成する情報がレイアウト領域に配置された結果、非配置領域が
レイアウト領域に存在する場合には、非配置領域の大きさに基づいて、異なる複数の情報
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配置処理のうちいずれかが選択され、選択された情報配置処理により非配置領域に情報が
配置される。
【００２２】
　さらに、本発明に係る請求項２記載のディジタルコンテンツ作成システム  は、ディジ
タルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手段のなか
から前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテンツ選択手
段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタルコンテン
ツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記ディジタル
コンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより、ページ
単位のレイアウト領域を１または複数含んでなるディジタルコンテンツを作成するシステ
ムであって、前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した
結果、情報が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、そ
れぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうちいず
れかを、前記レイアウト領域のページに関するページ情報に基づいて選択し、選択した情
報配置処理により前記非配置領域に情報を配置するようになっている。
【００２３】
このような構成であれば、コンテンツ選択手段により、コンテンツ記憶手段のなかからデ
ィジタルコンテンツが選択され、コンテンツ作成手段により、選択されたディジタルコン
テンツを構成する情報が所定の区分でレイアウト領域に配置され、これによりページ単位
のレイアウト領域を１または複数含んでなるディジタルコンテンツが作成される。
【００２４】
　ディジタルコンテンツを構成する情報がレイアウト領域に配置された結果、非配置領域
がレイアウト領域に存在する場合には、レイアウト領域のページ情報に基づいて、異なる
複数の情報配置処理のうちいずれかが選択され、選択された情報配置処理により非配置領
域に情報が配置される。
　さらに、本発明に係る請求項３記載のディジタルコンテンツ作成システム  は、ディジ
タルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手段のなか
から前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテンツ選択手
段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタルコンテン
ツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記ディジタル
コンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより前記ディ
ジタルコンテンツを作成するシステムであって、前記ディジタルコンテンツを構成する情
報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報が配置されていない非配置領域が前記レイ
アウト領域に存在する場合には、それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置
する複数の情報配置処理のうちいずれかを、前記レイアウト領域における非配置領域の位
置に基づいて選択し、選択した情報配置処理により前記非配置領域に情報を配置するよう
になっている。
【００２５】
このような構成であれば、コンテンツ選択手段により、コンテンツ記憶手段のなかからデ
ィジタルコンテンツが選択され、コンテンツ作成手段により、選択されたディジタルコン
テンツを構成する情報が所定の区分でレイアウト領域に配置され、これによりディジタル
コンテンツが作成される。
ディジタルコンテンツを構成する情報がレイアウト領域に配置された結果、非配置領域が
レイアウト領域に存在する場合には、レイアウト領域における非配置領域の位置に基づい
て、異なる複数の情報配置処理のうちいずれかが選択され、選択された情報配置処理によ
り非配置領域に情報が配置される。
【００２６】
　さらに、本発明に係る請求項４記載のディジタルコンテンツ作成システム  は、ディジ
タルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手段のなか
から前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテンツ選択手
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段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタルコンテン
ツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記ディジタル
コンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより前記ディ
ジタルコンテンツを作成するシステムであって、前記ディジタルコンテンツを構成する情
報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報が配置されていない非配置領域が前記レイ
アウト領域に存在する場合には、それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置
する複数の情報配置処理のうちいずれかを、前記非配置領域の形状に基づいて選択し、選
択した情報配置処理により前記非配置領域に情報を配置するようになっている。
【００２７】
このような構成であれば、コンテンツ選択手段により、コンテンツ記憶手段のなかからデ
ィジタルコンテンツが選択され、コンテンツ作成手段により、選択されたディジタルコン
テンツを構成する情報が所定の区分でレイアウト領域に配置され、これによりディジタル
コンテンツが作成される。
ディジタルコンテンツを構成する情報がレイアウト領域に配置された結果、非配置領域が
レイアウト領域に存在する場合には、非配置領域の形状に基づいて、異なる複数の情報配
置処理のうちいずれかが選択され、選択された情報配置処理により非配置領域に情報が配
置される。
【００２８】
　さらに、本発明に係る請求項５記載のディジタルコンテンツ作成システム  は、ディジ
タルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手段のなか
から前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテンツ選択手
段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタルコンテン
ツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記ディジタル
コンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより前記ディ
ジタルコンテンツを作成するシステムであって、前記ディジタルコンテンツを構成する情
報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報が配置されていない非配置領域が前記レイ
アウト領域に存在する場合には、それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置
する複数の情報配置処理のうちいずれかを、指定されたページ数の上限に基づいて選択し
、選択した情報配置処理により前記非配置領域に情報を配置するようになっている。
【００２９】
このような構成であれば、コンテンツ選択手段により、コンテンツ記憶手段のなかからデ
ィジタルコンテンツが選択され、コンテンツ作成手段により、選択されたディジタルコン
テンツを構成する情報が所定の区分でレイアウト領域に配置され、これによりディジタル
コンテンツが作成される。
ディジタルコンテンツを構成する情報がレイアウト領域に配置された結果、非配置領域が
レイアウト領域に存在する場合には、指定されたページ数の上限に基づいて、異なる複数
の情報配置処理のうちいずれかが選択され、選択された情報配置処理により非配置領域に
情報が配置される。
【００３０】
　さらに、本発明に係る請求項６記載のディジタルコンテンツ作成システム  は、ディジ
タルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手段のなか
から前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテンツ選択手
段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタルコンテン
ツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記ディジタル
コンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより前記ディ
ジタルコンテンツを作成するシステムであって、前記ディジタルコンテンツを構成する情
報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報が配置されていない非配置領域が前記レイ
アウト領域に存在する場合には、それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置
する複数の情報配置処理のうちいずれかを、前記コンテンツ選択手段で選択したディジタ
ルコンテンツの数に基づいて選択し、選択した情報配置処理により前記非配置領域に情報
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を配置するようになっている。
【００３１】
このような構成であれば、コンテンツ選択手段により、コンテンツ記憶手段のなかからデ
ィジタルコンテンツが選択され、コンテンツ作成手段により、選択されたディジタルコン
テンツを構成する情報が所定の区分でレイアウト領域に配置され、これによりディジタル
コンテンツが作成される。
ディジタルコンテンツを構成する情報がレイアウト領域に配置された結果、非配置領域が
レイアウト領域に存在する場合には、選択されたディジタルコンテンツの数に基づいて、
異なる複数の情報配置処理のうちいずれかが選択され、選択された情報配置処理により非
配置領域に情報が配置される。
【００３２】
　さらに、本発明に係る請求項７記載のディジタルコンテンツ作成システム  は、ディジ
タルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手段のなか
から前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテンツ選択手
段で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタルコンテン
ツを作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記ディジタル
コンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより前記ディ
ジタルコンテンツを作成するシステムであって、前記ディジタルコンテンツを構成する情
報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報が配置されていない非配置領域が前記レイ
アウト領域に存在する場合には、それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置
する複数の情報配置処理のうちいずれかを、前記コンテンツ作成手段で作成したディジタ
ルコンテンツを配信する配信時刻または配信日時に基づいて選択し、選択した情報配置処
理により前記非配置領域に情報を配置するようになっている。
【００３３】
このような構成であれば、コンテンツ選択手段により、コンテンツ記憶手段のなかからデ
ィジタルコンテンツが選択され、コンテンツ作成手段により、選択されたディジタルコン
テンツを構成する情報が所定の区分でレイアウト領域に配置され、これによりディジタル
コンテンツが作成される。
ディジタルコンテンツを構成する情報がレイアウト領域に配置された結果、非配置領域が
レイアウト領域に存在する場合には、ディジタルコンテンツの配信時刻または配信日時に
基づいて、異なる複数の情報配置処理のうちいずれかが選択され、選択された情報配置処
理により非配置領域に情報が配置される。
【００３４】
　さらに、本発明に係る請求項８記載のディジタルコンテンツ作成システムは、ディジタ
ルコンテンツを記憶するためのコンテンツ記憶手段と、前記コンテンツ記憶手段のなかか
ら前記ディジタルコンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテンツ選択手段
で選択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定して前記ディジタルコンテンツ
を作成するコンテンツ作成手段とを備え、前記コンテンツ作成手段は、前記ディジタルコ
ンテンツを構成する情報を所定の区分でレイアウト領域に配置することにより前記ディジ
タルコンテンツを作成するシステムであって、前記ディジタルコンテンツを構成する情報
を前記レイアウト領域に配置した結果、情報が配置されていない非配置領域が前記レイア
ウト領域に存在する場合には、それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置す
る複数の情報配置処理のうちいずれかを、前記ディジタルコンテンツの提供を受けるユー
ザの所在地域に基づいて選択し、選択した情報配置処理により前記非配置領域に情報を配
置するようになっている。
【００３５】
このような構成であれば、コンテンツ選択手段により、コンテンツ記憶手段のなかからデ
ィジタルコンテンツが選択され、コンテンツ作成手段により、選択されたディジタルコン
テンツを構成する情報が所定の区分でレイアウト領域に配置され、これによりディジタル
コンテンツが作成される。
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ディジタルコンテンツを構成する情報がレイアウト領域に配置された結果、非配置領域が
レイアウト領域に存在する場合には、ユーザの所在地域に基づいて、異なる複数の情報配
置処理のうちいずれかが選択され、選択された情報配置処理により非配置領域に情報が配
置される。
【００３６】
　さらに、本発明に係る請求項９記載のディジタルコンテンツ作成システム  は、請求項
１ないし８のいずれかに記載のディジタルコンテンツ作成システム  において、前記コン
テンツ選択手段および前記コンテンツ作成手段は、文字情報を格納するための文字情報枠
を前記非配置領域に配置し、所定の優先順位で前記ディジタルコンテンツを前記コンテン
ツ記憶手段のなかから選択し、選択したディジタルコンテンツに含まれる文字情報の文字
数が前記文字情報枠の格納可能文字数を超えていないときは、その文字情報を前記文字情
報枠に格納し、前記選択したディジタルコンテンツに含まれる文字情報の文字数が前記文
字情報枠の格納可能文字数を超えているときは、前記ディジタルコンテンツの再選択を行
うことにより、前記複数の情報配置処理のうち一つを実現するようになっている。
【００３７】
このような構成であれば、複数の情報配置処理のうち一つが選択されると、コンテンツ選
択手段およびコンテンツ作成手段により、文字情報枠が非配置領域に配置され、所定の優
先順位でディジタルコンテンツがコンテンツ記憶手段のなかから選択される。その結果、
選択されたディジタルコンテンツに含まれる文字情報の文字数が文字情報枠の格納可能文
字数を超えていないと、その文字情報が文字情報枠に格納される。これに対し、選択され
たディジタルコンテンツに含まれる文字情報の文字数が文字情報枠の格納可能文字数を超
えていると、ディジタルコンテンツの再選択が行われる。
【００３８】
　さらに、本発明に係る請求項１０記載のディジタルコンテンツ作成システム  は、請求
項１ないし９のいずれかに記載のディジタルコンテンツ作成システム  において、前記コ
ンテンツ選択手段および前記コンテンツ作成手段は、文字情報を格納するための文字情報
枠を前記非配置領域に配置し、前記文字情報枠の格納可能文字数に見合う文字数の文字情
報を含むディジタルコンテンツを前記コンテンツ記憶手段のなかから選択し、選択したデ
ィジタルコンテンツに含まれる文字情報を前記文字情報枠に格納することにより、前記複
数の情報配置処理のうち一つを実現するようになっている。
【００３９】
このような構成であれば、複数の情報配置処理のうち一つが選択されると、コンテンツ選
択手段およびコンテンツ作成手段により、文字情報枠が非配置領域に配置され、文字情報
枠の格納可能文字数に見合う文字数の文字情報を含むディジタルコンテンツがコンテンツ
記憶手段のなかから選択され、選択されたディジタルコンテンツに含まれる文字情報が文
字情報枠に格納される。
【００４０】
　さらに、本発明に係る請求項１１記載のディジタルコンテンツ作成システム  は、請求
項１ないし１０のいずれかに記載のディジタルコンテンツ作成システム  において、前記
コンテンツ選択手段および前記コンテンツ作成手段は、文字情報を格納するための文字情
報枠を前記非配置領域に配置し、前記ディジタルコンテンツのうち文章を構成する文字情
報の文字数が最小のディジタルコンテンツを前記コンテンツ記憶手段のなかから選択し、
選択したディジタルコンテンツに含まれる文字情報を前記文字情報枠に格納することによ
り、前記複数の情報配置処理のうち一つを実現するようになっている。
【００４１】
このような構成であれば、複数の情報配置処理のうち一つが選択されると、コンテンツ選
択手段およびコンテンツ作成手段により、文字情報枠が非配置領域に配置され、文字数が
最小のディジタルコンテンツがコンテンツ記憶手段のなかから選択され、選択されたディ
ジタルコンテンツに含まれる文字情報が文字情報枠に格納される。
【００４２】
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　さらに、本発明に係る請求項１２記載のディジタルコンテンツ作成システム  は、請求
項１ないし１１のいずれかに記載のディジタルコンテンツ作成システム  において、前記
ディジタルコンテンツの提供を受けるユーザにとって有益と思われる特典情報を記憶する
ための特典情報記憶手段を備え、前記コンテンツ選択手段および前記コンテンツ作成手段
は、前記特典情報を格納するための特典情報枠を前記非配置領域に配置し、前記特典情報
記憶手段のなかから前記特典情報を選択し、選択した特典情報を前記特典情報枠に格納す
ることにより、前記複数の情報配置処理のうち一つを実現するようになっている。
【００４３】
このような構成であれば、複数の情報配置処理のうち一つが選択されると、コンテンツ選
択手段およびコンテンツ作成手段により、特典情報枠が非配置領域に配置され、特典情報
記憶手段のなかから特典情報が選択され、選択された特典情報が特典情報枠に格納される
。
ここで、特典情報とは、ディジタルコンテンツの提供を受けるユーザにとって有益と思わ
れる情報であって特典を得るためのまたは特典そのものである情報をいい、これには、例
えば、クーポン券、発行を受ける者にとって有益な広告情報、ロゴ画像データ、漫画や占
い等の情報、アイドル等の画像データ、お試しソフト等のアプリケーション、特定または
任意の店舗で割引等の特典が得られる権利に関する権利情報、または情報提供サービスや
情報検索サービス等の特定のサービスの提供が受けられるホームページのＵＲＬ（ Univer
sal Resource Locater）が含まれる。
【００４４】
　また、特典情報記憶手段は、特典情報をあらゆる手段でかつあらゆる時期に記憶するも
のであり、特典情報をあらかじめ記憶してあるものであってもよいし、特典情報をあらか
じめ記憶することなく、本システムの動作時に外部からの入力等によって特典情報を記憶
するようになっていてもよい。
　さらに、本発明に係る請求項１３記載のディジタルコンテンツ作成システム  は、請求
項１ないし１２のいずれかに記載のディジタルコンテンツ作成システム  において、ユー
ザに関するユーザ情報を記憶するためのユーザ情報記憶手段を備え、前記コンテンツ選択
手段は、前記ユーザ情報記憶手段のユーザ情報に基づいて、前記コンテンツ記憶手段のな
かから前記ディジタルコンテンツを選択するようになっている。
【００４５】
　このような構成であれば、コンテンツ選択手段により、ユーザ情報記憶手段のユーザ情
報に基づいて、コンテンツ記憶手段のなかからディジタルコンテンツが選択される。ここ
で、ユーザ情報には、例えば、ユーザの年齢、性別、興味嗜好、住所、氏名またはユーザ
端末に関する使用環境が含まれる。以下のディジタルコンテンツ作成システム  において
同じである。
【００４６】
　また、ユーザ情報記憶手段は、ユーザ情報をあらゆる手段でかつあらゆる時期に記憶す
るものであり、ユーザ情報をあらかじめ記憶してあるものであってもよいし、ユーザ情報
をあらかじめ記憶することなく、本システムの動作時に外部からの入力等によってユーザ
情報を記憶するようになっていてもよい。以下のディジタルコンテンツ作成システム  に
おいて同じである。
【００４７】
　さらに、本発明に係る請求項１３記載のディジタルコンテンツ作成システム  は、請求
項１ないし１２のいずれかに記載のディジタルコンテンツ作成システム  において、ユー
ザに関するユーザ情報を記憶するためのユーザ情報記憶手段を備え、前記コンテンツ作成
手段は、前記ユーザ情報記憶手段のユーザ情報に基づいて、前記コンテンツ選択手段で選
択したディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定するようになっている。
【００４８】
このような構成であれば、コンテンツ作成手段により、ユーザ情報記憶手段のユーザ情報
に基づいて、選択されたディジタルコンテンツの出力レイアウトが決定される。
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ここで、ユーザ情報に基づいて出力レイアウトを決定することとして、ユーザ情報に年齢
を含む場合は、ユーザが比較的年輩者であるならば、フォントが比較的大きいレイアウト
を採用することが考えられる。また、ユーザ情報に性別を含む場合は、性別が女性であれ
ば、丸文字フォントのレイアウトを採用することが考えられる。また、ユーザ情報に興味
嗜好を含む場合は、その興味嗜好に応じて、子供向け雑誌風、スポーツ新聞風または技術
文書風のレイアウトを採用することが考えられる。また、ユーザ情報に住所を含む場合は
、その住所のある土地に特化した風景の画像を背景としたレイアウトを採用することが考
えられる。また、ユーザ情報に氏名を含む場合は、その氏名をタイトルとしたレイアウト
を採用することが考えられる。また、ユーザ情報にユーザ端末に関する使用環境を含む場
合は、ユーザ端末のＲＡＭの容量が少ないときは、データ容量の大きな画像はできるだけ
使用しないようなレイアウトを採用することが考えられる。
【００４９】
　一方、上記目的を達成するために、本発明のディジタルコンテンツ作成プログラムは、
ディジタルコンテンツ作成システムに、前記コンテンツ選択手段および前記コンテンツ作
成手段として実現される処理を実行させるためのプログラムであって、前記ディジタルコ
ンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した結果、情報が配置されていない
非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、前記コンテンツ選択手段および前
記コンテンツ作成手段は、文字情報を格納するための文字情報枠を前記非配置領域に配置
し、所定の優先順位で前記ディジタルコンテンツを前記コンテンツ記憶手段のなかから選
択し、選択したディジタルコンテンツに含まれる文字情報の文字数が前記文字情報枠の格
納可能文字数を超えていないときは、その文字情報を前記文字情報枠に格納し、前記選択
したディジタルコンテンツに含まれる文字情報の文字数が前記文字情報枠の格納可能文字
数を超えているときは、前記ディジタルコンテンツの再選択を行うようになっている。
【００５０】
　さらに、本発明のディジタルコンテンツ作成プログラムは、ディジタルコンテンツ作成
システムに、前記コンテンツ選択手段および前記コンテンツ作成手段として実現される処
理を実行させるためのプログラムであって、前記ディジタルコンテンツを構成する情報を
前記レイアウト領域に配置した結果、情報が配置されていない非配置領域が前記レイアウ
ト領域に存在する場合には、前記コンテンツ選択手段および前記コンテンツ作成手段は、
文字情報を格納するための文字情報枠を前記非配置領域に配置し、前記文字情報枠の格納
可能文字数に見合う文字数の文字情報を含むディジタルコンテンツを前記コンテンツ記憶
手段のなかから選択し、選択したディジタルコンテンツに含まれる文字情報を前記文字情
報枠に格納するようになっている。
【００５１】
　さらに、本発明のディジタルコンテンツ作成プログラムは、ディジタルコンテンツ作成
システムに、前記コンテンツ選択手段および前記コンテンツ作成手段として実現される処
理を実行させるためのプログラムであって、前記ディジタルコンテンツを構成する情報を
前記レイアウト領域に配置した結果、情報が配置されていない非配置領域が前記レイアウ
ト領域に存在する場合には、前記コンテンツ選択手段および前記コンテンツ作成手段は、
文字情報を格納するための文字情報枠を前記非配置領域に配置し、前記ディジタルコンテ
ンツのうち文章を構成する文字情報の文字数が最小のディジタルコンテンツを前記コンテ
ンツ記憶手段のなかから選択し、選択したディジタルコンテンツに含まれる文字情報を前
記文字情報枠に格納するようになっている。
【００５２】
　さらに、本発明に係る請求項１５記載のディジタルコンテンツ作成プログラムは、コン
ピュータシステムからなるディジタルコンテンツ作成システムに、前記コンテンツ選択手
段および前記コンテンツ作成手段として実現される処理を実行させるためのプログラムで
あって、前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した結果
、情報が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、それぞ
れ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうちいずれか
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を、前記非配置領域の大きさに基づいて選択し、選択した情報配置処理により前記非配置
領域に情報を配置するようになっている。
【００５３】
　このような構成であれば、ディジタルコンテンツ作成システムによってプログラムが読
み取られ、読み取られたプログラムに従ってディジタルコンテンツ作成システム  が処理
を実行すると、請求項１記載のディジタルコンテンツ作成システムと同等の作用が得られ
る。
　さらに、本発明に係る請求項１６記載のディジタルコンテンツ作成プログラムは、コン
ピュータシステムからなるディジタルコンテンツ作成システムに、前記コンテンツ選択手
段および前記コンテンツ作成手段として実現される処理を実行させるためのプログラムで
あって、前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した結果
、情報が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、それぞ
れ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうちいずれか
を、前記レイアウト領域のページに関するページ情報に基づいて選択し、選択した情報配
置処理により前記非配置領域に情報を配置するようになっている。
【００５４】
　このような構成であれば、ディジタルコンテンツ作成システム  によってプログラムが
読み取られ、読み取られたプログラムに従ってディジタルコンテンツ作成システム  が処
理を実行すると、請求項２記載のディジタルコンテンツ作成システム  と同等の作用が得
られる。
　さらに、本発明に係る請求項１７記載のディジタルコンテンツ作成プログラムは、コン
ピュータシステムからなるディジタルコンテンツ作成システム  に、前記コンテンツ選択
手段および前記コンテンツ作成手段として実現される処理を実行させるためのプログラム
であって、前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した結
果、情報が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、それ
ぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうちいずれ
かを、前記レイアウト領域における非配置領域の位置に基づいて選択し、選択した情報配
置処理により前記非配置領域に情報を配置するようになっている。
【００５５】
　このような構成であれば、ディジタルコンテンツ作成システム  によってプログラムが
読み取られ、読み取られたプログラムに従ってディジタルコンテンツ作成システム  が処
理を実行すると、請求項３記載のディジタルコンテンツ作成システム  と同等の作用が得
られる。
　さらに、本発明に係る請求項１８記載のディジタルコンテンツ作成プログラムは、コン
ピュータシステムからなるディジタルコンテンツ作成システムに、前記コンテンツ選択手
段および前記コンテンツ作成手段として実現される処理を実行させるためのプログラムで
あって、前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した結果
、情報が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、それぞ
れ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうちいずれか
を、前記非配置領域の形状に基づいて選択し、選択した情報配置処理により前記非配置領
域に情報を配置するようになっている。
【００５６】
　このような構成であれば、ディジタルコンテンツ作成システム  によってプログラムが
読み取られ、読み取られたプログラムに従ってディジタルコンテンツ作成システム  が処
理を実行すると、請求項４記載のディジタルコンテンツ作成システム  と同等の作用が得
られる。
　さらに、本発明に係る請求項１９記載のディジタルコンテンツ作成プログラムは、コン
ピュータシステムからなるディジタルコンテンツ作成システム  に、前記コンテンツ選択
手段および前記コンテンツ作成手段として実現される処理を実行させるためのプログラム
であって、前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した結
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果、情報が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、それ
ぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうちいずれ
かを、指定されたページ数の上限に基づいて選択し、選択した情報配置処理により前記非
配置領域に情報を配置するようになっている。
【００５７】
　このような構成であれば、ディジタルコンテンツ作成システム  によってプログラムが
読み取られ、読み取られたプログラムに従ってディジタルコンテンツ作成システム  が処
理を実行すると、請求項５記載のディジタルコンテンツ作成システム  と同等の作用が得
られる。
　さらに、本発明に係る請求項２０記載のディジタルコンテンツ作成プログラムは、コン
ピュータシステムからなるディジタルコンテンツ作成システムに、前記コンテンツ選択手
段および前記コンテンツ作成手段として実現される処理を実行させるためのプログラムで
あって、前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置した結果
、情報が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には、それぞ
れ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうちいずれか
を、前記コンテンツ選択手段で選択したディジタルコンテンツの数に基づいて選択し、選
択した情報配置処理により前記非配置領域に情報を配置するようになっている。
【００５８】
　このような構成であれば、ディジタルコンテンツ作成システム  によってプログラムが
読み取られ、読み取られたプログラムに従ってディジタルコンテンツ作成システム  が処
理を実行すると、請求項６記載のディジタルコンテンツ作成システム  と同等の作用が得
られる。さらに、本発明に係る請求項２１記載のディジタルコンテンツ作成プログラムは
、コンピュータシステムからなるディジタルコンテンツ作成システム  に、前記コンテン
ツ選択手段および前記コンテンツ作成手段として実現される処理を実行させるためのプロ
グラムであって、前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置
した結果、情報が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には
、それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうち
いずれかを、前記コンテンツ作成手段で作成したディジタルコンテンツを配信する配信時
刻または配信日時に基づいて選択し、選択した情報配置処理により前記非配置領域に情報
を配置するようになっている。
【００５９】
　このような構成であれば、ディジタルコンテンツ作成システム  によってプログラムが
読み取られ、読み取られたプログラムに従ってディジタルコンテンツ作成システム  が処
理を実行すると、請求項７記載のディジタルコンテンツ作成システム  と同等の作用が得
られる。さらに、本発明に係る請求項２２記載のディジタルコンテンツ作成プログラムは
、コンピュータシステムからなるディジタルコンテンツ作成システム  に、前記コンテン
ツ選択手段および前記コンテンツ作成手段として実現される処理を実行させるためのプロ
グラムであって、前記ディジタルコンテンツを構成する情報を前記レイアウト領域に配置
した結果、情報が配置されていない非配置領域が前記レイアウト領域に存在する場合には
、それぞれ異なる手法により前記非配置領域に情報を配置する複数の情報配置処理のうち
いずれかを、前記ディジタルコンテンツの提供を受けるユーザの所在地域に基づいて選択
し、選択した情報配置処理により前記非配置領域に情報を配置するようになっている。
【００６０】
　このような構成であれば、ディジタルコンテンツ作成システム  によってプログラムが
読み取られ、読み取られたプログラムに従ってディジタルコンテンツ作成システム  が処
理を実行すると、請求項８記載のディジタルコンテンツ作成システムと同等の作用が得ら
れる。
【００６１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。図１ないし図１２は、本発明
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に係るディジタルコンテンツ作成システムおよびディジタルコンテンツ作成プログラムの
実施の形態を示す図である。
本実施の形態は、本発明に係るディジタルコンテンツ作成システムおよびディジタルコン
テンツ作成プログラムを、図１に示すように、コンテンツ配信端末１００において、ニュ
ース等のディジタルコンテンツをユーザ端末２００に配信する場合について適用したもの
である。
【００６２】
まず、本発明を適用するネットワークシステムの構成を図１を参照しながら説明する。図
１は、本発明を適用するネットワークシステムの構成を示すブロック図である。
インターネット１９９には、図１に示すように、ディジタルコンテンツを提供する複数の
コンテンツ提供端末Ｓ 1～Ｓ nと、コンテンツ提供端末Ｓ 1～Ｓ nから提供されたディジタル
コンテンツを収集蓄積して配信するコンテンツ配信するコンテンツ配信端末１００と、ユ
ーザの利用に供するユーザ端末２００とが接続されている。なお、発明の理解を容易にす
るため、ユーザ端末２００を一台しか図示していないが、実際には、複数のユーザ端末が
インターネット１９９に接続されている。
【００６３】
コンテンツ提供端末Ｓ 1～Ｓ nは、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭおよびＩ／Ｆ等をバス接続した
一般的なコンピュータと同一機能を有して構成されており、ディジタルコンテンツを作成
したときは、ディジタルコンテンツのカテゴリを特定するためのカテゴリ No.をそのディ
ジタルコンテンツに付加し、コンテンツ配信端末１００に送信するようになっている。な
お、カテゴリ No.については、後段で詳細に説明する。
【００６４】
ユーザ端末２００は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭおよびＩ／Ｆ等をバス接続した一般的なコ
ンピュータと同一機能を有して構成されており、ＷＷＷ（ World Wide Web）ブラウザを有
し、ＷＷＷブラウザによりコンテンツ配信端末１００にアクセスするようになっている。
次に、コンテンツ配信端末１００の機能概要を図２を参照しながら詳細に説明する。図２
は、コンテンツ配信端末１００の機能概要を示す機能ブロック図である。
【００６５】
コンテンツ配信端末１００は、図２に示すように、ＸＭＬ（ eXtensible Markup Language
）形式のコンテンツデータファイル１０を解析するＸＭＬパーサ１１と、ＸＭＬパーサ１
１で解析したコンテンツデータファイル１０を入力するコンテンツデータファイル入力部
１２と、ＸＭＬ形式のレイアウト定義ファイル１３を解析するＸＭＬパーサ１４と、ＸＭ
Ｌパーサ１４で解析したレイアウト定義ファイル１３を入力するレイアウト定義ファイル
入力部１５と、入力部１２，１５で入力したコンテンツデータファイルおよびレイアウト
定義ファイルに基づいてレイアウトを行うレイアウティング部１６と、レイアウティング
部１６からのＸＭＬ形式の描画指定ファイル１７を解析するＸＭＬパーサ１８と、ＸＭＬ
パーサ１８で解析した描画指定ファイル１７に基づいて描画を行うことによりＰＤＦ（ Po
rtable Document Format）形式のファイル２０を作成するラスタライズ部１９とで構成さ
れている。本実施の形態は、これら構成要素のうち特にレイアウティング部１６に特徴が
あるものである。
【００６６】
次に、コンテンツ配信端末１００の構成を図３を参照しながら詳細に説明する。図３は、
コンテンツ配信端末１００の構成を示すブロック図である。
コンテンツ配信端末１００は、図３に示すように、制御プログラムに基づいて演算および
システム全体を制御するＣＰＵ３０と、所定領域にあらかじめＣＰＵ３０の制御プログラ
ム等を格納しているＲＯＭ３２と、ＲＯＭ３２等から読み出したデータやＣＰＵ３０の演
算過程で必要な演算結果を格納するためのＲＡＭ３４と、外部装置に対してデータの入出
力を媒介するＩ／Ｆ３８とで構成されており、これらは、データを転送するための信号線
であるバス３９で相互にかつデータ授受可能に接続されている。
【００６７】
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Ｉ／Ｆ３８には、外部装置として、ユーザ情報を登録するユーザ情報登録ＤＢ４０と、コ
ンテンツ提供端末Ｓ 1～Ｓ nから提供されたディジタルコンテンツを収集蓄積するコンテン
ツ登録ＤＢ４２と、インターネット１９９に接続するための信号線とが接続されている。
ユーザ情報登録ＤＢ４０には、図４に示すように、ユーザ情報を登録するユーザプロファ
イルテーブル３００が格納されている。図４は、ユーザプロファイルテーブル３００のデ
ータ構造を示す図である。
【００６８】
ユーザプロファイルテーブル３００は、図４に示すように、各ユーザごとに１または複数
のレコードが登録可能となっている。各レコードは、ユーザを特定するためのユーザＩＤ
を登録するフィールド３０２と、ディジタルコンテンツの配信先アドレスを登録するフィ
ールド３０４と、カテゴリ No.を登録するフィールド３０６と、キーワードを登録するフ
ィールド３０８と、配信日を登録するフィールド３１０と、配信時刻を登録するフィール
ド３１２と、レイアウト No.を登録するフィールド３１４と、最大ページ数を登録するフ
ィールド３１６と、フォントサイズを登録するフィールド３１８とを含んで構成されてい
る。
【００６９】
フィールド３０８には、ユーザが指定したキーワードを含むディジタルコンテンツを配信
対象として選択する場合においてそのキーワードを登録する。キーワードとしては、例え
ば、ユーザが興味をもっているカテゴリの記事において頻出すると思われるキーワードを
与える。図４の例では、フィールド３０８の第１段目には「プロセッサ」が、フィールド
３０８の第２段目には「ＯＳ」がそれぞれ登録されている。
【００７０】
フィールド３１０には、ユーザがディジタルコンテンツの配信を希望する配信日を登録す
る。配信日としては、例えば、ディジタルコンテンツの配信を毎日希望する場合は「毎日
」を指定し、平日のみ配信を希望する場合は「平日」を指定し、週末のみ配信を希望する
場合は「週末」を指定する。図４の例では、フィールド３１０の第１段目には「毎日」が
、フィールド３１０の第２段目には「平日」がそれぞれ登録されている。
【００７１】
フィールド３１２には、ユーザが指定した配信日においてディジタルコンテンツの配信を
希望する配信時刻を登録する。配信時刻としては、例えば、１日を０時から２３時までの
２４時間制時刻で表現したときのいずれかの時刻を指定する。図４の例では、フィールド
３１２の第１段目には５時が、フィールド３１２の第２段目には１１時がそれぞれ登録さ
れている。
【００７２】
フィールド３１４には、ディジタルコンテンツの出力レイアウトを特定するためのレイア
ウト No.を登録する。レイアウト No.としては、例えば、ユーザが希望する出力レイアウト
を特定するためのレイアウト No.を指定する。図４の例では、フィールド３１４の第１段
目にはレイアウト No.２が、フィールド３１４の第２段目にはレイアウト No.５がそれぞれ
登録されている。なお、レイアウト No.については、後段で詳細に説明する。
【００７３】
フィールド３１６には、ディジタルコンテンツの表示または印刷を行ったときにその上限
となる最大ページ数を登録する。最大ページ数としては、例えば、上限となる最大ページ
数を指定するほか、「 u」という表記により上限を設定しないことを指定することもでき
る。図４の例では、フィールド３１６の第１段目には２ページが、フィールド３１６の第
３段目には「 u」がそれぞれ登録されている。
【００７４】
フィールド３１８には、ディジタルコンテンツの表示または印刷を行ったときのフォント
のサイズを登録する。図４の例では、フィールド３１８の第１段目には「小」が、フィー
ルド３１８の第３段目には「普通」がそれぞれ登録されている。
また、ユーザ情報登録ＤＢ４０には、図５に示すように、ディジタルコンテンツの出力レ
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イアウトを規定した複数のレイアウト定義ファイル form01～ form06と、レイアウト定義フ
ァイル form01～ form06とレイアウト No.との対応関係を示すレイアウト No.対応テーブル３
３０とが格納されている。図５は、レイアウト定義ファイルおよびレイアウト No.対応テ
ーブル３３０のデータ構造を示す図である。
【００７５】
レイアウト定義ファイル form01～ form06は、例えば、文字情報を格納するための文字情報
枠およびディジタルコンテンツに含まれる画像の大きさおよび印刷用紙領域内での配置位
置と、文字情報のフォントの大きさ、種類および色彩と、文字間隔や行ピッチと、画像の
数、品質、大きさおよび割合とを定義しており、ＸＭＬ等により記述されている。
【００７６】
レイアウト No.対応テーブル３３０には、図５（ｂ）に示すように、各レイアウト No.ごと
に一つのレコードが登録されている。各レコードは、レイアウト No.を登録したフィール
ド３３２と、レイアウト定義ファイルのファイル名を登録したフィールド３３４とを含ん
で構成されている。図５（ｂ）の例では、第１段目のレコードには、レイアウト No.とし
て「１」が、レイアウト定義ファイル名として「 form01」がそれぞれ登録されており、第
２段目のレコードには、レイアウト No.として「２」が、レイアウト定義ファイル名とし
て「 form02」がそれぞれ登録されている。
【００７７】
コンテンツ登録ＤＢ４２には、図６に示すように、コンテンツ提供端末Ｓ 1～Ｓ nから提供
されたディジタルコンテンツと、メインカテゴリおよびサブカテゴリとカテゴリ No.との
対応関係を示すカテゴリ対応テーブル３４０とが格納されている。図６は、ディジタルコ
ンテンツおよびカテゴリ No.対応テーブル３４０のデータ構造を示す図である。
【００７８】
コンテンツ提供端末Ｓ 1～Ｓ nから提供されたディジタルコンテンツには、図６（ａ）に示
すように、カテゴリ No.が付されており、コンテンツ配信端末１００は、そのカテゴリ No.
に基づいて、ディジタルコンテンツをカテゴリごとに分類してコンテンツ登録ＤＢ４２に
登録する。登録の際には、カテゴリ No.対応テーブル３４０を参照して、カテゴリ No.のほ
か、さらにメインカテゴリおよびサブカテゴリをディジタルコンテンツに付加して登録す
る。
【００７９】
カテゴリ No.対応テーブル３４０には、図６（ｂ）に示すように、各メインカテゴリおよ
びサブカテゴリごとに一つのレコードが登録されている。各レコードは、カテゴリ No.を
登録したフィールド３４２と、メインカテゴリを登録したフィールド３４４と、サブカテ
ゴリを登録したフィールド３４６とを含んで構成されている。図６（ｂ）の例では、第１
段目のレコードには、カテゴリ No.として「１１０２」が、メインカテゴリとして「ワー
ルドニュース」が、サブカテゴリとして「アメリカ」がそれぞれ登録されており、第６段
目のレコードには、カテゴリ No.として「２０１０」が、メインカテゴリとして「スポー
ツ」が、サブカテゴリとして「野球」がそれぞれ登録されている。
【００８０】
次に、ＣＰＵ３０の構成およびＣＰＵ３０で実行される処理を図７および図８を参照しな
がら説明する。
ＣＰＵ３０は、マイクロプロセッシングユニットＭＰＵ等からなり、ＲＯＭ３２の所定領
域に格納されている所定のプログラムを起動させ、そのプログラムに従って、図７および
図８のフローチャートに示すユーザ登録処理およびコンテンツ配信処理をそれぞれ時分割
で実行するようになっている。
【００８１】
初めに、ユーザ登録処理を図７を参照しながら詳細に説明する。図７は、ユーザ登録処理
を示すフローチャートである。
ユーザ登録処理は、アクセスのあったユーザに対してユーザＩＤ等の必要なユーザ情報の
入力を要求し、入力したユーザ情報をユーザプロファイルテーブル３００に登録する処理
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であって、ＣＰＵ３０において実行されると、まず、図７に示すように、ステップＳ１０
０に移行するようになっている。なお、以下、各ステップでの入力は、すべてユーザとの
対話型通信により行う。
【００８２】
ステップＳ１００では、メインカテゴリおよびサブカテゴリを入力し、ステップＳ１０２
に移行して、ユーザＩＤおよびパスワードを入力し、ステップＳ１０４に移行して、配信
先アドレスを入力し、ステップＳ１０６に移行して、配信日および配信時刻を入力し、ス
テップＳ１０８に移行する。
ステップＳ１０８では、レイアウト No.を入力し、ステップＳ１１０に移行して、最大ペ
ージ数を入力し、ステップＳ１１２に移行して、フォントサイズを入力し、ステップＳ１
１４に移行して、ステップＳ１００～Ｓ１１２で入力したユーザ情報をユーザプロファイ
ルテーブル３００に登録し、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。
【００８３】
次に、コンテンツ配信処理を図８を参照しながら詳細に説明する。図８は、コンテンツ配
信処理を示すフローチャートである。
コンテンツ配信処理は、ユーザプロファイルテーブル３００を参照してディジタルコンテ
ンツをユーザ端末２００に配信する処理であって、ＣＰＵ３０において実行されると、ま
ず、図８に示すように、ステップＳ２００に移行するようになっている。なお、以下、各
ステップの処理は、ユーザプロファイルテーブル３００の一つのレコードについての処理
である。実際には、ユーザプロファイルテーブル３００に登録されているレコード数だけ
各ステップの処理を実行する。
【００８４】
ステップＳ２００では、ユーザプロファイルテーブル３００から配信日および配信時刻を
読み出し、ステップＳ２０２に移行して、読み出した配信日および配信時刻に基づいてデ
ィジタルコンテンツを配信すべき日時であるか否かを判定し、ディジタルコンテンツを配
信すべき日時であると判定したとき (Yes)は、ステップＳ２０４に移行するが、そうでな
いと判定したとき (No)は、ステップＳ２００に移行する。
【００８５】
ステップＳ２０４では、ユーザプロファイルテーブル３００からカテゴリ No.を読み出し
、ステップＳ２０６に移行して、読み出したカテゴリ No.をもとにコンテンツ登録ＤＢ４
２のディジタルコンテンツを検索して、そのカテゴリ No.と一致するカテゴリ No.が付され
たディジタルコンテンツを索出し、ステップＳ２０８に移行する。
【００８６】
ステップＳ２０８では、ユーザプロファイルテーブル３００からレイアウト No.を読み出
し、ステップＳ２１０に移行して、レイアウト No.対応テーブル３３０を参照して、読み
出したレイアウト No.に対応するレイアウト定義ファイルをユーザ情報登録ＤＢ４０から
読み出し、ステップＳ２１２に移行して、読み出したレイアウト定義ファイルに基づいて
、ステップＳ２０６で索出したディジタルコンテンツについて出力レイアウトを決定して
ディジタルコンテンツを作成する自動レイアウト処理を実行し、ステップＳ２１４に移行
する。
【００８７】
ステップＳ２１４では、ユーザプロファイルテーブル３００から配信先アドレスを読み出
し、ステップＳ２１６に移行して、読み出した配信先アドレス宛に、作成したディジタル
コンテンツを配信し、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。
次に、上記ステップＳ２１２の自動レイアウト処理を図９を参照しながら詳細に説明する
。図９は、自動レイアウト処理を示すフローチャートである。
【００８８】
自動レイアウト処理は、上記ステップＳ２１２で実行されると、図９に示すように、まず
、ステップＳ３００に移行するようになっている。
ステップＳ３００では、ステップＳ２１０で読み出したレイアウト定義ファイルに基づい
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て、ステップＳ２０６で索出したディジタルコンテンツを構成する各種情報（画像や文章
等の情報）を所定の区分でレイアウト領域に配置する処理を実行し、ステップＳ３０２に
移行する。
【００８９】
ステップＳ３０２では、ディジタルコンテンツを構成する各種情報をレイアウト領域に配
置した結果、レイアウト領域に非配置領域が存在するか否かを判定し、非配置領域がレイ
アウト領域に存在すると判定したとき (Yes)は、ステップＳ３０４に移行して、文字情報
を格納するための文字情報枠を非配置領域に配置し、ステップＳ３０６に移行して、配置
した文字情報枠に格納可能な文字数を算出し、ステップＳ３０８に移行する。
【００９０】
ステップＳ３０８では、文字情報枠の格納可能文字数が比較的大きい（例えば、５００文
字以上）か否かを判定し、格納可能文字数が比較的大きいと判定したとき (Yes)は、ステ
ップＳ３１０に移行して、非配置領域に情報を配置する第１の情報配置処理を実行し、一
連の処理を終了して元の処理に復帰させる。なお、格納可能文字数が比較的大きいか否か
の判定は、例えば、所定の上限閾値および所定の下限閾値を設定してこれを基準として行
えばよい。以下、ステップＳ３１２，Ｓ３１６において同じである。
【００９１】
一方、ステップＳ３０８で、文字情報枠の格納可能文字数が比較的大きくないと判定した
とき (No)は、ステップＳ３１２に移行して、文字情報枠の格納可能文字数が中程度（例え
ば、２５０文字以上かつ５００文字未満）であるか否かを判定し、格納可能文字数が中程
度であると判定したとき (Yes)は、ステップＳ３１４に移行して、第１の情報配置処理と
は異なる手法で非配置領域に情報を配置する第２の情報配置処理を実行し、一連の処理を
終了して元の処理に復帰させる。
【００９２】
一方、ステップＳ３１２で、文字情報枠の格納可能文字数が中程度でないと判定したとき
(No)は、ステップＳ３１６に移行して、文字情報枠の格納可能文字数が比較的小さい（例
えば、１００文字以上かつ２５０文字未満）か否かを判定し、格納可能文字数が比較的小
さいと判定したとき (Yes)は、ステップＳ３１８に移行して、第１の情報配置処理および
第２の情報配置処理とは異なる手法で非配置領域に情報を配置する第３の情報配置処理を
実行し、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。
【００９３】
一方、ステップＳ３１６で、文字情報枠の格納可能文字数が極めて小さい（例えば、１０
０文字未満）と判定したとき (No)は、ステップＳ３２０に移行して、文字情報枠を削除し
、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。
一方、ステップＳ３０２で、非配置領域がレイアウト領域に存在しないと判定したとき (N
o)は、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。
【００９４】
次に、上記ステップＳ３１０の第１の情報配置処理を図１０を参照しながら詳細に説明す
る。図１０は、第１の情報配置処理を示すフローチャートである。
第１の情報配置処理は、上記ステップＳ３１０で実行されると、図１０に示すように、ま
ず、ステップＳ４００に移行するようになっている。
ステップＳ４００では、ユーザプロファイルテーブル３００からカテゴリ No.を読み出し
、ステップＳ４０２に移行して、コンテンツ登録ＤＢ４２のディジタルコンテンツを検索
して、読み出したカテゴリ No.に応じた優先順位でディジタルコンテンツを索出し、ステ
ップＳ４０４に移行して、索出したディジタルコンテンツに含まれる文字情報の文字数を
算出し、ステップＳ４０６に移行する。
【００９５】
ステップＳ４０６では、算出した文字情報の文字数が文字情報枠の格納可能文字数を超え
ているか否かを判定し、文字情報枠の格納可能文字数を超えていないと判定したとき (No)
は、ステップＳ４０８に移行して、ディジタルコンテンツに含まれる文字情報を文字情報
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枠に格納し、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。
【００９６】
一方、ステップＳ４０６で、算出した文字情報の文字数が文字情報枠の格納可能文字数を
超えていると判定したとき (Yes)は、ステップＳ４１０に移行して、ステップＳ４０２の
検索を所定回数試行したか否かを判定し、検索を所定回数試行したと判定したとき (Yes)
は、ステップＳ４１２に移行して、文字情報枠を削除し、一連の処理を終了して元の処理
に復帰させる。
【００９７】
一方、ステップＳ４１０で、ステップＳ４０２の検索を所定回数試行していないと判定し
たとき (No)は、ステップＳ４０２に移行する。
次に、上記ステップＳ３１４の第２の情報配置処理を図１１を参照しながら詳細に説明す
る。図１１は、第２の情報配置処理を示すフローチャートである。
第２の情報配置処理は、上記ステップＳ３１４で実行されると、図１１に示すように、ま
ず、ステップＳ５００に移行するようになっている。
【００９８】
ステップＳ５００では、コンテンツ登録ＤＢ４２のディジタルコンテンツを検索して、文
字情報枠の格納可能文字数に見合う文字数の文字情報を含むディジタルコンテンツを索出
し、ステップＳ５０２に移行して、索出したディジタルコンテンツに含まれる文字情報の
文字数を算出し、ステップＳ５０４に移行する。
ステップＳ５０４では、算出した文字情報の文字数が文字情報枠の格納可能文字数を超え
ているか否かを判定し、文字情報枠の格納可能文字数を超えていないと判定したとき (No)
は、ステップＳ５０６に移行して、ディジタルコンテンツに含まれる文字情報を文字情報
枠に格納し、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。
【００９９】
一方、ステップＳ５０４で、算出した文字情報の文字数が文字情報枠の格納可能文字数を
超えていると判定したとき (Yes)は、ステップＳ５０８に移行して、ステップＳ５００の
検索を所定回数試行したか否かを判定し、検索を所定回数試行したと判定したとき (Yes)
は、ステップＳ５１０に移行して、文字情報枠を削除し、一連の処理を終了して元の処理
に復帰させる。
【０１００】
一方、ステップＳ５０８で、ステップＳ５００の検索を所定回数試行していないと判定し
たとき (No)は、ステップＳ５００に移行する。
次に、上記ステップＳ３１８の第３の情報配置処理を図１２を参照しながら詳細に説明す
る。図１２は、第３の情報配置処理を示すフローチャートである。
第３の情報配置処理は、上記ステップＳ３１８で実行されると、図１２に示すように、ま
ず、ステップＳ６００に移行するようになっている。
【０１０１】
ステップＳ６００では、コンテンツ登録ＤＢ４２のディジタルコンテンツを検索して、デ
ィジタルコンテンツのうち文章を構成する文字情報の文字数が最小のディジタルコンテン
ツを索出し、ステップＳ６０２に移行して、索出したディジタルコンテンツに含まれる文
字情報の文字数を算出し、ステップＳ６０４に移行する。
【０１０２】
ステップＳ６０４では、算出した文字情報の文字数が文字情報枠の格納可能文字数を超え
ているか否かを判定し、文字情報枠の格納可能文字数を超えていないと判定したとき (No)
は、ステップＳ６０６に移行して、ディジタルコンテンツに含まれる文字情報を文字情報
枠に格納し、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。
【０１０３】
一方、ステップＳ６０４で、算出した文字情報の文字数が文字情報枠の格納可能文字数を
超えていると判定したとき (Yes)は、ステップＳ６０８に移行して、文字情報枠を削除し
、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。
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次に、上記実施の形態の動作を説明する。
まず、ディジタルコンテンツを配信するために必要な情報を登録する場合を説明する。
【０１０４】
ユーザがディジタルコンテンツの配信を希望する場合、ユーザは、ユーザ端末２００にお
いて、ＷＷＷブラウザによりコンテンツ配信端末１００にアクセスし、ユーザ登録要求を
入力する。
ユーザ端末２００では、ユーザ登録要求が入力されると、コンテンツ配信端末１００との
通信により、必要なユーザ情報を入力すべき要求がユーザに対して行われる。ここで、ユ
ーザは、その入力要求に応じて、ユーザ情報として、メインカテゴリ、サブカテゴリ、ユ
ーザＩＤ、パスワード、配信先アドレス、配信日、配信時刻、レイアウト No.、最大ペー
ジ数、フォントサイズを入力すると、それらユーザ情報がコンテンツ配信端末１００に送
信される。
【０１０５】
コンテンツ配信端末１００では、登録要求に伴ってユーザ情報を受信すると、ステップＳ
１００～Ｓ１１４を経て、受信したユーザ情報がユーザプロファイルテーブル３００に登
録される。
次に、ユーザプロファイルテーブル３００を参照してディジタルコンテンツを配信する場
合を説明する。
【０１０６】
コンテンツ配信端末１００では、ユーザプロファイルテーブル３００を参照してディジタ
ルコンテンツを配信すべき日時になると、ステップＳ２０４，Ｓ２０を経て、ユーザプロ
ファイルテーブル３００からカテゴリ No.が読み出され、読み出されたカテゴリ No.をもと
にコンテンツ登録ＤＢ４２のディジタルコンテンツを検索して、そのカテゴリ No.と一致
するカテゴリ No.が付されたディジタルコンテンツが索出される。次いで、ステップＳ２
０８～Ｓ２１２を経て、ユーザプロファイルテーブル３００からレイアウト No.が読み出
され、レイアウト No.対応テーブル３３０を参照して、読み出されたレイアウト No.に対応
するレイアウト定義ファイルがユーザ情報登録ＤＢ４０から読み出され、読み出されたレ
イアウト定義ファイルに基づいて、索出されたディジタルコンテンツについて出力レイア
ウトが決定されてディジタルコンテンツが作成される。
【０１０７】
レイアウトを行う過程では、ステップＳ３００を経て、ディジタルコンテンツを構成する
各種情報が所定の区分でレイアウト領域に配置される。その結果、レイアウト領域に非配
置領域が存在する場合には、ステップＳ３０４，Ｓ３０６を経て、文字情報枠が非配置領
域に配置され、文字情報枠の格納可能文字数が算出される。
【０１０８】
このとき、文字情報枠の格納可能文字数が比較的大きい場合には、ステップＳ３０８，Ｓ
３１０を経て、第１の情報配置処理により、非配置領域に情報が配置される。具体的には
、ステップＳ４００，Ｓ４０２を経て、ユーザプロファイルテーブル３００からカテゴリ
No.が読み出され、読み出されたカテゴリ No.に応じた優先順位でディジタルコンテンツが
コンテンツ登録ＤＢ４２のなかから索出される。その結果、索出されたディジタルコンテ
ンツに含まれる文字情報の文字数が文字情報枠の格納可能文字数を超えていないと、ステ
ップＳ４０６，Ｓ４０８を経て、その文字情報が文字情報枠に格納される。これに対し、
索出されたディジタルコンテンツに含まれる文字情報の文字数が文字情報枠の格納可能文
字数を超えていると、ステップＳ４０６，Ｓ４１０を経て、ディジタルコンテンツの再選
択が所定回数だけ行われる。
【０１０９】
また、ステップＳ３０６の算出の結果、文字情報枠の格納可能文字数が中程度である場合
には、ステップＳ３１２，Ｓ３１４を経て、第２の情報配置処理により、第１の情報配置
処理とは異なる手法で非配置領域に情報が配置される。具体的には、ステップＳ５００～
Ｓ５０６を経て、文字情報枠の格納可能文字数に見合う文字数の文字情報を含むディジタ
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ルコンテンツがコンテンツ登録ＤＢ４２のなかから索出され、索出されたディジタルコン
テンツに含まれる文字情報が文字情報枠に格納される。
【０１１０】
また、ステップＳ３０６の算出の結果、文字情報枠の格納可能文字数が比較的小さい場合
には、ステップＳ３１６，Ｓ３１８を経て、第３の情報配置処理により、第１の情報配置
処理および第２の情報配置処理とは異なる手法で非配置領域に情報が配置される。具体的
には、ステップＳ６００～Ｓ６０６を経て、ディジタルコンテンツのうち文章を構成する
文字情報の文字数が最小のディジタルコンテンツがコンテンツ登録ＤＢ４２のなかから索
出され、索出されたディジタルコンテンツに含まれる文字情報が文字情報枠に格納される
。
【０１１１】
また、ステップＳ３０６の算出の結果、文字情報枠の格納可能文字数が極めて小さい場合
には、ステップＳ３０２を経て、文字情報枠が削除される。すなわち、この場合には、非
配置領域には何も配置されないまま自動レイアウト処理が終了する。
そして、ステップＳ２２２，Ｓ２２４を経て、ユーザプロファイルテーブル３００から配
信先アドレスが読み出され、読み出された配信先アドレス宛に、作成されたディジタルコ
ンテンツが配信される。
【０１１２】
このようにして、本実施の形態では、コンテンツ配信端末１００は、ディジタルコンテン
ツを構成する各種情報をレイアウト領域に配置した結果、非配置領域がレイアウト領域に
存在する場合には、文字情報枠を非配置領域に配置し、所定の優先順位でディジタルコン
テンツをコンテンツ登録ＤＢ４２のなかから索出し、索出したディジタルコンテンツに含
まれる文字情報の文字数が文字情報枠の格納可能文字数を超えていないときは、その文字
情報を文字情報枠に格納し、索出したディジタルコンテンツに含まれる文字情報の文字数
が文字情報枠の格納可能文字数を超えているときは、ディジタルコンテンツの再選択を行
うようになっている。
【０１１３】
これにより、非配置領域には、フォントやピッチ等の変更を伴わずに、比較的優先順位の
高いディジタルコンテンツに含まれる文字情報が配置されるので、従来に比して、レイア
ウトの統一感をさほど損なうことなく、レイアウト領域に存在する非配置領域に情報を配
置することができる。また、優先順位を維持しつつ非配置領域に情報を配置することがで
きる。
【０１１４】
さらに、本実施の形態では、コンテンツ配信端末１００は、ディジタルコンテンツを構成
する各種情報をレイアウト領域に配置した結果、非配置領域がレイアウト領域に存在する
場合には、文字情報枠を非配置領域に配置し、文字情報枠の格納可能文字数に見合う文字
数の文字情報を含むディジタルコンテンツをコンテンツ登録ＤＢ４２のなかから索出し、
索出したディジタルコンテンツに含まれる文字情報を文字情報枠に格納するようになって
いる。
【０１１５】
これにより、非配置領域には、フォントやピッチ等の変更を伴わずに、文字情報枠の格納
可能文字数に見合う文字数の文字情報が配置されるので、従来に比して、レイアウトの統
一感をさほど損なうことなく、レイアウト領域に存在する非配置領域に情報を配置するこ
とができる。また、ページ全体のレイアウトが比較的きれいに仕上がる。
【０１１６】
さらに、本実施の形態では、コンテンツ配信端末１００は、ディジタルコンテンツを構成
する各種情報をレイアウト領域に配置した結果、非配置領域がレイアウト領域に存在する
場合には、文字情報枠を非配置領域に配置し、ディジタルコンテンツのうち文章を構成す
る文字情報の文字数が最小のディジタルコンテンツをコンテンツ登録ＤＢ４２のなかから
索出し、索出したディジタルコンテンツに含まれる文字情報を文字情報枠に格納するよう
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になっている。
【０１１７】
これにより、非配置領域には、フォントやピッチ等の変更を伴わずに、文字数が最小の文
字情報が配置されるので、従来に比して、レイアウトの統一感をさほど損なうことなく、
レイアウト領域に存在する非配置領域に情報を配置することができる。また、非配置領域
に多くの情報を配置することができる。
さらに、本実施の形態では、コンテンツ配信端末１００は、ディジタルコンテンツを構成
する各種情報をレイアウト領域に配置した結果、非配置領域がレイアウト領域に存在する
場合には、それぞれ異なる手法により非配置領域に情報を配置する第１～第３の情報配置
処理のうちいずれかを、非配置領域の大きさに基づいて索出し、索出した情報配置処理に
より非配置領域に情報を配置するようになっている。
【０１１８】
これにより、非配置領域の大きさによって異なる手法により非配置領域に情報が配置され
るので、非配置領域の大きさに応じて比較的適切な量の情報を配置することが可能となる
。したがって、従来に比して、レイアウトの統一感をさほど損なうことなく、レイアウト
領域に存在する非配置領域に情報を配置することができる。
【０１１９】
さらに、本実施の形態では、コンテンツ配信端末１００は、ユーザ情報登録ＤＢ４０のユ
ーザ情報に基づいて、ディジタルコンテンツをコンテンツ登録ＤＢ４２のなかから索出す
るようになっている。
これにより、ディジタルコンテンツの選択に関してユーザの固有情報やユーザによる指定
情報が参照されることから、ユーザの希望に比較的沿った内容のディジタルコンテンツを
作成することができる。
【０１２０】
さらに、本実施の形態では、コンテンツ配信端末１００は、ユーザ情報登録ＤＢ４０のユ
ーザ情報に基づいて、ディジタルコンテンツの出力レイアウトを決定してディジタルコン
テンツを作成するようになっている。
これにより、出力レイアウトの決定に関してユーザの固有情報やユーザによる指定情報が
参照されることから、ユーザの希望に比較的沿った出力レイアウトでディジタルコンテン
ツを作成することができる。
【０１２１】
　上記実施の形態において、コンテンツ登録ＤＢ４２は、請求項１、９ないし１１、１３
のコンテンツ記憶手段に対応し、ユーザ情報登録ＤＢ４０は、請求項１３または１４記載
のユーザ情報記憶手段に対応し、ステップＳ２０４，Ｓ２０６は、請求項１、９ないし１
１、１３ないし１５記載のコンテンツ選択手段に対応している。また、ステップＳ２０８
～Ｓ２１２は、請求項１、９ないし１１、１４、１５記載のコンテンツ作成手段に対応し
、第１～第３の情報配置処理は、請求項１、９ないし１１または１５記載の情報配置処理
に対応している。
【０１２２】
なお、上記実施の形態においては、非配置領域の大きさに基づいて、第１～第３の情報配
置処理のうちいずれかを索出し、索出した情報配置処理により非配置領域に情報を配置す
るように構成したが、これに限らず、非配置領域が属するレイアウト領域のページに関す
るページ情報に基づいて、第１～第３の情報配置処理のうちいずれかを索出し、索出した
情報配置処理により非配置領域に情報を配置するように構成してもよい。具体的には、図
１３のフローチャートに示す自動レイアウト処理により実現できる。図１３は、自動レイ
アウト処理を示すフローチャートである。
【０１２３】
この自動レイアウト処理は、上記ステップＳ２１２で実行されると、図１３に示すように
、まず、ステップＳ７００に移行するようになっている。
ステップＳ７００では、ステップＳ２１０で読み出したレイアウト定義ファイルに基づい
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て、ステップＳ２０６で索出したディジタルコンテンツを構成する各種情報を所定の区分
でレイアウト領域に配置する処理を実行し、ステップＳ７０２に移行する。
【０１２４】
ステップＳ７０２では、ディジタルコンテンツを構成する各種情報をレイアウト領域に配
置した結果、レイアウト領域に非配置領域が存在するか否かを判定し、非配置領域がレイ
アウト領域に存在すると判定したとき (Yes)は、ステップＳ７０４に移行して、非配置領
域に文字情報枠を配置し、ステップＳ７０６に移行して、配置した文字情報枠に格納可能
な文字数を算出し、ステップＳ７０８に移行する。
【０１２５】
ステップＳ７０８では、非配置領域が属するレイアウト領域のページ番号が比較的前方で
あるか否かを判定し、ページ番号が比較的前方であると判定したとき (Yes)は、ステップ
Ｓ７１０に移行して、ステップＳ４００～Ｓ４１２の第１の情報配置処理を実行し、一連
の処理を終了して元の処理に復帰させる。なお、ページ番号が比較的前方であるか否かの
判定は、例えば、所定の上限閾値および所定の下限閾値を設定してこれを基準として行え
ばよい。以下、ステップＳ７１２において同じである。
【０１２６】
一方、ステップＳ７０８で、非配置領域が属するレイアウト領域のページ番号が比較的前
方でないと判定したとき (No)は、ステップＳ７１２に移行して、非配置領域が属するレイ
アウト領域のページ番号が中程であるか否かを判定し、ページ番号が中程であると判定し
たとき (Yes)は、ステップＳ７１４に移行して、ステップＳ５００～Ｓ５１０の第２の情
報配置処理を実行し、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。
【０１２７】
一方、ステップＳ７１２で、非配置領域が属するレイアウト領域のページ番号が中程でな
いと判定したとき (No)は、ステップＳ７１４に移行して、ページ番号が比較的後方である
ことから、ステップＳ６００～Ｓ６０８の第３の情報配置処理を実行し、一連の処理を終
了して元の処理に復帰させる。
一方、ステップＳ７０２で、非配置領域がレイアウト領域に存在しないと判定したとき (N
o)は、一連の処理を終了して元の処理に復帰させる。
【０１２８】
これにより、レイアウト領域のページによって異なる手法により非配置領域に情報が配置
されるので、非配置領域が属するレイアウト領域のページに応じて比較的適切な内容の情
報を配置することが可能となる。したがって、従来に比して、比較的読み易い内容となる
ように、レイアウト領域に存在する非配置領域に情報を配置することができる。
【０１２９】
　この場合において、コンテンツ登録ＤＢ４２は、請求項２、９ないし１１、１３記載の
コンテンツ記憶手段に対応し、ユーザ情報登録ＤＢ４０は、請求項１３または１４記載の
ユーザ情報記憶手段に対応し、ステップＳ２０４，Ｓ２０６は、請求項２、９ないし１１
、１３、１４、１６記載のコンテンツ選択手段に対応している。また、ステップＳ２０８
～Ｓ２１２は、請求項２、９ないし１１、１４、１６記載のコンテンツ作成手段に対応し
、第１～第３の情報配置処理は、請求項２、９ないし１１または１６記載の情報配置処理
に対応している。
【０１３０】
また、上記実施の形態においては、非配置領域に情報を配置する処理として、図１０ない
し図１２のフローチャートに示す第１～第３の情報配置処理を採用したが、これに限らず
、コンテンツ配信端末１００は、広告情報を記憶した広告情報登録ＤＢを備え、ディジタ
ルコンテンツを構成する各種情報をレイアウト領域に配置した結果、非配置領域がレイア
ウト領域に存在する場合には、広告情報を格納するための広告情報枠を非配置領域に配置
し、広告情報登録ＤＢのなかから広告情報を索出し、索出した広告情報を広告情報枠に格
納するように構成してもよい。
【０１３１】
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　この場合において、広告情報は、請求項１２記載の特典情報に対応し、広告情報枠は、
請求項１２記載の特典情報枠に対応し、広告情報登録ＤＢは、請求項１２記載の特典情報
記憶手段に対応し、ステップＳ２０４，Ｓ２０６は、請求項１２記載のコンテンツ選択手
段に対応している。また、ステップＳ２０８～Ｓ２１２は、請求項１２記載のコンテンツ
作成手段に対応している。
【０１３２】
また、上記実施の形態においては、文字情報枠の格納可能文字数が極めて小さいときは、
文字情報枠を削除するように構成したが、これに限らず、文字情報枠の格納可能文字数が
極めて小さいときは、文字情報枠の文字数に見合う情報量の特典情報（広告情報その他ユ
ーザにとって有益と思われる情報）を文字情報枠に格納するように構成してもよい。
【０１３３】
また、上記実施の形態においては、第１～第３の情報配置処理で、索出したディジタルコ
ンテンツに含まれる文字情報の文字数が文字情報枠の文字数を超えているときは、その文
字情報を文字情報枠に格納しないように構成したが、これに限らず、ディジタルコンテン
ツに含まれる文字情報のうち文字情報枠の文字数に見合う文字数だけ文字情報枠に格納し
、その余については破棄しまたは他のレイアウト領域に格納するように構成してもよい。
【０１３４】
また、上記実施の形態においては、第１～第３の情報配置処理のうちいずれかを非配置領
域の大きさに基づいて選択するように構成したが、さらに次の好適な組合せを提案するこ
とができる。以下、第１の情報配置処理による手法を記事優先度重視選択方法として、第
２の情報配置処理による手法を領域適合重視選択方法として、第３の情報配置処理による
手法を最小記事選択方法としてその内容を表記する。
【０１３５】
第１に、非配置領域の大きさが「小」であるときは、最小記事選択方法によりディジタル
コンテンツを選択し、選択したディジタルコンテンツに含まれる文字情報を文字情報枠に
格納し、格納しきれない分は破棄する。非配置領域の大きさが「中」であるときは、領域
適合重視選択方法によりディジタルコンテンツを選択し、選択したディジタルコンテンツ
に含まれる文字情報を文字情報枠に格納し、格納しきれない分は最終ページに掲載する。
非配置領域の大きさが「大」であるときは、記事優先度重視選択方法によりディジタルコ
ンテンツを選択し、選択したディジタルコンテンツに含まれる文字情報を文字情報枠に格
納し、格納しきれない分は次のページに掲載する。
【０１３６】
第２に、非配置領域の大きさが「小」であるときは、広告情報登録ＤＢのなかから広告情
報を選択し、選択した広告情報を文字情報枠に格納する。非配置領域の大きさが「中」で
あるときは、記事優先度重視選択方法によりディジタルコンテンツを選択し、選択したデ
ィジタルコンテンツに含まれる文字情報を文字情報枠に格納し、格納しきれない分は次の
ページに掲載する。非配置領域の大きさが「大」であるときは、記事優先度重視選択方法
によりディジタルコンテンツを選択し、選択したディジタルコンテンツに含まれる文字情
報を文字情報枠に格納し、格納しきれない分は次のページに掲載する。
【０１３７】
また、情報配置処理をページ情報に基づいて選択する場合には、次の好適な組合せを提案
することができる。
第１に、１ページ目はレイアウトを美しく仕上げるために、領域適合重視選択方法により
ディジタルコンテンツを選択し、選択したディジタルコンテンツに含まれる文字情報を文
字情報枠に格納し、それ以降のページは、記事優先度重視選択方法によりディジタルコン
テンツを選択し、選択したディジタルコンテンツに含まれる文字情報を文字情報枠に格納
する。
【０１３８】
第２に、１ページ目はできるだけ多くの記事を掲載するために、最小記事選択方法により
ディジタルコンテンツを選択し、選択したディジタルコンテンツに含まれる文字情報を文
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字情報枠に格納し、それ以降のページは、記事優先度重視選択方法によりディジタルコン
テンツを選択し、選択したディジタルコンテンツに含まれる文字情報を文字情報枠に格納
する。
【０１３９】
第３に、５ページ目までは、記事優先度重視選択方法によりディジタルコンテンツを選択
し、選択したディジタルコンテンツに含まれる文字情報を文字情報枠に格納し、それ以降
のページに多くの記事を掲載するために、最小記事選択方法によりディジタルコンテンツ
を選択し、選択したディジタルコンテンツに含まれる文字情報を文字情報枠に格納する。
【０１４０】
なお、非配置領域に基づいて処理を選択する場合も、ページ情報に基づいて処理を選択す
る場合も、このようにあらかじめ選択方法を設定しておいてもよいが、選択方法をユーザ
情報としてユーザプロファイルテーブル３００に登録しておいてもよい。
また、上記実施の形態においては、ディジタルコンテンツに含まれる文字情報を文字情報
枠に格納するように構成したが、文字情報枠に文字情報を格納してもまだ非配置領域が依
然として存在する場合には、残っている非配置領域にさらに文字情報枠を配置し、非配置
領域が実質的に存在しなくなるまで上記同様の処理を繰り返し行うように構成してもよい
。
【０１４１】
また、上記実施の形態においては、ユーザ情報に基づいて、ディジタルコンテンツの出力
レイアウトを決定するように構成したが、これに限らず、ディジタルコンテンツに含まれ
る画像の数またはディジタルコンテンツに含まれる文字情報の量に基づいて、ディジタル
コンテンツの出力レイアウトを決定するように構成してもよい。
【０１４２】
これにより、ディジタルコンテンツに含まれる画像の数またはディジタルコンテンツに含
まれる文字情報の量が多かったり、また逆に少なかったりしても、比較的見やすい出力レ
イアウトにすることができる。
また、上記実施の形態においては、ステップＳ２１２のレイアウト処理をコンテンツ配信
端末１００で実行するように構成したが、これに限らず、それらレイアウト処理をユーザ
端末２００で実行するように構成してもよい。これにより、コンテンツ配信端末１００に
処理負荷が集中するのを低減することができる。
【０１４３】
また、上記実施の形態においては、非配置領域に情報を配置する処理として第１～第３の
情報配置処理を採用したが、これに限らず、既にレイアウト領域に配置している記事と同
じカテゴリに属する記事を非配置領域に配置する処理を採用することもできる。具体的に
は、同一レイアウト領域上に既に配置している記事のカテゴリを調べ、そのカテゴリに属
する記事のディジタルコンテンツをコンテンツ登録ＤＢ４２から索出し、索出したディジ
タルコンテンツを非配置領域の文字情報枠に格納する。同一カテゴリの記事が複数存在す
る場合は、同一カテゴリの記事のなかでさらに最小記事選択方法、領域適合重視選択方法
および記事優先度重視選択方法のいずれかにより記事の絞り込みを行う。同一カテゴリの
記事が存在しない場合は、最小記事選択方法、領域適合重視選択方法および記事優先度重
視選択方法のいずれかにより記事の選択を行う。
【０１４４】
これにより、同一レイアウト領域上に同一カテゴリの記事が配置されることが期待できる
。
また、上記実施の形態においては、第１～第３の情報配置処理のうちいずれかを非配置領
域の大きさに基づいて選択するように構成したが、これに限らず、次の好適な選択方法を
提案することができる。
【０１４５】
第１に、第１～第３の情報配置処理のうちいずれかを、レイアウト領域における非配置領
域の位置に基づいて選択する。紙面の上側は、ユーザの目に付きやすい性質がある。そこ
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で、非配置領域が紙面中央より上方に生じた場合は、記事優先度重視選択方法により記事
を選択する。一方、非配置領域が紙面中央より下方に生じた場合は、次のカラムや次のペ
ージに記事を続けると読みにくくなるため、領域適合重視選択方法により記事を選択する
。
【０１４６】
図１４（ａ）の文字情報枠に対して、同図（ｂ）のグレーの領域に記事を配置した結果、
レイアウト領域の左下および右上に非配置領域が生じた場合、カラムをまたがって左下の
領域から右上の領域（同図（ｂ）の斜線領域）にかけて同じ記事がレイアウトされると、
その記事は読みにくくなってしまう。図１４は、レイアウト領域を示す図である。
【０１４７】
同様に、紙面の左側（日本語縦書きでは右側）は、ユーザの目に付きやすい性質がある。
そこで、非配置領域が紙面中央より左方に生じた場合は、記事優先度重視選択方法により
記事を選択するといったことも考えられる。
これにより、レイアウト領域における非配置領域の位置によって異なる手法により非配置
領域に情報が配置されるので、レイアウト領域における非配置領域の位置に応じて比較的
適切な内容の情報を配置することが可能となる。したがって、従来に比して、比較的読み
易い内容となるように、レイアウト領域に存在する非配置領域に情報を配置することがで
きる。
【０１４８】
　この場合において、コンテンツ登録ＤＢ４２は、請求項３記載のコンテンツ記憶手段に
対応し、ステップＳ２０４，Ｓ２０６は、請求項３または１７記載のコンテンツ選択手段
に対応し、ステップＳ２０８～Ｓ２１２は、請求項３または１７記載のコンテンツ作成手
段に対応している。また、第１～第３の情報配置処理は、請求項３または１７記載の情報
配置処理に対応している。
【０１４９】
第２に、第１～第３の情報配置処理のうちいずれかを、非配置領域の形状に基づいて選択
する。非配置領域の形状が縦横のどちらか一方が他方に比べて著しく長くなっている場合
、すなわち細長い形状の非配置領域は、ユーザの目に付きにくいため、重要な記事を割り
当てるよりは、その領域の大きさに合った記事を割り当てた方がよい。そこで、非配置領
域が細長い場合は、領域適合重視選択方法により記事を選択し、ある程度バランスのとれ
た形状である場合は、記事優先度重視選択方法により記事を選択するといったことが考え
られる。
【０１５０】
　これにより、非配置領域の形状によって異なる手法により非配置領域に情報が配置され
るので、非配置領域の形状に応じて比較的適切な内容の情報を配置することが可能となる
。したがって、従来に比して、比較的読み易い内容となるように、レイアウト領域に存在
する非配置領域に情報を配置することができる。この場合において、コンテンツ登録ＤＢ
４２は、請求項４記載のコンテンツ記憶手段に対応し、ステップＳ２０４，Ｓ２０６は、
請求項４または１８記載のコンテンツ選択手段に対応し、ステップＳ２０８～Ｓ２１２は
、請求項４または１８記載のコンテンツ作成手段に対応している。また、第１～第３の情
報配置処理は、請求項４または１８記載の情報配置処理に対応している。
【０１５１】
第３に、第１～第３の情報配置処理のうちいずれかを、指定されたページ数の上限に基づ
いて選択する。指定されたページ数の上限が小さい場合は、できるだけ多くの記事を配置
するために、最小記事選択方法により記事を選択し、指定されたページ数の上限が大きい
場合は、記事優先度重視選択方法により記事を選択するといったことが考えられる。
【０１５２】
これにより、指定されたページ数の上限によって異なる手法により非配置領域に情報が配
置されるので、指定されたページ数の上限に応じて比較的適切な内容の情報を配置するこ
とが可能となる。したがって、従来に比して、比較的読み易い内容となるように、レイア
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ウト領域に存在する非配置領域に情報を配置することができる。
【０１５３】
　この場合において、コンテンツ登録ＤＢ４２は、請求項５記載のコンテンツ記憶手段に
対応し、ステップＳ２０４，Ｓ２０６は、請求項５または１９記載のコンテンツ選択手段
に対応し、ステップＳ２０８～Ｓ２１２は、請求項５または１９記載のコンテンツ作成手
段に対応している。また、第１～第３の情報配置処理は、請求項５または１９記載の情報
配置処理に対応している。
【０１５４】
第４に、第１～第３の情報配置処理のうちいずれかを、記事リストの要素数に基づいて選
択する。掲載する記事の候補である記事リストが多く、すべての記事を掲載できない場合
は、たくさんの種類の記事を掲載するよりは、優先度の高い記事から掲載した方が望まし
いため、記事優先度重視選択方法により記事を選択し、記事リストが少なく、すべての記
事を掲載することが可能な場合は、見た目を重視するため、領域適合重視選択により記事
を選択するといったことが考えられる。
【０１５５】
　これにより、記事リストの要素数によって異なる手法により非配置領域に情報が配置さ
れるので、記事リストの要素数に応じて比較的適切な内容の情報を配置することが可能と
なる。したがって、従来に比して、比較的読み易い内容となるように、レイアウト領域に
存在する非配置領域に情報を配置することができる。この場合において、コンテンツ登録
ＤＢ４２は、請求項６記載のコンテンツ記憶手段に対応し、ステップＳ２０４，Ｓ２０６
は、請求項６または２０記載のコンテンツ選択手段に対応し、ステップＳ２０８～Ｓ２１
２は、請求項６または２０記載のコンテンツ作成手段に対応している。また、第１～第３
の情報配置処理は、請求項６または２０記載の情報配置処理に対応している。
【０１５６】
第５に、第１～第３の情報配置処理のうちいずれかを、ディジタルコンテンツの配信時刻
または配信日時に基づいて選択する。ディジタルコンテンツを配信する時間帯が朝の場合
は、短時間で多くの情報を提供するために、最小記事選択方法により記事を選択し、配信
する時間帯が夕方から夜の場合は、ユーザが時間をかけて記事を読むことが可能な場合が
多いため、レイアウトの美しさを重視して、領域適合重視選択方法により記事を選択する
といったことが考えられる。
【０１５７】
これにより、配信時刻または配信日時によって異なる手法により非配置領域に情報が配置
されるので、配信時刻または配信日時に応じて比較的適切な内容の情報を配置することが
可能となる。したがって、従来に比して、比較的読み易い内容となるように、レイアウト
領域に存在する非配置領域に情報を配置することができる。
【０１５８】
　この場合において、コンテンツ登録ＤＢ４２は、請求項７記載のコンテンツ記憶手段に
対応し、ステップＳ２０４，Ｓ２０６は、請求項７または２１記載のコンテンツ選択手段
に対応し、ステップＳ２０８～Ｓ２１２は、請求項７または２１記載のコンテンツ作成手
段に対応している。また、第１～第３の情報配置処理は、請求項７または２１記載の情報
配置処理に対応している。
【０１５９】
第６に、第１～第３の情報配置処理のうちいずれかを、ユーザの住所等の所在地域に基づ
いて選択する。ユーザの所在地域の特色としてレイアウトの美しさを重視する傾向がある
場合は、領域適合重視選択方法により記事を選択し、一方、ユーザの所在地域の特色とし
てレイアウトの美しさよりも多くの情報を得ることが好まれる傾向がある場合は、最小記
事選択方法により記事を選択するといったことが考えられる。
【０１６０】
　これにより、ユーザの所在地域によって異なる手法により非配置領域に情報が配置され
るので、ユーザの所在地域に応じて比較的適切な内容の情報を配置することが可能となる
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。したがって、従来に比して、比較的読み易い内容となるように、レイアウト領域に存在
する非配置領域に情報を配置することができる。この場合において、コンテンツ登録ＤＢ
４２は、請求項８記載のコンテンツ記憶手段に対応し、ステップＳ２０４，Ｓ２０６は、
請求項８または２２記載のコンテンツ選択手段に対応し、ステップＳ２０８～Ｓ２１２は
、請求項８または２２記載のコンテンツ作成手段に対応している。また、第１～第３の情
報配置処理は、請求項８または２２記載の情報配置処理に対応している。
【０１６１】
なお、レイアウト領域ごとにカテゴリが決定されている場合は、非配置領域には、そのレ
イアウト領域に割り当てられたカテゴリと同一カテゴリの記事を配置する。
また、上記実施の形態においては、文字情報枠の格納可能文字数に見合う文字数の文字情
報を含むディジタルコンテンツをコンテンツ登録ＤＢ４２のなかから索出しているため、
通常は、文字情報の文字数が文字情報枠を超えることはない。しかし、実際に文字情報枠
に文字情報を格納してみたときに、禁則処理やジャスティフィケーション処理などによっ
てスペースが追加され、レイアウト時の文字数が実際の文字数よりも長くなる場合があり
、その場合には、文字情報枠の格納可能文字数に見合う文字数の文字情報を索出しても、
文字情報枠を超えて溢れてしまう。そこで、このような場合には、例えば、それよりも文
字数が少ない文字情報であって格納可能文字数に次に見合う文字数の文字情報を含むディ
ジタルコンテンツを索出するようにしたり、最小記事選択方法により記事を選択するよう
にしたりすればよい。
【０１６２】
また、上記実施の形態において、図８ないし図１３のフローチャートに示す処理を実行す
るにあたってはいずれも、ＲＯＭ３２にあらかじめ格納されている制御プログラムを実行
する場合について説明したが、これに限らず、これらの手順を示したプログラムが記憶さ
れた記憶媒体から、そのプログラムをＲＡＭ３４に読み込んで実行するようにしてもよい
。
【０１６３】
ここで、記憶媒体とは、ＲＡＭ、ＲＯＭ等の半導体記憶媒体、ＦＤ、ＨＤ等の磁気記憶型
記憶媒体、ＣＤ、ＣＤＶ、ＬＤ、ＤＶＤ等の光学的読取方式記憶媒体、ＭＯ等の磁気記憶
型／光学的読取方式記憶媒体であって、電子的、磁気的、光学的等の読み取り方法のいか
んにかかわらず、コンピュータで読み取り可能な記憶媒体であれば、あらゆる記憶媒体を
含むものである。
【０１６４】
また、上記実施の形態においては、本発明に係るディジタルコンテンツ作成システムおよ
びディジタルコンテンツ作成プログラムを、インターネット１９９からなるネットワーク
システムに適用した場合について説明したが、これに限らず、例えば、インターネット１
９９と同一方式により通信を行ういわゆるイントラネットに適用してもよい。もちろん、
インターネット１９９と同一方式により通信を行うネットワークに限らず、通常のネット
ワークに適用することもできる。
【０１６５】
　また、上記実施の形態においては、本発明に係るディジタルコンテンツ作成システムお
よびディジタルコンテンツ作成プログラムを、図１に示すように、コンテンツ配信端末１
００において、ニュース等のディジタルコンテンツをユーザ端末２００に配信する場合に
ついて適用したが、これに限らず、本発明の主旨を逸脱しない範囲で他の場合にも適用可
能である。
　上述した実施形態によれば、非配置領域には、フォントやピッチ等の変更を伴わずに、
比較的優先順位の高いディジタルコンテンツに含まれる文字情報が配置されるので、従来
に比して、レイアウトの統一感をさほど損なうことなく、レイアウト領域に存在する非配
置領域に情報を配置することができるという効果が得られる。
　さらに、上述した実施形態によれば、非配置領域には、フォントやピッチ等の変更を伴
わずに、文字情報枠の格納可能文字数に見合う文字数の文字情報が配置されるので、従来
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に比して、レイアウトの統一感をさほど損なうことなく、レイアウト領域に存在する非配
置領域に情報を配置することができるという効果が得られる。
　さらに、上述した実施形態によれば、非配置領域には、フォントやピッチ等の変更を伴
わずに、文字数が最小の文字情報が配置されるので、従来に比して、レイアウトの統一感
をさほど損なうことなく、レイアウト領域に存在する非配置領域に情報を配置することが
できるという効果が得られる。
【０１６６】
【発明の効果】
　以上説明したように、  本発明に係る請求項１記載のディジタルコンテンツ作成システ
ムによれば、非配置領域の大きさによって異なる手法により非配置領域に情報が配置され
るので、非配置領域の大きさに応じて比較的適切な量の情報を配置することが可能となる
。したがって、従来に比して、レイアウトの統一感をさほど損なうことなく、レイアウト
領域に存在する非配置領域に情報を配置することができるという効果が得られる。
【０１７０】
　さらに、本発明に係る請求項２記載のディジタルコンテンツ作成システムによれば、レ
イアウト領域のページによって異なる手法により非配置領域に情報が配置されるので、非
配置領域が属するレイアウト領域のページに応じて比較的適切な内容の情報を配置するこ
とが可能となる。したがって、従来に比して、比較的読み易い内容となるように、レイア
ウト領域に存在する非配置領域に情報を配置することができるという効果が得られる。
【０１７１】
　さらに、本発明に係る請求項３記載のディジタルコンテンツ作成システムによれば、レ
イアウト領域における非配置領域の位置によって異なる手法により非配置領域に情報が配
置されるので、レイアウト領域における非配置領域の位置に応じて比較的適切な内容の情
報を配置することが可能となる。したがって、従来に比して、比較的読み易い内容となる
ように、レイアウト領域に存在する非配置領域に情報を配置することができるという効果
が得られる。
【０１７２】
　さらに、本発明に係る請求項４記載のディジタルコンテンツ作成システムによれば、非
配置領域の形状によって異なる手法により非配置領域に情報が配置されるので、非配置領
域の形状に応じて比較的適切な内容の情報を配置することが可能となる。したがって、従
来に比して、比較的読み易い内容となるように、レイアウト領域に存在する非配置領域に
情報を配置することができるという効果が得られる。
【０１７３】
　さらに、本発明に係る請求項５記載のディジタルコンテンツ作成システムによれば、指
定されたページ数の上限によって異なる手法により非配置領域に情報が配置されるので、
指定されたページ数の上限に応じて比較的適切な内容の情報を配置することが可能となる
。したがって、従来に比して、比較的読み易い内容となるように、レイアウト領域に存在
する非配置領域に情報を配置することができるという効果が得られる。
【０１７４】
　さらに、本発明に係る請求項６記載のディジタルコンテンツ作成システムによれば、選
択されたディジタルコンテンツの数によって異なる手法により非配置領域に情報が配置さ
れるので、選択されたディジタルコンテンツの数に応じて比較的適切な内容の情報を配置
することが可能となる。したがって、従来に比して、比較的読み易い内容となるように、
レイアウト領域に存在する非配置領域に情報を配置することができるという効果が得られ
る。
【０１７５】
　さらに、本発明に係る請求項７記載のディジタルコンテンツ作成システムによれば、デ
ィジタルコンテンツの配信時刻または配信日時によって異なる手法により非配置領域に情
報が配置されるので、ディジタルコンテンツの配信時刻または配信日時に応じて比較的適
切な内容の情報を配置することが可能となる。したがって、従来に比して、比較的読み易

10

20

30

40

50

(35) JP 3835191 B2 2006.10.18



い内容となるように、レイアウト領域に存在する非配置領域に情報を配置することができ
るという効果が得られる。
【０１７６】
　さらに、本発明に係る請求項８記載のディジタルコンテンツ作成システムによれば、ユ
ーザの所在地域によって異なる手法により非配置領域に情報が配置されるので、ユーザの
所在地域に応じて比較的適切な内容の情報を配置することが可能となる。したがって、従
来に比して、比較的読み易い内容となるように、レイアウト領域に存在する非配置領域に
情報を配置することができるという効果が得られる。
【０１７７】
　さらに、本発明に係る請求項１２記載のディジタルコンテンツ作成システムによれば、
ユーザは、比較的有益な情報を入手することができるので、ユーザに対するサービスを向
上することができるという効果も得られる。
　さらに、本発明に係る請求項１３記載のディジタルコンテンツ作成システムによれば、
ディジタルコンテンツの選択に関してユーザの固有情報やユーザによる指定情報が参照さ
れることから、ユーザの希望に比較的沿った内容のディジタルコンテンツを作成すること
ができるという効果も得られる。
【０１７８】
　さらに、本発明に係る請求項１４記載のディジタルコンテンツ作成システムによれば、
出力レイアウトの決定に関してユーザの固有情報やユーザによる指定情報が参照されるこ
とから、ユーザの希望に比較的沿った出力レイアウトでディジタルコンテンツを作成する
ことができるという効果も得られる。
【０１８０】
　さらに、本発明に係る請求項１５記載のディジタルコンテンツ作成プログラムによれば
、請求項１記載のディジタルコンテンツ作成システムと同等の効果が得られる。
　さらに、本発明に係る請求項１６記載のディジタルコンテンツ作成プログラムによれば
、請求項２記載のディジタルコンテンツ作成システムと同等の効果が得られる。
【０１８１】
　さらに、本発明に係る請求項１７記載のディジタルコンテンツ作成プログラムによれば
、請求項３記載のディジタルコンテンツ作成システムと同等の効果が得られる。
　さらに、本発明に係る請求項１８記載のディジタルコンテンツ作成プログラムによれば
、請求項４記載のディジタルコンテンツ作成システムと同等の効果が得られる。
【０１８２】
　さらに、本発明に係る請求項１９記載のディジタルコンテンツ作成プログラムによれば
、請求項５記載のディジタルコンテンツ作成システムと同等の効果が得られる。
　さらに、本発明に係る請求項２０記載のディジタルコンテンツ作成プログラムによれば
、請求項６記載のディジタルコンテンツ作成システムと同等の効果が得られる。
【０１８３】
　さらに、本発明に係る請求項２１記載のディジタルコンテンツ作成プログラムによれば
、請求項７記載のディジタルコンテンツ作成システムと同等の効果が得られる。
　さらに、本発明に係る請求項２２記載のディジタルコンテンツ作成プログラムによれば
、請求項８記載のディジタルコンテンツ作成システムと同等の効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用するネットワークシステムの構成を示すブロック図である。
【図２】コンテンツ配信端末１００の機能概要を示す機能ブロック図である。
【図３】コンテンツ配信端末１００の構成を示すブロック図である。
【図４】ユーザプロファイルテーブル３００のデータ構造を示す図である。
【図５】レイアウト定義ファイルおよびレイアウト No.対応テーブル３３０のデータ構造
を示す図である。
【図６】ディジタルコンテンツおよびカテゴリ No.対応テーブル３４０のデータ構造を示
す図である。
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【図７】ユーザ登録処理を示すフローチャートである。
【図８】コンテンツ配信処理を示すフローチャートである。
【図９】自動レイアウト処理を示すフローチャートである。
【図１０】第１の情報配置処理を示すフローチャートである。
【図１１】第２の情報配置処理を示すフローチャートである。
【図１２】第３の情報配置処理を示すフローチャートである。
【図１３】自動レイアウト処理を示すフローチャートである。
【図１４】レイアウト領域を示す図である。
【符号の説明】
１０　　　　　　　　　　　コンテンツデータファイル
１１，１４，１８　　　　　ＸＭＬパーサ
１２　　　　　　　　　　　コンテンツデータファイル入力部
１３　　　　　　　　　　　レイアウト定義ファイル
１５　　　　　　　　　　　レイアウト定義ファイル入力部
１６　　　　　　　　　　　レイアウティング部
１７　　　　　　　　　　　描画指定ファイル
１９　　　　　　　　　　　ラスタライズ部
１００　　　　　　　　　　コンテンツ配信端末
２００　　　　　　　　　　ユーザ端末
Ｓ 1～Ｓ n　　　　　　　　　コンテンツ提供端末
３０　　　　　　　　　　　ＣＰＵ
３２　　　　　　　　　　　ＲＯＭ
３４　　　　　　　　　　　ＲＡＭ
３８　　　　　　　　　　　Ｉ／Ｆ
４０　　　　　　　　　　　ユーザ情報登録ＤＢ
４２　　　　　　　　　　　コンテンツ登録ＤＢ
３００　　　　　　　　　　ユーザプロファイルテーブル
３３０　　　　　　　　　　レイアウト No.対応テーブル
３４０　　　　　　　　　　カテゴリ No.対応テーブル
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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