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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の部分領域が一覧配置された画像情報を観察するユーザの視線の流れる経路を予測
して表示するための視線誘導情報表示装置であって、 
　前記画像情報を入力する入力手段と、 
　入力された前記画像情報を部分領域に分割して認識する部分領域認識手段と、 
　当該部分領域認識手段で認識した部分領域毎の初期注目確率を算出する初期注目確率計
算手段と、 
　前記部分領域認識手段で認識した部分領域毎の視線誘導方向とその確率とを算出する視
線誘導方向計算手段と、 
　前記初期注目確率計算手段で算出された部分領域毎の初期注目確率、および前記視線誘
導方向計算手段で算出された部分領域毎の視線誘導方向とその確率とをそれぞれ表示する
出力手段と、
　前記初期注目確率計算手段と前記視線誘導方向計算手段との算出結果から確率の組み合
わせによって視線の流れる経路をその確率と共に算出する視線誘導情報算出手段とを備え
ると共に、 
　前記出力手段は、 
　前記視線誘導情報算出手段で算出された視線の流れる経路を表示するようにしたことを
特徴とする視線誘導情報表示装置。 
【請求項２】
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　請求項１に記載の視線誘導情報表示装置において、 
　指定された部分領域に限定した経路のみの視線誘導情報を指定する経路指定手段を備え
たことを特徴とする視線誘導情報表示装置。 
【請求項３】
　請求項１または２に記載の視線誘導情報表示装置において、 
　前記出力手段は、 
　前記初期注目確率計算手段で算出した初期注目確率を各部分領域毎に数値、又は色別あ
るいは色の濃さで表示するようにしたことを特徴とする視線誘導情報表示装置。
【請求項４】
　請求項１または２に記載の視線誘導情報表示装置において、 
　前記出力手段は、 
　前記視線誘導方向計算手段で算出された部分領域毎の視線誘導方向と確率とを、方向を
示す図形と数値、又は方向を示す図形の強度で表示するようにしたことを特徴とする視線
誘導情報表示装置。 
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の視線誘導情報表示装置において、 
　前記出力手段は、 
　前記視線誘導情報算出手段で算出された視線の流れる経路を、方向を示す図形で表示す
るようにしたことを特徴とする視線誘導情報表示装置。 
【請求項６】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の視線誘導情報表示装置において、 
　前記出力手段は、 
　前記視線誘導情報算出手段で算出された視線の流れる経路とその確率とを、方向を示す
図形と数値、又は方向を示す図形の強度を組み合わせて表示するようにしたことを特徴と
する視線誘導情報表示装置。 
【請求項７】
　コンピュータを、 
　請求項１～６のいずれか１項に記載の視線誘導情報表示装置として機能させることを特
徴とする視線誘導情報表示プログラム。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、製品カタログやＷｅｂページ等のドキュメントを作成するに際してその観察
者の視線の流れ（アイフロー：Ｅｙｅ　ｆｌｏｗ）を的確に予測するための視線誘導情報
表示装置および視線誘導情報表示プログラム並びに視線誘導情報表示方法に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
  一般に、タイトルや写真、文章、イラスト等を的確に配置してデザイン性を高めたドキ
ュメント（以下、適宜「ビジュアルドキュメント」ともいう。）は、その出来具合によっ
ては商品や企業に対するイメージや売り上げに大きく影響を与えることがある。
　そのため、従来では、このようなビジュアルドキュメントの作成は、ドキュメントデザ
イナー等と呼ばれる専門的なスキルやデザインセンスを持つ者が一手に引き受ける領域と
なっており、現実にそれを専業とした多くのデザイン会社も設立されている。
【０００３】
　このようなプロのデザイナーがビジュアルドキュメントを作成する際に意識するテクニ
ックの１つとして、実際にビジュアルドキュメントを観る観察者（以下、本文では適宜、
読者あるいはユーザともいう）の視線をどのように流すかといった、いわゆるアイフロー
のコントロールというテクニックがあることが知られている。
　すなわち、プロのデザイナーは、１つの表示面上にタイトルや文章、写真、イラスト等
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といった複数の部分領域（以下、適宜、「ドキュメントパーツ」ともいう）を配置するに
際して、その部分領域同士の情報の関連性のみならず、人間の視線の流れの特性を経験的
に把握し、どのように配置すれば、最も見やすくかつ美しく配置できるか等といった経験
的なノウハウを意識的にあるいは無意識に駆使してクライアントや読者の満足するビジュ
アルドキュメントのデザインを行っていると考えられている。
【０００４】
　このため、ビジュアルドキュメントに関するデザイン開発等の経験がない（浅い）通常
のビジネスマン等が質の高いビジュアルドキュメントを作成するためには、先ず、このよ
うな観察者の視線の流れを正確に予測することが重要なポイントと考えられており、この
ような観察者のアイフローに関する技術として、従来では例えば以下の特許文献１、２等
に示すような技術が提案されている。
【特許文献１】特開２００２－１７５２９０号公報
【特許文献２】特開平６－１６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
  ところで、これら従来の技術は、観察者の視線をアイカメラ等で実際に計測して視線の
流れを求めるという、従来からあるアイフローの検出方法を応用したものであり、各ドキ
ュメントパーツの配置そのものから観察者のアイフローを予測することはできない。
　そこで、本発明はこのような課題を有効に解決するために案出されたものであり、その
目的は、ドキュメントパーツ（部分領域）の配置そのものから観察者のアイフローを的確
に予測することができる新規な視線誘導情報表示装置および視線誘導情報表示プログラム
並びに視線誘導情報表示方法を提供するものである。 
【課題を解決するための手段】
【０００６】
  〔発明１〕前記課題を解決するために発明１の視線誘導情報表示装置は、
　画像情報から視線誘導情報を計算する視線誘導情報計算手段と、当該視線誘導情報計算
手段で計算された視線誘導情報を表示する視線誘導情報表示手段と、を備えたことを特徴
とするものである。
　これによって、前記ビジュアルドキュメントのみならず、単なるドキュメントや文書、
画像、アルバム等の画像情報のみから後述するように視線の流れを判断するための視線誘
導情報が得られると共に、その視線誘導情報をユーザに対して明確に表示することができ
る。
【０００７】
　なお、本発明でいう「画像情報」とは、１つのレイアウト面（表示面）上に複数の部分
領域が一覧配置された視認可能な情報、例えば、前述したようなビジュアルドキュメント
や単なるドキュメントや文書、画像、アルバムの他、整形済み電子文書、カタログ、ポス
ター、チャート図等であり、また、この「部分領域」とは、前記「画像情報」を構成する
各要素、例えば、前述したようなタイトルや文章、写真、イラスト等であり、その形状や
面積の大小は問わない（以下の視線誘導情報表示装置、視線誘導情報表示プログラム、視
線誘導情報表示方法において同じである）。
【０００８】
  〔発明２〕また、発明２の視線誘導情報表示装置は、
　発明１に記載の視線誘導情報表示装置において、前記視線誘導情報計算手段は、入力さ
れた前記画像情報を部分領域に分割して認識する部分領域認識手段を備え、前記視線誘導
情報表示手段は、前記部分領域毎の初期注目確率を表示する出力手段を備えていることを
特徴とするものである。
【０００９】
　すなわち、本発明は、前記視線誘導情報計算手段の部分領域認識手段によって前記画像
情報を部分領域に分割して認識してから、前記視線誘導情報表示手段の出力手段がそれら
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各部分領域毎の初期注目確率を表示するようにしたものである。
  これによって、発明１と同様に、前記ビジュアルドキュメントのみならず、単なるドキ
ュメントや文書、画像、アルバム等の画像情報のみから後述するように視線の流れを判断
するための視線誘導情報が得られると共に、その視線誘導情報をユーザに対して明確に表
示することができる。
【００１０】
  〔発明３〕また、発明３の視線誘導情報表示装置は、
  発明１に記載の視線誘導情報表示装置において、前記視線誘導情報計算手段は、入力さ
れた前記画像情報を部分領域に分割して認識する部分領域認識手段を備え、前記視線誘導
情報表示手段は、前記部分領域毎の視線誘導方向とその確率を表示する出力手段を備えて
いることを特徴とするものである。
【００１１】
  すなわち、本発明は、前記視線誘導情報計算手段の部分領域認識手段によって前記画像
情報を部分領域に分割して認識してから、前記視線誘導情報表示手段の出力手段がそれら
各部分領域毎の視線誘導方向とその確率を表示するようにしたものである。
  これによって、発明１と同様に、前記ビジュアルドキュメントのみならず、単なるドキ
ュメントや文書、画像、アルバム等の画像情報のみから後述するように視線の流れを判断
するための視線誘導情報が得られると共に、その視線誘導情報をユーザに対して明確に表
示することができる。
【００１２】
  〔発明４〕また、発明４の視線誘導情報表示装置は、
  発明１に記載の視線誘導情報表示装置において、前記視線誘導情報計算手段は、入力さ
れた前記画像情報を部分領域に分割して認識する部分領域認識手段とを備え、前記視線誘
導情報表示手段は、前記部分領域毎の初期注目確率、および前記部分領域毎の視線誘導方
向とその確率とをそれぞれ表示する出力手段を備えていることを特徴とするものである。
【００１３】
　すなわち、本発明は、前記視線誘導情報計算手段の部分領域認識手段によって前記画像
情報を部分領域に分割して認識してから、前記視線誘導情報表示手段の出力手段が、発明
２のように各部分領域毎の初期注目確率と、発明３のように各部分領域毎の視線誘導方向
とその確率をそれぞれ表示するようにしたものである。
  これによって、発明１と同様に、前記ビジュアルドキュメントのみならず、単なるドキ
ュメントや文書、画像、アルバム等の画像情報のみから後述するように視線の流れを判断
するための視線誘導情報が得られると共に、その視線誘導情報をユーザに対して明確に表
示することができる。
【００１４】
  〔発明５〕また、発明５の視線誘導情報表示装置は、
　発明１に記載の視線誘導情報表示装置において、前記視線誘導情報計算手段は、入力さ
れた前記画像情報を構成する部分領域毎の初期注目確率、または当該部分領域毎の視線誘
導方向とその確率とから視線誘導経路を生成するようになっており、前記視線誘導情報表
示手段は、前記視線誘導情報計算手段で生成された前記部分領域毎の初期注目確率、また
は前記視線誘導経路を表示するようになっていることを特徴とするものである。
【００１５】
  これによって、発明１と同様に、前記ビジュアルドキュメントのみならず、単なるドキ
ュメントや文書、画像、アルバム等の画像情報のみから後述するように視線の流れを判断
するための視線誘導情報が得られると共に、その視線誘導情報をユーザに対して明確に表
示することができる。
【００１６】
  〔発明６〕また、発明６の視線誘導情報表示装置は、
  複数の部分領域が一覧配置された画像情報を観察するユーザの視線の流れる経路を予測
して表示するための視線誘導情報表示装置であって、前記部分領域毎の初期注目確率、お
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よび前記部分領域毎の視線誘導方向とその確率とを取得する視線誘導方向計算手段と、前
記初期注目確率計算手段で取得された部分領域毎の初期注目確率、および前記視線誘導方
向計算手段で算出された部分領域毎の視線誘導方向とその確率とをそれぞれ表示する出力
手段と、を備えたことを特徴とするものである。
【００１７】
  すなわち、本発明は、前記視線誘導方向計算手段が自ら、部分領域毎の初期注目確率、
または当該部分領域毎の視線誘導方向とその確率から視線誘導経路を算出するのではなく
、これらの情報を外部から受け取るようにしたものである。
  これによって、発明１と同様に、前記ビジュアルドキュメントのみならず、単なるドキ
ュメントや文書、画像、アルバム等の画像情報のみから視線の流れを判断するための視線
誘導情報が得られると共に、その視線誘導情報をユーザに対して明確に表示することがで
きる。
【００１８】
  〔発明７〕発明７の視線誘導情報表示装置は、
　複数の部分領域が一覧配置された画像情報を観察するユーザの視線の流れる経路を予測
して表示するための視線誘導情報表示装置であって、前記画像情報を入力する入力手段と
、入力された前記画像情報を部分領域に分割して認識する部分領域認識手段と、当該部分
領域認識手段で認識した部分領域毎の初期注目確率を算出する初期注目確率計算手段と、
前記部分領域認識手段で認識した部分領域毎の視線誘導方向とその確率とを算出する視線
誘導方向計算手段と、前記初期注目確率計算手段で算出された部分領域毎の初期注目確率
、および前記視線誘導方向計算手段で算出された部分領域毎の視線誘導方向とその確率と
をそれぞれ表示する出力手段と、を備えたことを特徴とするものである。
【００１９】
　すなわち、本発明は発明１～４の構成をより具体化したものであり、先ず、前記視線誘
導情報計算手段の１つである部分領域認識手段によって、入力手段から入力された画像情
報をタイトルや写真、文章等の部分領域毎に分割してその部分領域毎の位置と大きさ（レ
イアウト）を認識した後、初期注目確率計算手段によって、人間の先天的又は経験的な視
覚特性を利用したルールを用いて各部分領域毎の初期注目確率を算出すると共に、視線誘
導方向計算手段によって、同じルールを用いて各部分領域毎の視線誘導方向とその確率と
を算出する。
【００２０】
　そして、前記視線誘導情報表示手段の１つである出力手段がこれら部分領域毎の初期注
目確率、および部分領域毎の視線誘導方向とその確率をＣＲＴ（陰極線管）やＬＣＤ（液
晶ディスプレイ）等の電子的な表示手段を用いて表示するようにしたものである。
　これによって、アイフローの予測を行うための有力な判断材料（要素）となる、各部分
領域毎の初期注目確率と視線誘導方向とその確率が得られると共に、これらを誰もが容易
に認識できるように視覚的（ビジュアル）に表示することができるため、従来のようにア
イカメラ等の特殊な装置や煩わしい操作を行うことなく、その画像情報の各部分領域の配
置そのものから観察者の視線の流れを的確に予測することができる。
【００２１】
　この結果、デザイン開発等の経験がない（浅い）通常のビジネスマン等がビジュアルド
キュメント等を作成する際のデザインノウハウあるいはテクニックの一部として支援する
ことが可能となり、質の高いビジュアルドキュメントの作成に貢献することができる。
【００２２】
  〔発明８〕発明８の視線誘導情報表示装置は、
　発明７に記載の視線誘導情報表示装置において、前記初期注目確率計算手段と視線誘導
方向計算手段との算出結果から確率の組み合わせによって視線の流れる経路をその確率と
共に算出する視線誘導情報算出手段を備えると共に、前記出力手段は、前記視線誘導情報
算出手段で算出された視線の流れる経路を表示するようにしたことを特徴とするものであ
る。
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　これによって、さらに具体的な視線の流れる経路を算出して表示することができるため
、その画像情報の各部分領域の配置そのものから観察者の視線の流れをより正確に予測す
ることができる。
【００２３】
  〔発明９〕発明９の視線誘導情報表示装置は、
　発明８に記載の視線誘導情報表示装置において、指定された部分領域に限定した経路の
みの視線誘導情報を指定する経路指定手段を備えたことを特徴とするものである。
【００２４】
　すなわち、前記発明３のように視線誘導情報算出手段では、認識された部分領域が少な
ければ、全ての組み合わせの経路とその確率を算出することは特に困難ではないが、対象
となる部分領域の数が大きくなると、その経路の組み合わせは膨大なものとなってしまい
、この結果、装置に対する負荷が大きくなって算出結果を得るまで長時間待たされたり、
表示が乱雑となって的確な予測が行えなくなってしまうことが考えられる。
【００２５】
　このため、本発明は発明５の構成に加えてさらに経路指定手段を設け、この経路指定手
段によって任意の部分領域を指定し、この指定した部分領域を始点又は終点、あるいは経
由する経路のみに限定した視線誘導情報を算出することができる。
　これによって、組み合わせの爆発（膨大な組み合わせ数の発生）が回避されて、経路の
組み合わせ数が限定されるようになるため、短時間で的確な経路のみの視線誘導情報を算
出して表示することができると共に、表示も見やすくなって的確な予測を行うことが可能
となる。
【００２６】
  〔発明１０〕発明１０の視線誘導情報表示装置は、
　発明７～９のいずれかに記載の視線誘導情報表示装置において、前記出力手段は、前記
初期注目確率計算手段で算出した初期注目確率を各部分領域毎に数値、又は色別あるいは
色の濃さで表示するようにしたことを特徴とするものである。
　このように各部分領域の初期注目確率を数値で表示することによって、視覚のみをもっ
て各部分領域毎の初期注目確率の大きさを明確に、また、初期注目確率を色別あるいは色
の濃さで表示することによって各部分領域毎の初期注目確率の大きさを容易に判別するこ
とができる。
【００２７】
  〔発明１１〕発明１１の視線誘導情報表示装置は、
　発明７～９のいずれかに記載の視線誘導情報表示装置において、前記出力手段は、前記
視線誘導方向計算手段で算出された部分領域毎の視線誘導方向と確率とを、方向を示す図
形と数値、又は方向を示す図形の強度で表示するようにしたことを特徴とするものである
。
　これによって、部分領域毎の視線誘導方向とその確率とを視覚的に明確に認識すること
ができる。
【００２８】
  〔発明１２〕発明１２の視線誘導情報表示装置は、
　発明７～９のいずれかに記載の視線誘導情報表示装置において、前記出力手段は、前記
視線誘導情報算出手段で算出された視線の流れる経路を、方向を示す図形で表示するよう
にしたことを特徴とするようにしたことを特徴とするものである。
　これによって、各部分領域間を流れる視線の経路を視覚的に容易かつ明確に把握するこ
とができる。
【００２９】
  〔発明１３〕発明１３の視線誘導情報表示装置は、
　発明７～９のいずれかに記載の視線誘導情報表示装置において、前記出力手段は、前記
視線誘導情報算出手段で算出された視線の流れる経路とその確率とを、方向を示す図形と
数値、又は方向を示す図形の強度を組み合わせて表示するようにしたことを特徴とするも
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のである。
　これによって、各部分領域間を流れる視線の経路のみならず、その確率を視覚的に容易
かつ明確に把握することができる。
【００３０】
  〔発明１４〕発明１４の視線誘導情報表示プログラムは、
  コンピュータを、画像情報から視線誘導情報を計算する視線誘導情報計算ステップと、
当該視線誘導情報計算手段で計算された視線誘導情報を表示する視線誘導情報表示ステッ
プと、して機能させることを特徴とするものである。
　これによって、発明１と同様に画像情報のみから視線誘導情報を得てこれをユーザに対
して明確に表示することができることは勿論、パソコン等の汎用のコンピュータシステム
等を用いてソフトウェア上でそれらの機能を実現することができるため、別個専用のハー
ドウェアを用意して実現する場合に比べて優れた経済性を発揮することができる。
【００３１】
  〔発明１５〕発明１５の視線誘導情報表示プログラムは、
  発明１４に記載の視線誘導情報表示プログラムにおいて、前記視線誘導情報計算ステッ
プは、入力された前記画像情報を部分領域に分割して認識する部分領域認識ステップを有
し、前記視線誘導情報表示ステップは、前記部分領域毎の初期注目確率を表示する出力ス
テップを有していることを特徴とするものである。
【００３２】
  これによって、発明１と同様に画像情報のみから視線誘導情報を得てこれをユーザに対
して明確に表示することができることは勿論、発明１４と同様に、パソコン等の汎用のコ
ンピュータシステム等を用いてソフトウェア上でそれらの機能を実現することができるた
め、別個専用のハードウェアを用意して実現する場合に比べて優れた経済性を発揮するこ
とができる。
【００３３】
  〔発明１６〕発明１６の視線誘導情報表示プログラムは、
　発明１４に記載の視線誘導情報表示プログラムにおいて、前記視線誘導情報計算ステッ
プは、入力された前記画像情報を部分領域に分割して認識する部分領域認識ステップを有
し、前記視線誘導情報表示ステップは、前記部分領域毎の視線誘導方向とその確率を表示
する出力ステップを有していることを特徴とするものである。
【００３４】
  これによって、発明１と同様に画像情報のみから視線誘導情報を得てこれをユーザに対
して明確に表示することができることは勿論、発明１４と同様に、パソコン等の汎用のコ
ンピュータシステム等を用いてソフトウェア上でそれらの機能を実現することができるた
め、別個専用のハードウェアを用意して実現する場合に比べて優れた経済性を発揮するこ
とができる。
【００３５】
  〔発明１７〕発明１７の視線誘導情報表示プログラムは、
  発明１４に記載の視線誘導情報表示プログラムにおいて、前記視線誘導情報計算ステッ
プは、入力された前記画像情報を部分領域に分割して認識する部分領域認識ステップを有
し、前記視線誘導情報表示ステップは、前記部分領域毎の初期注目確率、および前記部分
領域毎の視線誘導方向とその確率とをそれぞれ表示する出力ステップを有していることを
特徴とするものである。
【００３６】
　これによって、発明１と同様に画像情報のみから視線誘導情報を得てこれをユーザに対
して明確に表示することができることは勿論、発明１４と同様に、パソコン等の汎用のコ
ンピュータシステム等を用いてソフトウェア上でそれらの機能を実現することができるた
め、別個専用のハードウェアを用意して実現する場合に比べて優れた経済性を発揮するこ
とができる。
【００３７】
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  〔発明１８〕また、発明１８の視線誘導情報表示プログラムは、
　発明１に記載の視線誘導情報表示プログラムにおいて、前記視線誘導情報計算ステップ
は、入力された前記画像情報を構成する部分領域毎の初期注目確率、または当該部分領域
毎の視線誘導方向とその確率から視線誘導経路を生成するようになっており、前記視線誘
導情報表示ステップは、前記視線誘導情報計算手段で生成された前記部分領域毎の初期注
目確率、または前記視線誘導経路を表示するようになっていることを特徴とするものであ
る。
【００３８】
  これによって、発明１と同様に、画像情報のみから視線誘導情報を得てこれをユーザに
対して明確に表示することができることは勿論、発明１４と同様に、パソコン等の汎用の
コンピュータシステム等を用いてソフトウェア上でそれらの機能を実現することができる
ため、別個専用のハードウェアを用意して実現する場合に比べて優れた経済性を発揮する
ことができる。
【００３９】
  〔発明１９〕また、発明１９の視線誘導情報表示プログラムは、
  複数の部分領域が一覧配置された画像情報を観察するユーザの視線の流れる経路を予測
して表示するための視線誘導情報表示プログラムであって、前記部分領域毎の初期注目確
率、および前記部分領域毎の視線誘導方向とその確率とを取得する視線誘導方向計算手段
と、前記初期注目確率計算ステップで取得された部分領域毎の初期注目確率、および前記
視線誘導方向計算ステップで算出された部分領域毎の視線誘導方向とその確率とをそれぞ
れ表示する出力ステップと、を備えたことを特徴とするものである。
【００４０】
  これによって、発明１と同様に、画像情報のみから視線誘導情報を得てこれをユーザに
対して明確に表示することができることは勿論、発明１４と同様に、パソコン等の汎用の
コンピュータシステム等を用いてソフトウェア上でそれらの機能を実現することができる
ため、別個専用のハードウェアを用意して実現する場合に比べて優れた経済性を発揮する
ことができる。
【００４１】
　〔発明２０〕発明２０の視線誘導情報表示プログラムは、
　複数の部分領域が一覧配置された画像情報を観察するユーザの視線の流れる経路を予測
して表示するための視線誘導情報表示プログラムであって、コンピュータを、前記画像情
報を入力する入力ステップと、入力された前記画像情報を部分領域に分割して認識する部
分領域認識ステップと、当該部分領域認識手段で認識した部分領域毎の初期注目確率を算
出する初期注目確率計算ステップと、前記部分領域認識手段で認識した部分領域毎の視線
誘導方向とその確率とを算出する視線誘導方向計算ステップと、前記初期注目確率計算ス
テップで算出された部分領域毎の初期注目確率、および前記視線誘導方向計算手段で算出
された部分領域毎の視線誘導方向とその確率とをそれぞれ表示する出力ステップと、して
機能させることを特徴とするものである。
【００４２】
　これによって、発明１～７と同様に、その画像情報の部分領域の配置そのものから観察
者のアイフローを正確に予測できることは勿論、パソコン等の汎用のコンピュータシステ
ム等を用いてソフトウェア上でそれらの機能を実現することができるため、別個専用のハ
ードウェアを用意して実現する場合に比べて優れた経済性を発揮することができる。
【００４３】
  〔発明２１〕発明２１の視線誘導情報表示プログラムは、
　発明２０に記載の視線誘導情報表示プログラムにおいて、前記初期注目確率計算ステッ
プと視線誘導方向計算ステップとの算出結果から確率の組み合わせによって視線の流れる
経路をその確率と共に算出する視線誘導情報算出ステップを有すると共に、前記出力ステ
ップは、前記視線誘導情報算出ステップで算出された視線の流れる経路を表示するように
したことを特徴とするものである。
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【００４４】
　これによって、発明８と同様に、さらに具体的な視線の流れる経路を算出して表示する
ことができるため、その画像情報の各部分領域の配置そのものから観察者の視線の流れを
より正確に予測することができる。
【００４５】
  〔発明２２〕発明２２の視線誘導情報表示プログラムは、
　発明２１に記載の視線誘導情報表示プログラムにおいて、指定された部分領域に限定し
た経路のみの視線誘導情報を指定する経路指定ステップを有することを特徴とするもので
ある。
【００４６】
　これによって、発明９と同様に、組み合わせの爆発（膨大な組み合わせ数の発生）が回
避されて、経路の組み合わせ数が限定されるようになるため、短時間で的確な経路のみの
視線誘導情報を算出して表示することができると共に、表示も見やすくなって的確な予測
を行うことが可能となる。
【００４７】
  〔発明２３〕発明２３の視線誘導情報表示プログラムは、
　発明２０～２２のいずれかに記載の視線誘導情報表示プログラムにおいて、前記出力ス
テップは、前記初期注目確率計算ステップで算出した初期注目確率を各部分領域毎に数値
、又は色別あるいは色の濃さで表示するようにしたことを特徴とするものである。
　これによって発明１０と同様に、各部分領域毎の初期注目確率の大きさを容易に判別す
ることができる。
【００４８】
  〔発明２４〕発明２４の視線誘導情報表示プログラムは、
　発明２０～２２のいずれかに記載の視線誘導情報表示プログラムにおいて、前記出力ス
テップは、前記視線誘導方向計算プログラムで算出された部分領域毎の視線誘導方向と確
率とを、方向を示す図形と数値、又は方向を示す図形の強度で表示するようにしたことを
特徴とするものである。
　これによって、発明１１と同様に、部分領域毎の視線誘導方向とその確率とを視覚的に
明確に認識することができる。
【００４９】
  〔発明２５〕発明２５の視線誘導情報表示プログラムは、
　発明２０～２４のいずれかに記載の視線誘導情報表示プログラムにおいて、前記出力ス
テップは、前記視線誘導情報算出ステップで算出された視線の流れる経路を、方向を示す
図形で表示するようにしたことを特徴とするようにしたことを特徴とするものである。
　これによって、発明１５と同様に、各部分領域間を流れる視線の経路を視覚的に容易か
つ明確に把握することができる。
【００５０】
  〔発明２６〕発明２６の視線誘導情報表示プログラムは、
　発明２０～２４のいずれかに記載の視線誘導情報表示プログラムにおいて、前記出力ス
テップは、前記視線誘導情報算出ステップで算出された視線の流れる経路とその確率とを
、方向を示す図形と数値、又は方向を示す図形の強度の組み合わせて表示するようにした
ことを特徴とするものである。
　これによって、発明１１と同様に各部分領域間を流れる視線の経路のみならず、その確
率を視覚的に容易かつ明確に把握することができる。
【００５１】
  〔発明２７〕発明２７の視線誘導情報表示方法は、
  複数の部分領域が一覧配置された画像情報を観察するユーザの視線の流れる経路を予測
して表示するための視線誘導情報表示方法において、前記画像情報を部分領域に分割して
認識した後、認識した部分領域毎の初期注目確率と、その視線誘導方向およびその確率と
をそれぞれ算出して表示し、当該表示に基づいて前記画像情報を観察するユーザの視線の
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流れる経路を予測して表示するようにしたことを特徴とするものである。
【００５２】
　これによって、発明２～７と同様に、各部分領域毎の初期注目確率と視線誘導方向とそ
の確率を誰もが容易に認識できるように視覚的に表示することができるため、従来のよう
にアイカメラ等の特殊な装置や煩わしい操作を行うことなく、その画像情報の各部分領域
の配置そのものから観察者の視線の流れを的確に予測して表示することができる。
【００５３】
  〔発明２８〕発明２８の視線誘導情報表示方法は、
　複数の部分領域が一覧配置された画像情報を観察するユーザの視線の流れる経路を予測
して表示するための視線誘導情報表示方法において、前記画像情報を部分領域に分割して
認識した後、認識した部分領域毎の初期注目確率と、その視線誘導方向およびその確率と
をそれぞれ算出し、その算出結果から確率の組み合わせによって視線の流れる経路をその
確率と共に算出し、当該表示に基づいてその画像情報を観察するユーザの視線の流れる経
路を予測して表示するようにしたことを特徴とするものである。
【００５４】
　すなわち、本発明方法は、発明２０のように、初期注目確率とその視線誘導方向および
その確率とからユーザのアイフローを予測するのではなく、さらにこれらの算出結果から
視線の流れる経路をその確率と共に算出して、その算出結果からユーザのアイフローを予
測して表示するようにしたものである。
　これによって、さらに正確に観察者の視線の流れを予測してその結果をユーザに表示す
ることができる。
【００５５】
  〔発明２９〕発明２９の視線誘導情報表示方法は、
　発明２６又は２８に記載の視線誘導情報表示方法において、前記ユーザの視線の流れる
経路の算出は、指定された部分領域を経由する経路に限定して行うようにしたことを特徴
とするものである。
　これによって、発明８と同様に、組み合わせの爆発が回避されて、経路の組み合わせ数
が限定されるようになるため、短時間で的確な経路のみの視線誘導情報を算出して表示す
ることができると共に、表示も見やすくなって的確な予測を行うことが可能となる。
【００５６】
　〔発明３０〕発明３０の視線誘導情報表示方法は、
　発明２９に記載の視線誘導情報表示方法において、前記部分領域の指定は、初期注目確
率の大きいものから順に行うようにしたことを特徴とするものである。
　これによって、指定されやすい経路の視線誘導情報を短時間で的確に算出することがで
きる。
【００５７】
　〔発明３１〕発明３１の視線誘導情報表示方法は、
　発明２６～３０のいずれかに記載の視線誘導情報表示方法において、前記ユーザの視線
の流れる経路の算出は、指定された部分領域を始点又は終点として行うようにしたことを
特徴とするものである。
　このように予め始点又は終点となる部分領域を指定することで、発明１５と同様に表示
候補となる経路の組み合わせが限定されるため、その部分領域を始点又は終点とした経路
の視線誘導情報を短時間で算出することができる。
【００５８】
　〔発明３２〕発明３２の視線誘導情報表示方法は、
　発明３１に記載の視線誘導情報表示方法において、前記経路算出の始点となる部分領域
は、初期注目確率の最も大きいものを指定するようにしたことを特徴とするものである。
　これによって、発明２６の効果に加え、さらに的確な経路の視線誘導情報を算出するこ
とができる。
【００５９】
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  〔発明３３〕発明３３の視線誘導情報表示方法は、
  複数の部分領域が一覧配置された画像情報を観察するユーザの視線の流れる経路を予測
して表示すべくコンピュータを用いた視線誘導情報表示方法において、前記コンピュータ
が、前記画像情報を部分領域に分割して認識した後、認識した部分領域毎の初期注目確率
と、その視線誘導方向およびその確率とをそれぞれ算出して表示し、当該表示に基づいて
前記画像情報を観察するユーザの視線の流れる経路を予測して表示するようにしたことを
特徴とするものである。
【００６０】
　これによって、各部分領域毎の初期注目確率と視線誘導方向とその確率を誰もが容易に
認識できるように視覚的に表示することができるため、従来のようにアイカメラ等の特殊
な装置や煩わしい操作を行うことなく、その画像情報の各部分領域の配置そのものから観
察者の視線の流れを的確に予測して表示することができる。
【００６１】
  〔発明３４〕発明３４の視線誘導情報表示方法は、
　複数の部分領域が一覧配置された画像情報を観察するユーザの視線の流れる経路を予測
して表示すべくコンピュータを用いた視線誘導情報表示方法において、前記コンピュータ
が、前記画像情報を部分領域に分割して認識した後、認識した部分領域毎の初期注目確率
と、その視線誘導方向およびその確率とをそれぞれ算出し、その算出結果から確率の組み
合わせによって視線の流れる経路をその確率と共に算出し、当該表示に基づいてその画像
情報を観察するユーザの視線の流れる経路を予測して表示するようにしたことを特徴とす
るものである。
　これによって、さらに正確に観察者の視線の流れを予測してその結果をユーザに表示す
ることができる。
【００６２】
  〔発明３５〕発明３５の視線誘導情報表示方法は、
　発明３３又は３４に記載の視線誘導情報表示方法において、前記ユーザの視線の流れる
経路の算出は、前記コンピュータが、指定された部分領域を経由する経路に限定して行う
ようにしたことを特徴とするものである。
　これによって、組み合わせの爆発が回避されて、経路の組み合わせ数が限定されるよう
になるため、短時間で的確な経路のみの視線誘導情報を算出して表示することができると
共に、表示も見やすくなって的確な予測を行うことが可能となる。
【００６３】
　〔発明３６〕発明３６の視線誘導情報表示方法は、
　発明３５に記載の視線誘導情報表示方法において、前記部分領域の指定は、前記コンピ
ュータが、初期注目確率の大きいものから順に行うようにしたことを特徴とするものであ
る。
　これによって、指定されやすい経路の視線誘導情報を短時間で的確に算出することがで
きる。
【００６４】
　〔発明３７〕発明３７の視線誘導情報表示方法は、
　発明３３～３６のいずれかに記載の視線誘導情報表示方法において、前記ユーザの視線
の流れる経路の算出は、前記コンピュータが、指定された部分領域を始点又は終点として
行うようにしたことを特徴とするものである。
　このように予め始点又は終点となる部分領域を指定することで、発明１３と同様に表示
候補となる経路の組み合わせが限定されるため、その部分領域を始点又は終点とした経路
の視線誘導情報を短時間で算出することができる。
【００６５】
　〔発明３８〕発明３８の視線誘導情報表示方法は、
　発明３７に記載の視線誘導情報表示方法において、前記経路算出の始点となる部分領域
は、前記コンピュータが、初期注目確率の最も大きいものを指定するようにしたことを特
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徴とするものである。
　これによって、発明３７の効果に加え、さらに的確な経路の視線誘導情報を算出するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６６】
  以下、本発明を実施するための最良の形態を添付図面を参照しながら詳述する。
　図１は本発明に係る視線誘導情報表示装置１００の構成および作用の実施の一形態を示
したものである。
　図示するように、この視線誘導情報表示装置１００は、入力手段１０と、部分領域認識
手段２０と、初期注目確率計算手段３０と、視線誘導方向計算手段４０と、視線誘導情報
算出手段５０と、出力手段６０とから主に構成されている。
【００６７】
　先ず、入力手段１０は、ユーザの視覚によって認識できる画像情報、例えば、タイトル
や写真、文章、イラスト等といった複数の部分領域（ドキュメントパーツ）が１つレイア
ウト面（画面）等に一覧配置されたビジュアルドキュメントを取り込んで、これを入力情
報として次述する部分領域認識手段２０へ提供する機能を発揮するものであり、例えば、
イメージスキャナやキーボード、マウス、ＯＣＲ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒ
　Ｒｅａｄｅｒ）、ディジタイザ等の公知の入力装置の他に、ネットワークを介したアッ
プロードやダウンロード等といったデータ通信による入力手段が用いられる。
【００６８】
　なお、この入力手段１０は、スキャナ等で光学的に既存の文書を読み込んで認識するケ
ースの他に、ＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）のよう
にレイアウト情報や構造的な意味をもった状態で入力するケースも含まれる。
　部分領域認識手段２０は、このようにして入力手段１０から入力されたビジュアルドキ
ュメントを、部分領域に分割してその部分領域毎の位置と大きさを認識する機能を提供す
るようになっている。
【００６９】
　例えば、図２（ａ）に示すように、「タイトル」、「写真」、「本文（テキスト）」と
いった３つの部分領域からなるビジュアルドキュメント２００を、それぞれ「タイトル」
からなる部分領域２１０、「写真」からなる部分領域２２０、「本文（テキスト）」から
なる部分領域２３０にそれぞれ分割してから、同図（ｂ）等に示すように各部分領域２１
０，２２０，２３０毎に色分け等をして視覚的に認識が容易に行えるようにしている。
【００７０】
　初期注目確率計算手段３０は、この部分領域認識手段２０で認識した部分領域毎の初期
注目確率を算出する機能を提供するものであり、例えば、図３に示すように、あるビジュ
アルドキュメント２００が「タイトル」、「写真」、「本文（テキスト）」といった３つ
の部分領域２１０，２２０，２３０からなっている場合には、各部分領域２１０，２２０
，２３０毎にその初期注目確率を算出して各部分領域２１０，２２０，２３０内に表示す
るようになっている。図３（ｂ）の例では、「タイトル」からなる部分領域２１０の初期
注目確率が「０．５」、「写真」からなる部分領域２２０の初期注目確率が「０．３」、
「本文（テキスト）」からなる部分領域２３０の初期注目確率が「０．２」となっており
、それら各部分領域２１０，２２０，２３０の初期注目確率の合計は、「１．０」となっ
ている。
【００７１】
　一方、視線誘導方向計算手段４０は、この初期注目確率計算手段３０で得られる初期注
目確率とは別に、前記部分領域認識手段２０で認識した各部分領域毎の視線誘導方向とそ
の確率とを算出する機能を提供するものであり、例えば、図４に示すように、あるビジュ
アルドキュメント２００が「タイトル」、「写真」、「本文（テキスト）」といった３つ
の部分領域２１０，２２０，２３０からなっている場合には、各部分領域２１０，２２０
，２３０毎にその部分領域から他の部分領域に観察者の視線が誘導（流れる）される方向
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と、その確率とを算出して各部分領域２１０，２２０，２３０内に表示するようになって
いる。図４（ｂ）の例では、「タイトル」からなる部分領域２１０に着目すると、この部
分領域２１０からの視線の誘導方向は、「写真」からなる部分領域２２０と、「本文（テ
キスト）」からなる部分領域２３０との２通りが殆ど（９０％）であり、また、この部分
領域２１０から部分領域２２０、および部分領域２３０へのそれぞれの視線の誘導確率は
、「０．７」および「０．２」となっている。また、「写真」からなる部分領域２２０に
着目すると、この部分領域２２０からの視線の誘導方向は、「本文（テキスト）」からな
る部分領域２３０と、表示面外との２通りが全体の８０％を占め、また、部分領域２２０
から部分領域２３０および表示面外へのそれぞれの視線の誘導確率は、「０．５」および
「０．３」となっている。さらに、「本文（テキスト）」からなる部分領域２３０に直目
すると、その部分領域２３０内における視線の流れ方向は、左上から右下への流れが殆ど
（図の例では１００％（「１．０」））となっている。　
【００７２】
　他方、視線誘導情報算出手段５０は、前記初期注目確率計算手段３０で得られた各部分
領域毎の初期注目確率と、前記視線誘導方向計算手段４０で算出された各部分領域毎の視
線誘導方向とその確率との組み合わせによって視線の流れる経路をその確率と共に算出す
る機能を提供するものであり、例えば、図５に示すように、各部分領域２１０，２２０，
２３０毎に初期注目確率が表示されたビジュアルドキュメント２００Ａと、各部分領域２
１０，２２０，２３０毎の視線誘導方向とその確率とが表示されたビジュアルドキュメン
ト２００Ｂとから視線の流れる経路をその確率と共に算出し、その結果を表示したビジュ
アルドキュメントＣを作成して表示するようになっている。
【００７３】
　そして、出力手段６０は、この視線誘導情報算出手段５０で算出された視線の流れる経
路は勿論、前記部分領域認識手段２０で分割認識された各部分領域、前記初期注目確率計
算手段３０で算出された各部分領域毎の初期注目確率、前記視線誘導方向計算手段４０で
算出された各部分領域毎の視線誘導方向とその確率を明確に表示する機能を提供するもの
であり、例えば、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）や液晶パネル、プラズマ
パネル等のディスプレイ、プロジェクタ、タッチパネルディスプレイ、レーザープリンタ
やインクジェット式プリンタ等の印刷装置、プロッタ等の公知の出力装置を利用すること
で実現されるようになっている。
【００７４】
　なお、この視線誘導情報表示装置１００を構成する入力手段１０、部分領域認識手段２
０、初期注目確率計算手段３０、視線誘導方向計算手段４０、視線誘導情報算出手段５０
、出力手段６０は、それぞれ専用の装置を製作してハードウェア的に実現することも可能
であるが、入力、制御、演算、記憶、出力といった各機能の全てを予め備えたパソコン等
の汎用のコンピュータシステムを用いてソフトウェア上で実現することも可能であり、こ
の後者の方法を用いれば、各機能をより容易かつ経済的に実現することが可能となる。
【００７５】
  すなわち、この視線誘導情報表示装置１００を実現するためのハードウェア構成は、図
６に示すように、各種制御や演算処理を担う中央演算処理装置であるＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒ
ａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１１０と、主記憶装置（Ｍａｉｎ　Ｓｔｏｒａ
ｇｅ）を構成するＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２０と、読み
出し専用の記憶装置であるＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３０と、ハー
ドディスクドライブ装置（ＨＤＤ）や半導体メモリ等の補助用の記憶部（Ｓｅｃｏｎｄａ
ｒｙ　Ｓｔｏｒａｇｅ）１４０、およびモニタ（ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）やＣＲＴ（
陰極線管））等からなる表示部１５０、イメージスキャナやキーボードやマウス等からな
る入力部１６０と、ＬＡＮやインターネット等の通信ネットワークＮ、およびこれらの入
出力インターフェース（Ｉ／Ｆ）１７０等との間を、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃ
ｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ）バスやＩＳＡ（Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　
Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス等からなるプロセッサバス、メモリ
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バス、システムバス、入出力バス等の各種内外バス１８０によってバス接続したものであ
る。
【００７６】
　そして、例えば、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク（ＦＤ）等の
記憶媒体、あるいはインターネット等の通信ネットワークＮを介して記憶部１４０に保存
された各種専用のコンピュータプログラム、あるいはＲＯＭ１３０に予め記憶された各種
専用のコンピュータプログラムを主記憶装置（ＲＡＭ）１３０にロードし、その主記憶装
置（ＲＡＭ）１３０にロードされたプログラムに従ってＣＰＵ１１０が各種リソースを駆
使して所定の制御および演算処理を行い、その処理結果をバス１８０を介して表示部１５
０に出力して表示すると共に、その出力結果などに関するデータを必要に応じて記憶部１
４０に記憶、保存するようにしたものである。
【００７７】
　次に、このような構成をした本発明の視線誘導情報表示装置１００の作用および効果を
説明する。
　先ず、視線誘導方向の予測対象となるビジュアルドキュメントが、図２（ａ）に示すよ
うに印刷用紙上に「タイトル」や「写真」、「本文（テキスト）」が印刷された印刷物か
らなるビジュアルドキュメント２００である場合には、図１に示すように、イメージスキ
ャナ等の入力手段１０によってそのビジュアルドキュメント２００の画像を取り込み、そ
の画像情報を部分領域認識手段２０へ送る。
【００７８】
　ここで、このビジュアルドキュメント２００は、イメージスキャナ等の入力手段１０に
よって取得される他に、パソコン等のコンピュータおよび専用のアプリケーションソフト
ウェアによってコンピュータ（ＲＡＭ３４等）上で製作することも可能であり、この場合
にはそのコンピュータ上のビジュアルドキュメント２００を構成する電子データがそのま
ま、あるいはＬＡＮ等のネットワークＮを介して対象となる他のコンピュータの部分領域
認識手段２０へ送られる。
【００７９】
　次に、この画像情報を受け取った部分領域認識手段２０は、図２（ｂ）に示すように、
そのビジュアルドキュメント２００を、「タイトル」部分、「写真」部分、「本文」部分
毎に、３つの部分領域２１０、２２０、２３０にそれぞれ分割してから、図１に示すよう
に、その部分領域２１０、２２０、２３０に関する情報を初期注目確率計算手段３０と、
視線誘導方向計算手段４０とにそれぞれ送ることになる。
【００８０】
　なお、この部分領域認識手段２０における部分領域２１０、２２０、２３０の分割に際
して、分割と同時に、各部分領域２１０，２２０，２３０毎に色分け処理等を施せば、こ
の部分領域認識手段２０における各部分領域２１０、２２０、２３０の分割が正しく行わ
れたか否かを一目で容易に認識することが可能となり、仮に誤った分割が行われた場合、
例えば「タイトル」部分と「本文」部分が１つの部分領域として分割された場合等でも、
この時点で本発明装置１０を操作するオペレータ等が直ちに誤った分割範囲を修正するこ
とが可能となる。
【００８１】
　また、このように部分領域を認識する方法は、全体がイメージデータであるならばパタ
ーン認識等の公知の画像処理技術によって各部分領域に分割して認識することができる。
また、＜タイトル＞、＜本文等＞の属性情報をもった状態で入力されるもの、例えば、タ
グによって属性情報を規定するようにしたＨＴＭＬ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ
　Ｌａｎｇｕａｇｅ　）、ＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａ
ｇｅ）、ＸＨＴＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａ
ｎｇｕａｇｅ）等の構造化文書等の場合にあっては、特別なパターン認識技術を必要とせ
ずに容易に各部分領域毎に分割認識することが可能である。
【００８２】
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　次に、図１に示すように、この部分領域認識手段２０から部分領域情報を受け取った一
方の初期注目確率計算手段３０は、この部分領域認識手段２０で認識した部分領域２１０
，２２０，２３０毎の初期注目確率を算出し、その算出結果を視線誘導情報算出手段５０
に送ることになる。
　例えば、図３の例では、「タイトル」にあたる部分領域２１０の初期注目度が「０．５
」，「写真」にあたる部分領域２２０の初期注目度は「０．３」、「本文」にあたる部分
領域２３０の初期注目度は「０．２」と算出され、それぞれの数値が「タイトル」＞「写
真」＞「本文」の順に注目確率が小さくなっている。
【００８３】
　なお、この初期注目確率の大小関係は、前記のように必ずしも数値による表現だけでな
く、その確率に対応した色の種類や色の濃さ、例えば初期注目確率が高いほど濃い着色を
行ったり、暖色系の着色を行うなどの表現とすれば、より明確に各部分領域毎の初期注目
確率の大小関係を把握することができる。
　また、この初期注目確率計算手段３０による各部分領域毎の初期注目確率の計算方法と
しては、特に限定されるものではなく、例えば、「誘目度」等の注目度を計算する公知技
術が利用可能である。
【００８４】
　すなわち、この「誘目度」とは、人間の主観にあったパラメータをいい、その算出方法
は、例えば、「特開２００１－１２６０７０号公報（注目領域抽出装置およびそれを用い
た自動構図決定装置）」等に詳細に開示されており、以下、その概要について簡単に説明
する。
  「注目領域」の算出のために、原画像の物理的特徴に従って「誘目度」を評価する。
【００８５】
　「注目領域」の算出は、評価結果から一番目立つ領域を「注目領域」として抽出する。
つまり、「注目領域」の評価の際は、物理的特徴に従って人間の主観にあった評価をする
ので、人間の主観に適合した「注目領域」を抽出することができる。
　例えば、物理的特徴が色の異質度を含む場合、各領域の色の違いに基づいて「誘目度」
を評価することができる。また、物理的特徴が色の異質度に加えて形の異質度、面積の異
質度およびテクスチャ（模様）の異質度をさらに含むので、この４つの異質度の少なくと
も１つの異質度に基づいて「誘目度」を評価すれば、原画像の特徴に応じて的確に「誘目
度」を評価することができる。また、色の３要素（色相、彩度、明度）についても評価す
る場合であれば、人間の主観による目立つ色（赤色）に近い領域を最も目立つ領域と評価
することができる。さらに、空間周波数や原画像における各領域の面積についても評価す
れば、最も目立つ領域の評価をさらに的確に判断することができる。
【００８６】
　そして、この「誘目度」の評価は、以下の手順により行う。
（１）先ず最初に対象となる原画像を領域分割する。この場合、原画像を図領域と絵領域
とに分割する。この分割の方法には、１９９７ＩＥＥＥにおいてＷ．Ｙ．ＭａやＢ．Ｓ．
Ｍａｎｊｕｎａｔｈらが「ＥｄｇｅＦｌｏｗ：Ａ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ　ｏｆ　Ｂｏｕｎ
ｄａｒｙ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｉｍａｇｅ　Ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ」に記
載した“ｅｄｇｅｆｌｏｗ”に基づく境界検出方法が適用される。
（２）次に、このようにして分割した図領域を抽出し、領域の「誘目度」を評価する。
【００８７】
　この「誘目度」の評価は、概略以下のようにして行う。
　（ａ）最初に各領域の「異質性誘目度」を求める。この場合、色の異質度、テクスチャ
の異質度、形の異質度および面積の異質度を各々求め、それぞれに重み係数を付与して線
形結合し、各領域の「異質性誘目度」を求める。（ｂ）次に各領域における「特徴誘目度
」を求める。この場合、色の誘目度、空間周波数の誘目度、面積の誘目度を求め、それぞ
れに重み係数を付与して線形結合し、各領域の「特徴誘目度」を求める。（ｃ）そして、
最後に、各領域の「異質性誘目度」と「特徴誘目度」を加算し、特徴量統合値を求め、こ
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の特徴量統合値を所定のベータ関数により評価して、目的の「誘目度」を算出する。
【００８８】
　一方、図１に示すように、同じく部分領域認識手段２０から部分領域に関する情報を受
け取った視線誘導方向計算手段４０は、前記部分領域認識手段２０で認識した各部分領域
毎の視線誘導方向とその確率とを算出し、その算出結果を同じく視線誘導情報算出手段５
０に送ることになる。
　図４の例では、「タイトル」にあたる部分領域２１０から他の領域への視線の誘導方向
は、「写真」にあたる部分領域２２０と「本文」にあたる部分領域２３０とその他（領域
外）の３方向が考えられ、それらの確率はそれぞれ「０．７」、「０．２」、その他「０
．１」であることを示している。また、同様に「写真」にあたる部分領域２２０から他の
領域への視線の誘導方向は、「本文」にあたる部分領域２３０と領域外、その他の３方向
が考えられ、それらの確率はそれぞれ「０．５」、「０．３」、その他「０．２」である
ことを示している。また、同様に、「本文」にあたる部分領域２３０内での視線の誘導方
向は、一般に右下方向が多く、図の例ではこの方向の確率が「１．０」、すなわち、この
方向のみであることを示している。
【００８９】
　なお、この部分領域毎の視線誘導方向とその確率は、矢印と数値のみならず、図４に示
すように矢印の太さでその確率の大小を表示するようにしても良い。
　また、この視線誘導方向の確率は、あくまで他の視線誘導方向の確率との相関関係（大
小関係）を示しものであることから、その確率の合計は、必ずしも「１．０」に収束する
必要はなく、それ以下、あるいはそれ以上であっても良いことはいうまでもない。
【００９０】
　さらに、この矢印は、長さの代わりに太さを用いた視線誘導に関するベクトルと考える
こともできる。
　ここで、この視線誘導方向計算手段４０における基準となる計算ルールとしては、特に
限定されるものではないが、人間の視線動態特性と知られている各特性、例えば、以下に
示すように、
　ｉ．視線は矢印などの視線を誘導するマークに沿って流れる。
【００９１】
　ｉｉ．視線は尖った物の先端の方へ流れる。
　ｉｉｉ．視線は写真に写っている人物の目線の方向へ流れる。
　等といった公知の特性から導き出されるルールが用いられるケースが多いものと考えら
れる。
　このような矢印や尖った物の先端を認識するには、図７に示すようにこれらをエッジ成
分に分解し、そのヒストグラムを取ってそれを基に視線を誘導する方向を計算できる方法
も利用できる。
【００９２】
　次に、図１に示すように、このようにして初期注目確率計算手段３０から各部分領域２
１０，２２０，２３０における初期注目確率を、また、視線誘導方向計算手段４０から各
部分領域２１０，２２０，２３０における視線誘導方向とその確率とをそれぞれ受け取っ
た視線誘導情報算出手段５０は、それら各部分領域２１０，２２０，２３０毎の初期注目
確率と、各部分領域２１０，２２０，２３０毎の視線誘導方向とその確率との組み合わせ
によって視線の流れる経路をその確率と共に算出し、その算出結果を出力手段６０に送る
ことになる。
【００９３】
　図５（ｃ）の例では、図５（ａ）に示すように各部分領域２１０，２２０，２３０毎に
分割されて色分けされたビジュアルドキュメント２００Ａと、図５（ｂ）に示すように各
部分領域２１０，２２０，２３０毎の視線誘導方向とその確率を表示したビジュアルドキ
ュメント２００Ｂとから、最も初期注目確率の高い「タイトル」にあたる部分領域２１０
を始点とした３通りの「経路Ａ」（部分領域２１０から部分領域２２０へ流れた後、領域
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外へ流れ出る経路）、「経路Ｂ」（部分領域２１０から部分領域２２０へ流れた後、部分
領域２３０へ移り、これを右下方向に流れる経路）、「経路Ｃ」（経路２１０から直接部
分領域２３０側へ流れる経路）が算出され、さらに、それぞれの「経路Ａ、Ｂ、Ｃ」につ
いてその確率が算出されて、その確率に応じて経路を示す矢印（ライン）の太さを図８に
示すようにそれぞれ変化させて表示したものである。
【００９４】
　すなわち、図５（ｃ）に示すように、「経路Ａ」に沿って視線が流れる確率は、部分領
域２１０の初期注目確率である「０．５」に、部分領域２１０から部分領域２２０へ流れ
る確率である「０．７」と、部分領域２２０から領域外へ流れ出る確率である「０．３」
を掛け合わせた「０．１０５」となる。
　また、「経路Ｂ」に沿って視線が流れる確率は、部分領域２１０の初期注目確率である
「０．５」に、部分領域２１０から部分領域２２０へ流れる確率である「０．７」と、部
分領域２２０から部分領域２３０側に移る確率である「０．５」と、部分領域２３０内を
右下方向へ流れる確率である「１．０」を掛け合わせた「０．１７５」となる。
【００９５】
　さらに、「経路Ｃ」に沿って視線が流れる確率は、部分領域２１０の初期注目確率であ
る「０．５」に、部分領域２１０から直接部分領域２３０へ流れる確率である「０．２」
と、部分領域２３０内を右下方向へ流れる確率である「１．０」を掛け合わせた「０．１
」となる。
　そして、このようにして視線誘導情報算出手段５０から視線の流れる経路とその確率に
関する情報を受け取った出力手段６０は、その経路と確率を示したビジュアルドキュメン
ト２００Ｃをディスプレイ上に表示、あるいは印刷装置によって作成してユーザ等に提示
することになる。
【００９６】
　図５（ｃ）の例では、３通りの経路「Ａ、Ｂ、Ｃ」のうち、合計確率の最も大きい「経
路Ｂ」が、観察者の視線の流れとして最も自然な（確率の大きい）経路として予測される
ことになる。
　なお、実際にこのビジュアルドキュメントを観た複数の観察者の視線の流れをアイカメ
ラで観測したところ、この予測結果と同様に「経路Ｂ」に沿った視線の流れが高い確率で
観測された。
【００９７】
　このように、本発明はビジュアルドキュメント等の画像情報を各部分領域に分割し、各
部分領域毎の初期注目確率と、各部分領域毎の視線誘導方向とその確率とを算出し、その
算出結果から視線の流れる経路とその確率を表示するようにしたことから、その視線の流
れる経路とその確率とを誰もが容易に認識できるように視覚的（ビジュアル）に表示する
ことが可能となり、そのビジュアルドキュメントのドキュメントパーツの配置そのものか
ら観察者の視線の流れ（アイフロー）を正確に予測することができる。
【００９８】
　この結果、デザイン開発等の経験がない（浅い）通常のビジネスマン等がビジュアルド
キュメントを作成する際のデザインノウハウあるいはテクニックの一部として支援するこ
とが可能となり、質の高いビジュアルドキュメントの作成に貢献することができる。
　なお、図１の実施の形態では、視線誘導情報算出手段５０で得られた算出結果のみを出
力手段６０で表示するようにしているが、この算出結果のみでなく、全ての前記各手段１
０，２０，３０，４０，５０で得られた結果をもそれぞれ表示させるようにしても良い。
例えば、上述したように部分領域認識手段１０で分割した部分領域の分割位置が誤ってい
る場合、そのまま誤った部分領域を採用してしまうとその後の算出結果も大きく異なって
予測に対する信頼性が著しく損なわれてしまうことになるが、このように分割段階でその
結果を視覚的に表示するようにすれば各段階での誤りを容易に発見することができるため
、より正確な視線誘導情報予測を行うことが可能となる。
【００９９】
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　また、このように各段階で得られた結果をその都度表示するようにすれば、オペレータ
が経験を積む毎に、図３に示すような初期注目確率が表示されたビジュアルドキュメント
２００Ａと、図４に示すような各部分領域毎の視線誘導方向とその確率とが表示されたビ
ジュアルドキュメント２００Ｂとから、容易にビジュアルドキュメント２００Ｃに示すよ
うな視線誘導経路と確率とを求めることが可能となることから、場合によっては、視線誘
導情報算出手段５０自体を省略（パイパス）しても良い。
【０１００】
　さらに、視線の誘導方向や経路を示す矢印に代えて、あるいは矢印と共に他の図形、例
えば、二等辺三角形等を用いて表示しても良い。また、図５（ｃ）のように視線の流れを
示すラインは、連続したものである必要はなく、点列であっても良く、また、ベジエやス
プラインなどによる曲線による表示の他に複数の直線を連続的につなぎ合わせたものであ
っても良い。
【０１０１】
  ここで、図５（ｃ）に示すような視線の流れ経路生成のためには、複数の点列から曲線
を生成するスプライン曲線、ベジエ曲線などの公知のアルゴリズムを利用することができ
る。例えば、図９（ａ）に示すように、それぞれの部分領域２１０，２２０，２３０を代
表する点をそれぞれ代表点２１１，代表点２２１，代表点２３１とし、単にそれらを繋ぐ
だけでは、図９（ｂ）に示すように、「経路Ａ」は、代表点２１１と、代表点２２１との
２点を繋ぐ直線、「経路Ｂ」は、代表点２１１と、代表点２２１と、代表点２３１との３
点を連続的に繋ぐ曲線、「経路Ｃ」は、代表点２１１と、代表点２３１との２点を繋ぐ直
線となる。しかしながら、例えば、「本文」の部分領域２３０等では文章の流れなどがあ
り、直線的に下方に視線が抜けていくことはあり得ないので、このように各部分領域２１
０，２２０，２３０の代表点２１１，２２１，２３１同士を単につなぎ合わせるだけでは
不十分である。
【０１０２】
　そのため、本発明では、各部分領域２１０，２２０，２３０毎のそれぞれの視線誘導方
向と、その確率を大きさとみなして仮想的なベクトルを設定して、そのベクトルの先端に
制御点を打った後、各部分領域２１０，２２０，２３０の代表点２１１，２２１，２３１
と、各部分領域２１０，２２０，２３０から選択される経路の方向の制御点の両方を通る
ように曲線を生成することによって自然な視線の流れ経路を表示することができる。例え
ば、図１０（ａ）に示すように、先ず「タイトル」を示す部分領域２１０の代表点２１１
から確率「０．２」の「本文」を示す部分領域２３０方向に、その確率に比例した大きさ
で仮想的なベクトルを設定し、その先端に制御点２１３を設定し、また、同様に確率「０
７」の「写真」を示す部分領域２２０方向にも、その確率に比例した大きさで仮想的なベ
クトルを設定し、制御点２１２を設定する。また、これと同様に、「写真」を示す部分領
域２２０の代表点２２１から確率「０．３」の領域外方向に、その確率に比例した大きさ
で仮想的なベクトルを設定し、その先端に制御点２２２を設定し、また、同様に確率「０
５」の「本文」を示す部分領域２３０方向にも、その確率に比例した大きさで仮想的なベ
クトルを設定し、制御点２２３を設定する。さらに、これと同様に、「本文」を示す部分
領域２３０の代表点２３１から右下方向、その確率に比例した大きさで仮想的なベクトル
を設定し、その先端に制御点２３２を設定する。
【０１０３】
　そして、同図（ｂ）に示すように、代表点２１１と、制御点２１３と、代表点２３２と
、制御点２３１と順につなぎ合わせる曲線を生成することによって、前述したような自然
なアイフローの１つである、「経路Ｃ」を表示することができる。また、同様に、代表点
２１１と、制御点２１２と、代表点２２１と、制御点２２２とを順につなぎ合わせる曲線
を生成することによって、前述したような自然なアイフローの１つである、「経路Ａ」を
表示することができる。さらに、同様に、代表点２１１と、制御点２１２と、代表点２２
１と、制御点２２３と、代表点２３２と、制御点２３１とを順につなぎ合わせる曲線を生
成することによって、前述したような自然なアイフローの１つである、「経路Ｂ」を表示
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することができる。
【０１０４】
  なお、「視線誘導方向」のみでなく、部分領域認識に関しても高度なアルゴリズムを使
って部分領域を認識したり、オブジェクトを認識したりする結果は、外部から取得するよ
うにしても良い。視線誘導情報に必要な最低限の情報は、全体がいくつかの部分に分割さ
れていて、その部分には初期注目確率と、視線誘導方向（向きと大きさ）という情報があ
れば十分であり、分割する処理・初期注目確率を求める処理・視線誘導方向を求める処理
は内部には必要ない。
【０１０５】
　次に、図１１～図１３は、本発明の他の実施の形態を示したものである。
　先ず、図１１は、図１に示した視線誘導情報算出手段５０と出力手段６０との間に新た
に経路指定手段７０を備えたものである。
　この経路指定手段７０は、ユーザなどによって指定された経路に限定して関連する経路
のみを表示するようにその視線誘導情報を出力手段６０に送る機能を提供するものであり
、これによって表示が見やすくなって最適な経路予測を行うことができる。
【０１０６】
　すなわち、部分領域が前記実施の形態のように３個程度であれば、その全ての経路の数
は僅かであり、全ての組み合わせの経路とその確率を算出して表示してもそれぞれの経路
に関してユーザは的確に把握することが可能であるが、分割された部分領域の数がさらに
多くなってくると、その経路の組み合わせは膨大なものとなってしまい、表示が乱雑とな
って的確な予測が行えなくなってしまうことが考えられる。
【０１０７】
　このため、本実施の形態のように、ユーザなどによって指定された経路に限定して関連
する経路のみを表示する経路指定手段７０を設ければ、表示される経路の数も少なくなっ
て見やすくなり、その結果、より的確な予測を行うことが可能となる。
　ここで、この経路指定手段７０による経路の指定方法としては、例えば、アイフローの
始点又は終点としたい部分領域のみ、あるいはその両方、又は始点と終点間の経由とした
い部分領域のみを限定するといった指定方法が一般的と思われる。
【０１０８】
　また、この経路指定手段７０を視線誘導情報算出手段５０の上流側に設ければ、この視
線誘導情報算出手段５０での負荷が軽減されて、迅速にその算出結果を出力手段６０側へ
送ることができる。
　さらに、具体的な部分領域の指定方法としては、特に限定されるものでなく、例えば、
ユーザがマウスなどのポインティングデバイスを用いて特定の部分領域を個別に指定した
り、装置が全部分領域のリストを提示し、その中からユーザが任意に選択する方法等が考
えられる。
【０１０９】
　次に、図１２は、図１１で示した初期注目確率計算手段３０と、視線誘導方向計算手段
４０とを廃止すると共に、新たに部分領域認識手段２０の下流側に、前述した初期注目確
率計算手段３０に最も確率の高い部分領域を絞る機能を付与した初期注目領域決定手段８
０と、前述した視線誘導方向計算手段４０に最も確率の高い部分領域を絞る機能を付与し
た視線誘導方向決定手段９０とを順次設けた構成としたものである。　
【０１１０】
　すなわち、本実施の形態は、図示するように、初期注目確率計算手段３０で初期注目領
域を計算した後に、最も確率の高い部分領域を１つに絞り、それを初期注目領域とし、そ
の初期注目領域から視線を誘導する方向を算出し、これについても様々な方向に、様々な
確率で分岐するところを最も確率の高い方向１つに絞る。
　最も確率の高い方向にある部分領域に対してさらに視線を誘導する方向を計算する処理
を繰り返していくと、結果的に局所的ではあるが、最も確率の高い組み合わせを繋いでい
った経路が計算できる。
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【０１１１】
　つまり、前述した図１１の構成は、ユーザが外部からその多すぎる組み合わせに制限を
かけることで組み合わせの爆発を回避するようにしたものであるが、本実施の形態の構成
では、全体最適解ではないが、局所最適解を繋いでいって自動的に１本のアイフローを求
めることができる。
　さらに、図１３は、図１２に示す初期注目領域決定手段８０に代えて図１１で用いた経
路指定手段７０を用いると共に、視線誘導方向決定手段９０に代えて再び視線誘導方向計
算手段４０を用いたものである。
【０１１２】
　すなわち、図１３に示す実施の形態は、初期注目領域を自動で求めるのではなく、ユー
ザによって初期注目領域（＝計算のスタート地点）を指定できるようにしたものであり、
これによって、例えば、「自分が指定した部分領域からどのように視線が流れるのかを知
りたい」といったような要求に応えることができ、より柔軟に制御可能となる。
　そして、特に、図１１の構成との違いは、図１１の構成では一端全ての組み合わせを計
算してから表示前に表示すべき経路を限定するというのに対し、本実施の形態は初めに経
路を指定することで不必要な計算そのものを省略することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】本発明に係る視線誘導情報表示装置の実施の一形態を示す図である。
【図２】部分領域認識手段で各部分領域毎に分割認識されたビジュアルドキュメントを示
す説明図である。
【図３】初期注目確率計算手段で各部分領域毎に算出された初期注目確率が表示されたビ
ジュアルドキュメントを示す説明図である。
【図４】視線誘導方向計算手段で各部分領域毎に算出された視線誘導方向とその確率が表
示されたビジュアルドキュメントを示す説明図である。
【図５】視線誘導情報算出手段で算出された視線の流れる経路とその確率が表示されたビ
ジュアルドキュメントを示す説明図である。
【図６】本発明に係る視線誘導情報表示装置を実現するハードウェア構成を示すブロック
図である。
【図７】矢印をエッジ成分に分解し、そのヒストグラムを表示した説明図である。
【図８】視線の流れる経路の方向と確率とを視覚的に示した概念図である。
【図９】各部分領域毎の代表点とその代表点同士を繋いだ経路を示す図である。
【図１０】各部分領域毎の代表点とその代表点同士を繋いだ経路を示す図である。
【図１１】本発明に係る視線誘導情報表示装置の他の実施の形態を示す図である。
【図１２】本発明に係る視線誘導情報表示装置の他の実施の形態を示す図である。
【図１３】本発明に係る視線誘導情報表示装置の他の実施の形態を示す図である。
【符号の説明】
【０１１４】
　１０…入力手段、２０…部分領域認識手段、３０…初期注目確率手段、４０…視線誘導
方向計算手段、５０…視線誘導情報算出手段、６０…出力手段、７０…経路指定手段、８
０…初期注目領域手段、９０…視線誘導方向決定手段、１００…視線誘導情報表示装置、
１１０…ＣＰＵ、１２０…ＲＡＭ、１３０…ＲＯＭ、１４０…記憶部、１５０…表示部、
１６０…入力部、１７０…インターフェース、１８０…バス、２００，２００Ａ，２００
Ｂ，２００Ｃ…ビジュアルドキュメント（画像情報）、２１０，２２０，２３０…部分領
域、２１１，２２１，２３１…代表点、２１２，２１３，２２２，２２３，２３２…制御
点、Ｎ…ネットワーク。
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