
JP 5172745 B2 2013.3.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　前記筐体に接続され、複数の指示部を有する指示体によるタッチ動作を検出する機能お
よび情報を表示する機能を有するタッチパネルと、
　前記タッチパネルに表示された第１のレイヤー領域に表示情報が表示され、前記指示体
への第１のタッチ動作による表示情報選択動作が検出された場合、前記第１のタッチ動作
による前記指示体からの離反を検出する検出部と、
　前記検出部によって前記第１のタッチ動作による前記指示体からの離反が検出されると
、前記表示情報と同じ表示情報を前記第１のレイヤー領域の上に重ねて表示する第２のレ
イヤーを作成すると共に、前記第２のレイヤーは、前記表示情報を表示する領域以外の表
示領域については、前記第１のレイヤー領域の表示が前記第２のレイヤーを透過して表示
されるように透明な表示領域として第２のレイヤーを作成する作成部と、
　前記第２のレイヤー領域に表示された前記表示情報への第２のタッチ動作による表示情
報選択動作が検出された場合、前記第２のレイヤーに表示された前記表示情報を移動可能
状態とし、前記第２のタッチ動作による前記指示体からの離反が検出された位置に前記第
２のレイヤーに表示された表示情報を移動する処理部と、
　を具備し、
　前記処理部は、前記第２のレイヤーを作成する場合、前記表示情報の配信元のアドレス
情報を取得し、同じアドレス情報であればグループ化を行い、グループ化が行われた表示
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情報を一体的に移動する処理を行う情報処理装置。
【請求項２】
　前記処理部は、前記グループ化が行われた後に前記グループ化が行われた各表示情報の
再表示を同時に行う請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記各レイヤーは、前記配信元から個別に表示情報を受信して、それぞれのレイヤーに
表示する請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　筐体と、前記筐体に接続され、複数の指示部を有する指示体によるタッチ動作を検出す
る機能および情報を表示する機能を有するタッチパネルとを備えた情報処理装置で用いら
れる情報表示方法であって、
　前記タッチパネルに表示された第１のレイヤー領域に表示情報が表示され、前記指示体
への第１のタッチ動作による表示情報選択動作が検出された場合、前記第１のタッチ動作
による前記指示体からの離反を検出し、
　前記第１のタッチ動作による前記指示体からの離反が検出されると、前記表示情報と同
じ表示情報を前記第１のレイヤー領域の上に重ねて表示する第２のレイヤーを作成すると
共に、前記第２のレイヤーは、前記表示情報を表示する領域以外の表示領域については、
前記第１のレイヤー領域の表示が前記第２のレイヤーを透過して表示されるように透明な
表示領域として第２のレイヤーを作成し、
　前記第２のレイヤー領域に表示された前記表示情報への第２のタッチ動作による表示情
報選択動作が検出された場合、前記第２のレイヤーに表示された前記表示情報を移動可能
状態とし、前記第２のタッチ動作による前記指示体からの離反が検出された位置に前記第
２のレイヤーに表示された表示情報を移動する処理を行い、
　前記処理は、前記第２のレイヤーを作成する場合、前記表示情報の配信元のアドレス情
報を取得し、同じアドレス情報であればグループ化を行い、グループ化が行われた表示情
報を一体的に移動する処理を行う情報表示方法。
【請求項５】
　前記処理は、前記グループ化が行われた後に前記グループ化が行われた各表示情報の再
表示を同時に行う請求項４に記載の情報表示方法。
【請求項６】
　前記各レイヤーは、前記配信元から個別に表示情報を受信して、それぞれのレイヤーに
表示する請求項４に記載の情報表示方法。
【請求項７】
　筐体と、前記筐体に接続され、複数の指示部を有する指示体によるタッチ動作を検出す
る機能および情報を表示する機能を有するタッチパネルとを備えた情報処理装置における
プログラムであって、
　前記タッチパネルに表示された第１のレイヤー領域に表示情報が表示され、前記指示体
への第１のタッチ動作による表示情報選択動作が検出された場合、前記第１のタッチ動作
による前記指示体からの離反を検出する検出手順と、
　前記第１のタッチ動作による前記指示体からの離反が検出されると、前記表示情報と同
じ表示情報を前記第１のレイヤー領域の上に重ねて表示する第２のレイヤーを作成すると
共に、前記第２のレイヤーは、前記表示情報を表示する領域以外の表示領域については、
前記第１のレイヤー領域の表示が前記第２のレイヤーを透過して表示されるように透明な
表示領域として第２のレイヤーを作成する作成手順と、
　前記第２のレイヤー領域に表示された前記表示情報への第２のタッチ動作による表示情
報選択動作が検出された場合、前記第２のレイヤーに表示された前記表示情報を移動可能
状態とし、前記第２のタッチ動作による前記指示体からの離反が検出された位置に前記第
２のレイヤーに表示された表示情報を移動する処理手順と、
　をコンピュータに実行させ、
　前記処理手順は、前記第２のレイヤーを作成する場合、前記表示情報の配信元のアドレ
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ス情報を取得し、同じアドレス情報であればグループ化を行い、グループ化が行われた表
示情報を一体的に移動する処理を行う情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチパネルを備えた情報処理装置に係り、特に、表示された情報を所望の
位置に移動、配置できる情報処理装置、情報表示方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置が備えるディスプレイ上に動画像
が表示されている場合、動画像が表示されているアプリケーションプログラム以外の他の
アプリケーションプログラムに同じ動画像を表示させる技術が開示されている。例えば特
許文献１には、表示装置に表示された動画像を、動画像が表示されたアプリケーションプ
ログラムとは別のアプリケーションプログラム上にドラッグ・アンド・ドロップする技術
が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３４５４３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載された技術では、動画像を表示したまま別のアプリケ
ーションプログラムで作業をしようとした場合に、動画像だけを切り出して表示させるこ
とができない。また、切り出した動画像と共に、動画像の操作パネルをも切り出して所望
の位置に配置することはできない。
【０００５】
　そこで、本発明は、タッチパネルを備えた表示装置上に表示された動画像等の情報を切
り出して所望の位置に配置することができる情報処理装置、情報表示方法およびプログラ
ムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本願発明の一態様によれば、筐体と、前記筐体に接続され、複数の指示部を有する指示
体によるタッチ動作を検出する機能および情報を表示する機能を有するタッチパネルと、
前記タッチパネルに表示された第１のレイヤー領域に表示情報が表示され、前記指示体へ
の第１のタッチ動作による表示情報選択動作が検出された場合、前記第１のタッチ動作に
よる前記指示体からの離反を検出する検出部と、前記検出部によって前記第１のタッチ動
作による前記指示体からの離反が検出されると、前記表示情報と同じ表示情報を前記第１
のレイヤー領域の上に重ねて表示する第２のレイヤーを作成すると共に、前記第２のレイ
ヤーは、前記表示情報を表示する領域以外の表示領域については、前記第１のレイヤー領
域の表示が前記第２のレイヤーを透過して表示されるように透明な表示領域として第２の
レイヤーを作成する作成部と、前記第２のレイヤー領域に表示された前記表示情報への第
２のタッチ動作による表示情報選択動作が検出された場合、前記第２のレイヤーに表示さ
れた前記表示情報を移動可能状態とし、前記第２のタッチ動作による前記指示体からの離
反が検出された位置に前記第２のレイヤーに表示された表示情報を移動する処理部と、を
具備し、前記処理部は、前記第２のレイヤーを作成する場合、前記表示情報の配信元のア
ドレス情報を取得し、同じアドレス情報であればグループ化を行い、グループ化が行われ
た表示情報を一体的に移動する処理を行う情報処理装置が提供される。
【０００７】
　また、本願発明の一態様によれば、筐体と、前記筐体に接続され、複数の指示部を有す
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る指示体によるタッチ動作を検出する機能および情報を表示する機能を有するタッチパネ
ルとを備えた情報処理装置で用いられる情報表示方法であって、前記タッチパネルに表示
された第１のレイヤー領域に表示情報が表示され、前記指示体への第１のタッチ動作によ
る表示情報選択動作が検出された場合、前記第１のタッチ動作による前記指示体からの離
反を検出し、前記第１のタッチ動作による前記指示体からの離反が検出されると、前記表
示情報と同じ表示情報を前記第１のレイヤー領域の上に重ねて表示する第２のレイヤーを
作成すると共に、前記第２のレイヤーは、前記表示情報を表示する領域以外の表示領域に
ついては、前記第１のレイヤー領域の表示が前記第２のレイヤーを透過して表示されるよ
うに透明な表示領域として第２のレイヤーを作成し、前記第２のレイヤー領域に表示され
た前記表示情報への第２のタッチ動作による表示情報選択動作が検出された場合、前記第
２のレイヤーに表示された前記表示情報を移動可能状態とし、前記第２のタッチ動作によ
る前記指示体からの離反が検出された位置に前記第２のレイヤーに表示された表示情報を
移動する処理を行い、前記処理は、前記第２のレイヤーを作成する場合、前記表示情報の
配信元のアドレス情報を取得し、同じアドレス情報であればグループ化を行い、グループ
化が行われた表示情報を一体的に移動する処理を行う情報表示方法が提供される。
【０００８】
　さらに、本願発明の一態様によれば、筐体と、前記筐体に接続され、複数の指示部を有
する指示体によるタッチ動作を検出する機能および情報を表示する機能を有するタッチパ
ネルとを備えた情報処理装置におけるプログラムであって、前記タッチパネルに表示され
た第１のレイヤー領域に表示情報が表示され、前記指示体への第１のタッチ動作による表
示情報選択動作が検出された場合、前記第１のタッチ動作による前記指示体からの離反を
検出する検出手順と、前記第１のタッチ動作による前記指示体からの離反が検出されると
、前記表示情報と同じ表示情報を前記第１のレイヤー領域の上に重ねて表示する第２のレ
イヤーを作成すると共に、前記第２のレイヤーは、前記表示情報を表示する領域以外の表
示領域については、前記第１のレイヤー領域の表示が前記第２のレイヤーを透過して表示
されるように透明な表示領域として第２のレイヤーを作成する作成手順と、前記第２のレ
イヤー領域に表示された前記表示情報への第２のタッチ動作による表示情報選択動作が検
出された場合、前記第２のレイヤーに表示された前記表示情報を移動可能状態とし、前記
第２のタッチ動作による前記指示体からの離反が検出された位置に前記第２のレイヤーに
表示された表示情報を移動する処理手順と、をコンピュータに実行させ、前記処理手順は
、前記第２のレイヤーを作成する場合、前記表示情報の配信元のアドレス情報を取得し、
同じアドレス情報であればグループ化を行い、グループ化が行われた表示情報を一体的に
移動する処理を行う情報処理プログラムが提供される。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は、タッチパネルを備えた表示装置上に表示された動画像等の情報を任意の範囲
で切り出して所望の位置に配置することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態に係る情報処理装置の外観を示す図。
【図２】本発明の一実施形態に係る情報処理装置の構成を示すブロック図。
【図３】本発明の一実施形態に係る情報処理装置の表示制御アプリケーションの機能構成
等を示すブロック図。
【図４】本発明の一実施形態に係る情報処理装置を適用した表示制御方法を示したフロー
チャート。
【図５】本発明の一実施形態に係る情報処理装置を適用した表示制御方法の動作を模式的
に示す図。
【図６】本発明の一実施形態に係る情報処理装置を適用した表示制御方法の選択動作を模
式的に示す図。
【図７】本発明の変形例に係る情報処理装置を適用した表示制御方法の選択動作を模式的
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に示す図。
【図８】本発明の変形例に係る情報処理装置を適用した表示制御方法の第２のレイヤー上
におうける選択動作を模式的に示す図。
【図９】本発明の変形例に係る情報処理装置を適用した表示制御方法の移動動作を模式的
に示す図。
【図１０】本発明の変形例に係る情報処理装置を適用した表示制御方法の動作後を模式的
に示す図。
【図１１】本発明の変形例に係る情報処理装置を適用した表示制御方法の操作メニューの
移動動作を模式的に示す図。
【図１２】本発明の変形例に係る情報処理装置を適用した表示制御方法の移動後を模式的
に示す図。
【図１３】本発明の変形例に係る情報処理装置を適用した表示制御方法のグループ化を行
うためのテーブルデータを模式的に示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００１２】
　まず、図１を参照して、本発明の一実施形態に係る情報処理装置の構成について説明す
る。
【００１３】
　図１は本発明の表示制御方法を適用する情報処理装置の実施形態の外観を示す図である
。なお、本実施形態では、情報処理装置は、タッチセンサを内蔵したディスプレイ（タッ
チディスプレイ）を備えたＰＤＡ（Personal Digital Assistants）として実現されてい
る。
【００１４】
　図１に示すように、ＰＤＡ１０は、タッチセンサを内蔵したディスプレイ１５を備えて
いる。このディスプレイ１５は、指１２やタッチペン等で表面をタッチすることにより、
表示されている画面の内容を選択したりすることができるものである。また、後述する通
信機能を有しており、インターネット等のネットワークに接続することが可能である。こ
の通信機能により、外部のネットワークからダウンロードした動画像等のデータを表示さ
せることができる。また、タッチ動作をすることにより、表示された動画像等のデータを
操作することができる。すなわち、動画像の再生、停止、早送り、巻き戻し等、表示サイ
ズの変更等を行うことができる。動画像の表示サイズの変更を行う場合には、例えば、表
示されている動画像の外枠付近をタッチすることにより、表示サイズ変更を行う矢印等が
表示され、表示された矢印をタッチ動作で移動させることにより行うものである。さらに
、動画像の再生、停止、早送り、巻き戻しを行う場合は、動画像に付随して表示される操
作メニュー２００をタッチ動作によって行うことにより実現される。すなわち、動画像の
再生の場合には、再生ボタンの押下（タッチ動作）、停止する場合は、停止ボタンの押下
（タッチ動作）を行う。また、動画像の早送り、巻き戻しを行う場合は、スクロールバー
２０１をタッチ動作で押下したまま移動して所望の位置でタッチ動作を離反する動作を行
うことにより実現される。
【００１５】
　図２は、本実施形態の情報処理装置であるＰＤＡの主な構成を示したブロック図である
。
【００１６】
　図２に示すように、ＰＤＡ１０は、ＣＰＵ１４、ディスプレイ１５、メモリ１６、通信
部１７等を有している。
【００１７】
　ＣＰＵ１４は、ＰＤＡ１０の各種デバイスを総合的に制御する制御装置である。記憶媒
体１８に記憶されているＯＳ（オペレーティングシステム）や表示制御アプリケーション
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プログラム１００（以下、表示制御アプリケーションとも称する）等の各種アプリケーシ
ョンをメモリ１６にロードして制御を行う。メモリ１６は、データを一時的に記憶してお
くフラッシュメモリ等の記憶媒体である。ディスプレイ１５は、タッチセンサのコントロ
ーラを内蔵したタッチパネル式の表示装置である。ユーザの指やタッチペン等の押下に反
応してディスプレイ上の所定の領域を選択したり、所定の箇所をタッチしてプログラム等
を実行させたり、アプリケーションプログラムを操作する等の処理を行うことができる。
記憶媒体１８は、ＯＳや各種アプリケーション、内蔵辞書等を記憶しており、ＨＤＤやフ
ラッシュメモリ等のメモリ１６よりも大容量の不揮発性の記憶媒体である。通信部１７は
、インターネット等に接続するための接続インターフェースであり、無線ＬＡＮ機能や携
帯電話等の３Ｇモジュール等である。
【００１８】
　次に、表示制御アプリケーション１００の機能構成について、図３のブロック図を参照
して説明する。
【００１９】
　表示制御アプリケーション１００は、検出制御部１０１、表示選択部１０２、実行部１
０３、記憶部１０４を備えている。検出制御部１０１は、ユーザの指１２やタッチペン等
の押下を検出する。表示選択部１０２は、ユーザの指１２やタッチペン等によって動画像
等（表示情報）が選択された場合の検出処理を行う。また、選択された動画像等をハイラ
イト（強調）表示させる等の処理を行う。さらに、タッチ動作のタッチパネル（指示体）
からの離反を検出する処理を行う。離反を検出すると、タッチ動作（第１のタッチ動作）
が完了したと判別する。
【００２０】
　実行部１０３は、第１のタッチ動作による指示体からの離反が検出されると、動画像等
と同じ表示情報を第１のレイヤー領域の上に重ねて表示する第２のレイヤーを作成する。
この第２のレイヤーは、表示情報を表示する領域以外の表示領域については、第１のレイ
ヤー領域の表示が第２のレイヤーを透過して表示されるように透明な表示領域として第２
のレイヤーを作成する。すなわち、第２のレイヤーは、選択された動画像等の表示データ
だけが表示されており、それ以外の領域は透明となっている（後述）。また、実行部１０
３は、第２のレイヤー領域に表示された表示情報への第２のタッチ動作による表示情報選
択動作が表示選択部１０２によって検出された場合、第２のレイヤーに表示された表示情
報を移動可能状態とし、第２のタッチ動作によるタッチパネル（指示体）からの離反が検
出された位置に第２のレイヤーに表示された表示情報を移動する処理を行う。なお、第２
のレイヤーが移動可能状態である、とは、第２のレイヤーが固定されている第１のレイヤ
ー上をずれるように移動できる状態ということである。なお、第１のレイヤーは固定され
ており、移動することはない。さらに、別の動画像等のデータが選択されることにより、
第３のレイヤー、第４のレイヤー・・っとレイヤーを重ねて表示させるたり、移動させた
りすることができる。第１のレイヤー以外のレイヤーは、移動可能である。また、各レイ
ヤーに表示されている情報は、選択された動画像等のデータのみであり、各レイヤーのそ
の他の領域は透明であるので、下のレイヤーの情報が透過して表示されるようになってい
る（後述）。
【００２１】
　記憶部１０４は、ＯＳや表示制御アプリケーション、各レイヤーの作成情報等を記憶す
る。各レイヤーの作成情報は、例えば、選択された各レイヤー上に表示された動画像等の
データは、それぞれの情報の配信元が決まっている。この情報の配信元のＵＲＬ等を記憶
する。例えば、ＵＲＬが同じ動画像等のデータは、グループ化する。グループ化された複
数の動画像等のデータは、一体的に管理される。例えば、グループ化された複数の動画像
等のデータは、まず同期を取るために、一斉に再表示（リロード）される。さらに、移動
を行う場合は、グループ化された複数の動画像等のデータは、一体的に移動させることが
できる。また、ユーザの任意でグループ化を解除することもできる。
【００２２】
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　次に、本実施形態の情報処理装置を適用した表示制御方法について、図４のフローチャ
ートを参照して説明する。
【００２３】
　まず、ＰＤＡ１０が起動すると共に、ＣＰＵ１４によって表示制御アプリケーション１
００が起動され、メモリ１６にロードされる（ステップＳ１０１）。次に、ＣＰＵ１４は
、タッチパネルへの第１のタッチ動作による範囲選択を検出する（ステップＳ１０２）。
タッチパネルへの第１のタッチ動作による範囲選択の検出は、例えば、図５、図６に示さ
れるように、ＣＰＵ１４は、ディスプレイ１５に表示されている動画像２１０の外枠２０
２をユーザの指１２によってタッチ動作の後に離反せずに移動する（第１のタッチ動作）
動作を検出する。ステップＳ１０２で、ＣＰＵ１４によって、タッチパネルへの第１のタ
ッチ動作による範囲選択を検出した場合は（ステップＳ１０２のＹＥＳ）、第１のタッチ
動作の離反を検出する（ステップＳ１０３）。例えば、図７に示されるように、第１のタ
ッチ動作による範囲選択を検出した後に、ユーザの指１２がタッチパネルから離反する（
選択された動画像等はハイライトされ、ユーザに対して動画像が選択されたことを示す）
。ステップＳ１０３で、ＣＰＵ１４によって、第１のタッチ動作の離反を検出したと判別
された場合は（ステップＳ１０３のＹＥＳ）、第２のレイヤーを作成する（ステップＳ１
０４）。この第２のレイヤーは、動画像等のデータ（表示情報）を表示する領域以外の表
示領域については（第１のレイヤー領域の表示が第２のレイヤーを透過してユーザに表示
されるように）、透明な表示領域として第２のレイヤーを作成する。すなわち、第２のレ
イヤーは、選択された動画像等の表示データ（動画像等のデータ）だけが表示されており
、それ以外の領域は透明となっている。なお、第２のレイヤー上に表示された動画像は、
第１のレイヤー上に表示された動画像２１０と区別するために、動画像２０１－２として
符号を付すものとする。
【００２４】
　次に、ＣＰＵ１４は、作成された第２のレイヤー上に表示された動画像（表示データ）
２１０－２が第２のタッチ動作によって選択されたかを検出する（ステップＳ１０５）。
例えば、図８に示されるように、第２のレイヤー上に表示された動画像２１０－２上で、
第２のタッチ動作を行い、タッチしたまま所定時間が経過すると、第２のレイヤー上に表
示された動画像２１０－２が選択されたものとする。ステップＳ１０５で、ＣＰＵ１４に
よって、第２のレイヤー上に表示された動画像２１０－２が選択されたと判別すると（ス
テップＳ１０５のＹＥＳ）、第２のレイヤーに表示された動画像を移動可能状態とする（
ステップＳ１０６）。第２のレイヤーが移動可能状態である、とは、第２のレイヤーが固
定されている第１のレイヤー上をずれるように移動できる状態ということである。そして
、ＣＰＵ１４は、第２のタッチ動作のタッチパネルからの離反を検出した場合は（ステッ
プＳ１０７のＹＥＳ）、第２のタッチ動作によるタッチパネル（指示体）からの離反が検
出された位置に第２のレイヤーに表示された動画像２１０－２を移動する処理を行う（ス
テップＳ１０８）。例えば、図９に示されるように、第２のレイヤーが第１のレイヤー上
をずれるように移動することで、第２のレイヤーに表示された動画像２１０－２が移動す
る。なお、第１のレイヤー上に表示されている動画像２１０は移動しない。そして、ユー
ザは、例えば、図１０に示されるように、第１のレイヤー上の表示を操作することにより
、別のサイト２２０にアクセスして第１のレイヤーに表示することができる。
【００２５】
　同様に、図１に示されるように、動画像の操作メニュー２００を上述したように、第１
のタッチ動作によって範囲選択を行う。範囲選択が行われる度にレイヤーが作成されるた
め、この場合、第３のレイヤーが作成される。その後に、第２のタッチ動作によって移動
を行う。例えば、図１１に示されるように、第３のレイヤー上に表示された操作メニュー
２００－２を移動することができる。第２のタッチ動作のタッチパネルからの離反が検出
されると、例えば、図１２に示されるように、離反が検出された位置に第３のレイヤー上
に表示された操作メニュー２００－２が移動される。
【００２６】
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　また、例えば、レイヤーが作成された場合に、ＣＰＵ１４によって、動画像２１０－２
は切り出し情報の識別番号として「０００１」が割り当てられる。また、レイヤーが作成
された場合に、ＣＰＵ１４によって、動画像２００－２は切り出し情報の識別番号として
「０００２」が割り当てられる。さらに、それぞれの動画像２１０－２、２００－２の配
信元であるＵＲＬは、http://www.***.co.jp/123.wmv、及びhttp://www.***.co.jp/123.h
tmである。これらの割り当てられた情報は、例えば、図１３に示されるようなテーブルデ
ータとして記憶媒体１８に記憶される。また、各動画像等のデータの切り出し元の座標情
報も記録される。例えば、動画像２１０－２、２００－２は、それぞれ(10,2),(120,10),
(2,120),(120,120)、(120,2),(120,120),(125,2),(125,120)として記憶される。このデー
タに従って切り出し（例えば、第２のレイヤーの作成）を行う。
【００２７】
　この場合、ＣＰＵ１４によって、これらの動画像等のデータは、配信元（http://www.*
**.co.jp）が同じであると判別し、グループ化を行う。例えば、図１３に示されるように
、動画像２１０－２、２００－２は、グループ１として管理される。グループ化された複
数の動画像等のデータは、一体的に管理される。例えば、グループ化された複数の動画像
等のデータは、まず同期を取るために、一斉に再表示（リロード）される。リロードを行
うことにより、動画像等のデータの取得時間を同期させることができる。さらに、移動を
行う場合は、グループ化された複数の動画像等のデータは、一体的に移動させることがで
きる。また、ユーザの任意でグループ化を解除することもできる。なお、グループ化した
後においても、各レイヤーは、配信元から個別に表示情報を受信して、それぞれのレイヤ
ーに表示するものである。
【００２８】
　さらに、例えば、図１２に示されるように、各レイヤーの表示形態を記憶したファイル
を作成することで、配置情報ファイルとして保存することもできる。この配置情報ファイ
ルを呼び出すことで、ユーザは毎回同じ切り出しの処理を行う必要がない。
【００２９】
　また、上述した実施形態では、所定のＵＲＬから配信されたブラウザ上に表示された動
画像等のデータについての切り出し処理について説明しているが、これに限定されること
はない。例えば、ブラウザに限らず、あらゆるアプリケーションプログラム上に表示され
た表示情報に適用することができる。また、切り出した動画像等のデータは、所望のサイ
ズに変形することができる。また、切り出した動画像等のデータは、拡大したり縮小した
りすることができる。
【００３０】
　本実施形態によれば、タッチパネルを備えた表示装置上に表示された動画像等の情報を
任意の範囲で切り出して所望の位置に容易に配置することができる。また、小さなディス
プレイを備えた情報処理装置においても効率よく表示を行うことができる。さらに、ユー
ザ専用の表示の配置情報を記憶して呼び出せることにより、いつの利用している自分専用
のキャンバスとなり、操作性が高まり、直感的に操作を行うことができる。
【符号の説明】
【００３１】
　１０…ＰＤＡ、１２…指、１５…ディスプレイ、１６…メモリ、１７…通信部、１８…
記憶媒体、１００…表示制御アプリケーション、１０１…検出制御部、１０２…表示選択
部、１０３…実行部、１０４…記憶部、２００、２００－２…操作メニュー、２０２…外
枠、２１０、２１０－２…動画像
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