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(57)【要約】
【課題】一つの表示タッチパネルを用いるだけで複数ユ
ーザによる会議を効率的に行うことができるようにする
。
【解決手段】表示制御装置は、大型表示タッチパネル２
００に設けられたユーザ位置センサにより、ユーザ数と
位置を認識し、認識したユーザ数と位置に従って大型表
示タッチパネル２００の表示エリアを複数の表示エリア
２１，２２ａ～２２ｄに分割してユーザ位置に対応して
表示させる。これにより会議資料のようなファイルを表
示エリアに表示させたときに、ユーザから見て適正な方
向に会議資料が表示される。また表示制御装置では、ユ
ーザが会議の進行役か他の参加者であるかを判別し、こ
れに応じて表示エリアの操作権限を設定することができ
る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置とタッチパネルとを一体に構成した表示タッチパネルの表示制御を行う表示制
御装置であって、
　該表示制御装置に接続されたユーザ位置センサからの入力信号に基づいて、前記表示タ
ッチパネル周囲のユーザの位置及び数を認識するユーザ認識手段と、
　該ユーザ認識手段による認識結果に基づいて、前記表示タッチパネルの表示エリアをユ
ーザの位置に対応させて分割した表示エリアを決定する表示エリア決定手段とを有するこ
とを特徴とする表示制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示制御装置において、前記ユーザ認識手段により認識されたユーザ
の位置が、予め定めた特定範囲内にあるかどうかを判別する特定位置判別手段と、
　前記表示エリア決定手段により決定された表示エリアに対する表示画面を生成する表示
画面生成手段とを有し、
　該表示画面生成手段は、前記表示エリア決定手段により決定された表示エリアのうち、
前記特定位置判別手段で判別された特定範囲内のユーザに対応する表示エリアの表示状態
と、前記特定範囲以外のユーザに対応する表示エリアの表示状態とを異ならせることを特
徴とする表示制御装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の表示制御装置において、前記特定範囲内のユーザに対応する表示エリ
アと、前記特定範囲以外のユーザに対応する表示エリアとの間で、各前記表示エリアに表
示されるファイルに対する操作権限を異ならせることを特徴とする表示制御装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の表示制御装置において、前記特定範囲内のユーザに対応する表示エリ
アの操作権限の１つとして、表示エリアに表示されたファイルに対して特定の方向にドラ
ッグ操作が行なわれたときに、前記特定の方向にある他の表示エリアに対して前記ドラッ
グ操作が行われたファイルを表示させる権限を設定することを特徴とする表示制御装置。
【請求項５】
　請求項２に記載の表示制御装置において、ネットワークを介して画像処理装置から送ら
れた画像データを受信可能とする手段を有し、前記表示画面生成手段は、前記画像処理装
置から送られた画像データを、前記特定範囲内のユーザに対応する表示エリアに表示させ
ることを特徴とする表示制御装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の表示制御装置において、前記表示エリア決定手段は、前記ユーザ認識
手段により認識したユーザ数が多くなるほど、各ユーザに対応した表示エリアのうちの少
なくとも一部の表示エリアのサイズを小さくすることを特徴とする表示制御装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の表示制御装置において、前記表示エリア決定手段は、前記ユーザ認識
手段により認識されたユーザの位置の間隔が小さくなるほど、各ユーザに対応した表示エ
リアうちの少なくとも一部の表示エリアのサイズを小さくすることを特徴とする表示制御
装置。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれか１に記載の表示制御装置の機能を実現するための表示制御
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示制御装置及び表示制御プログラムに関し、より詳細には、表示装置とタ
ッチパネルとを一体に構成した表示タッチパネルの表示制御を行う表示制御装置と、該表
示制御装置の機能を実現する表示制御プログラムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　会議資料などを表示画面に表示させ、複数のユーザにより表示操作を可能とすることで
、複数のユーザが表示画面を見ながら会議を行うことができるようにしたシステムが知ら
れている。
　例えば特許文献１には、表示画面を備えるクライアントを各会議参加者が個別に操作で
きるようにし、会議資料を各参加者のクライアントに表示するようにした電子会議システ
ムが開示されている。ここでは、特定の参加者のクライアントのみに特定の表示を行なう
ことができる。
【特許文献１】特開２００３－２８１１０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記特許文献１の電子会議システムでは、表示画面を備えた小型のクライアントを各会
議参加者の数だけ用意する必要があるため、参加者の数が増えるほどクライアントの数が
増大し、会議参加者全員にクライアントを用意することが難しくなる場合がある。
【０００４】
　本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたもので、一つの表示タッチパネルをユー
ザの位置や数に応じて分割表示し、分割した表示エリアの表示データの参照や編集を可能
とすることにより、一つの表示タッチパネルを用いるだけで複数ユーザによる会議を行う
ことができるようにした表示制御装置と表示制御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】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の技術手段は、表示装置とタッチパネルとを
一体に構成した表示タッチパネルの表示制御を行う表示制御装置であって、表示制御装置
に接続されたユーザ位置センサからの入力信号に基づいて、表示タッチパネル周囲のユー
ザの位置及び数を認識するユーザ認識手段と、ユーザ認識手段による認識結果に基づいて
、表示タッチパネルの表示エリアをユーザの位置に対応させて分割した表示エリアを決定
する表示エリア決定手段とを有することを特徴としたものである。
【０００６】
　第２の技術手段は、第１の技術手段において、ユーザ認識手段により認識されたユーザ
の位置が、予め定めた特定範囲内にあるかどうかを判別する特定位置判別手段と、表示エ
リア決定手段により決定された表示エリアに対する表示画面を生成する表示画面生成手段
とを有し、表示画面生成手段は、表示エリア決定手段により決定された表示エリアのうち
、特定位置判別手段で判別された特定範囲内のユーザに対応する表示エリアの表示状態と
、特定範囲以外のユーザに対応する表示エリアの表示状態とを異ならせることを特徴とし
たものである。
【０００７】
　第３の技術手段は、第２の技術手段において、特定範囲内のユーザに対応する表示エリ
アと、特定範囲以外のユーザに対応する表示エリアとの間で、各表示エリアに表示される
ファイルに対する操作権限を異ならせることを特徴としたものである。
【０００８】
　第４の技術手段は、第３の技術手段において、特定範囲内のユーザに対応する表示エリ
アの操作権限の１つとして、表示エリアに表示されたファイルに対して特定の方向にドラ
ッグ操作が行なわれたときに、特定の方向にある他の表示エリアに対してドラッグ操作が
行われたファイルを表示させる権限を設定することを特徴としたものである。
【０００９】
　第５の技術手段は、第２の技術手段において、ネットワークを介して画像処理装置から
送られた画像データを受信可能とする手段を有し、表示画面生成手段は、画像処理装置か
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ら送られた画像データを、特定範囲内のユーザに対応する表示エリアに表示させることを
特徴としたものである。
【００１０】
　第６の技術手段は、第１の技術手段において、表示エリア決定手段が、ユーザ認識手段
により認識したユーザ数が多くなるほど、各ユーザに対応した表示エリアのうちの少なく
とも一部の表示エリアのサイズを小さくすることを特徴としたものである。
【００１１】
　第７の技術手段は、第１の技術手段において、表示エリア決定手段が、ユーザ認識手段
により認識されたユーザの位置の間隔が小さくなるほど、各ユーザに対応した表示エリア
うちの少なくとも一部の表示エリアのサイズを小さくすることを特徴としたものである。
【００１２】
　第８の技術手段は、第１ないし第７のいずれかの技術手段である表示制御装置の機能を
実現するための表示制御プログラムである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、一つの表示タッチパネルをユーザの位置や数に応じて分割表示し、分
割した表示エリアの表示データの参照や編集を可能とすることにより、一つの表示タッチ
パネルを用いるだけで複数ユーザによる会議を効率的に行うことができるようにした表示
制御装置と表示制御プログラムを提供することができる。
【００１４】
　特に本発明によれば、表示タッチパネルを複数のユーザで利用する際に、各ユーザの位
置やユーザ数に応じて、表示タッチパネルの全表示エリアを各ユーザ用に適切なサイズに
分割し、分割した表示エリアを適切な位置に表示させることができる。またこのときに全
ユーザの表示が可能になるように、ユーザ数が多くなるに従って、もしくはユーザ間隔が
狭くなるに従って一人当たりの表示エリアのサイズを小さくすることにより、ユーザ数や
位置に応じて最適な分割表示エリアを設定することができるようになる。
【００１５】
　また本発明によれば、表示タッチパネルを会議で使用する際に、会議の進行役の表示状
態と、他の参加者の表示状態とを異ならせることができる。そして他の参加者には、表示
エリアを使用した会議資料の参照のみを許可するのに対して、会議の進行役には、会議資
料の読み出しや書き込み等を行うことができる操作権限を付与することにより、特定の操
作権限をユーザに応じて使い分けることができる。また会議の進行役は、簡単な動作で特
定の参加者に対して会議資料の配布を行なうことができる。さらにスキャナで読み取った
画像データは、会議の進行役の表示エリアのみ表示させることができる。そしてこれらに
より、会議資料等の表示データが混乱することなく、効率的に会議を行うことができるよ
うになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　図１は本発明による表示制御装置の一実施形態を説明するためのブロック図である。
　本例では、大型表示タッチパネルの表示画面を上向きにして水平に設置して、会議机と
して使用するときの構成例について説明する。
　表示制御装置１００は、通信Ｉ／Ｆ１２０を備えていて、大型表示タッチパネル２００
の通信Ｉ／Ｆ２０２に接続することにより、大型表示タッチパネルの表示制御を行うこと
ができる。大型表示タッチパネル２００は、例えば大型液晶パネルなどの表示装置とタッ
チパネルとを一体に構成してなっている。そして表示装置に対する表示に応じてユーザが
タッチパネルを操作することにより、所定の操作信号を表示制御装置１００に送信するこ
とができる。
【００１７】
　また大型表示タッチパネル２００は、ユーザ位置センサ２０１を備えていて、ユーザを
検出してその検出信号を表示制御装置１００に送信する。大型表示タッチパネルは、上記
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のように表示画面を上向きにして水平に設置することで会議机として使用される。このと
きに、大型表示タッチパネルの周囲に座るユーザの位置や数を検出するために上記のユー
ザ位置センサ２０１が設けられる。ユーザ位置センサ２０１は、例えば大型表示タッチパ
ネル２００の枠の周囲などに複数設けられ、水平に設置した大型表示タッチパネルの周囲
に座ったユーザを検知できるようになっている。
【００１８】
　ユーザ位置センサ２０１としては、赤外線センサを好適に用いることができるが、その
センサ方式を限定するものではない。またユーザ位置センサ２０１は、上記のように大型
表示タッチパネル２００の周囲のユーザを検知できる位置に適宜設けられるが、その位置
と数とは限定されるものではない。例えば大型表示タッチパネル２００の周囲に会議の参
加者が座るときに、参加者の座る位置がほぼ決められている場合には、その位置のそれぞ
れにユーザ位置センサ２０１を設置することができる。またユーザがランダムに座る可能
性がある場合には、複数のユーザ位置センサ２０１を所定間隔で連続して配置し、各ユー
ザ位置センサ２０１の検知信号に基づいて、ユーザの位置と数を判別できるようにしても
よい。またユーザ位置センサ２０１の設置位置を可変設定できるようにしてもよい。
【００１９】
　なお本例では、水平に設置した大型表示タッチパネル２００の周囲のユーザを検知でき
るようにユーザ位置センサ２０１を配置し、会議机として用いる構成を説明するが、この
他、垂直に設置した大型表示タッチパネル２００に対して操作可能なユーザの位置と数と
を検知できるようにユーザ位置センサ２０１を配置し、その位置情報に基づく表示制御を
行うようにしてもよい。
【００２０】
　表示制御装置１００は、大型表示タッチパネル２００に対して表示する表示画面を生成
し、また大型表示タッチパネル２００に対するタッチ操作に基づく処理を行う。
　表示制御装置１００は、大型表示タッチパネル２００と通信を行うための通信Ｉ／Ｆ１
２０と、表示制御装置１００の各部の制御、及び大型表示タッチパネル２００の表示制御
を行うための制御部１１０と、大型表示タッチパネル２００に表示させるための文書デー
タやユーザ属性情報などを含む各種データやプログラムなどを記憶する記憶部１３０と、
ネットワークを介して他の外部機器、たとえばスキャナ部３０１や印刷部３０２を備えた
画像処理装置３００に接続するためのネットワークＩ／Ｆ１４０とを備えている。
　表示制御装置１００は、ＰＣなどのコンピュータ装置に内蔵して構成することができ、
あるいは単独の装置として構成することもできる。
【００２１】
　制御部１１０は、大型表示タッチパネル２００のユーザ位置センサ２０１から出力され
たユーザの検知信号に基づいて、会議の参加者であるユーザの位置及びユーザ数を認識す
るユーザ認識部１１１を有している。ユーザ位置センサ２０１は、大型表示タッチパネル
２００の周囲にいるユーザを検知してその検知信号を表示制御装置１００に出力する。こ
れにより表示制御装置１００では、大型表示タッチパネル１０２を会議机として使用する
ときの会議参加者を認識することができる。
【００２２】
　さらに制御部１１０は、ユーザ認識部１１１により認識されたユーザの位置及びユーザ
数に基づいて、大型表示タッチパネル２００の表示エリアを分割して表示するための表示
エリアを決定する表示エリア決定部１１２と、表示エリア決定部１１２により決定された
表示エリアに対する表示画面を生成する表示画面生成部１１３とを有している。
【００２３】
　表示エリア決定部１１２では、ユーザ認識部１１１で認識されたユーザの位置およびユ
ーザ数に応じて大型表示タッチパネル２００の表示エリアを分割する決定を行い、表示画
面生成部１１３は、決定された表示エリアに従って大型表示タッチパネル２００の表示エ
リアを分割して画面表示させる制御を行う。
【００２４】
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　例えば認識したユーザが４人であれば、大型表示タッチパネル２００の全表示エリアを
４つに分割してユーザ毎の表示エリアを表示させる。このときに各ユーザの表示エリアは
、各ユーザの位置に対応した位置、つまりユーザ認識部１１１により認識したユーザの正
面の位置に表示させる。そして表示エリアにおける表示画面の表示方向を、ユーザから見
たときに適正な表示方向なるように設定する。ここでは大型表示タッチパネル２００が矩
形であるときに、その周囲の４辺のいずれからでも表示エリアの表示を適正な状態で視認
可能とする。
【００２５】
　またこの場合に、ユーザ認識部１１１による認識結果に基づいて、表示エリアの表示状
態を異ならせるようにしてもよい。
　例えばユーザ認識部１１１では、ユーザ位置センサ２０１によるユーザの認識結果に基
づいて、そのユーザが会議の進行役であるか、もしくは進行役以外の参加者であるかを判
断し、進行役に対応する表示エリアと他の参加者に対応する表示エリアとを異なる大きさ
となるように決定してもよい。
　例えば会議の進行役は、他の参加者よりも多くの会議資料を操作したり編集したりする
必要があるため、他の参加者とは異なる表示を行うようにすることができる。例えば進行
役用の表示エリアは、全画面表示エリアの特定の位置に特定の大きさで設定しておき、そ
れ以外の領域を参加者の数と位置に応じて分割するようにしてもよい。
【００２６】
　会議の進行役と他の参加者は、ユーザ位置センサ２０１によるユーザの認識位置によっ
て判別させることができる。つまり進行役が座るべき特定範囲を予め定めておき、その特
定範囲内にいるユーザが認識されたときには、会議の進行役であるものと判別する。また
特定範囲を除く範囲でユーザが認識されたときは、そのユーザは進行役ではない他の参加
者であるものと判別する。
【００２７】
　表示画面生成部１１３は、進行役用の表示エリアを表示させる進行役用表示画面生成部
１１３ａと、他の参加者用の表示エリアを表示させる参加者用表示画面生成部１１３ｂと
を有している。表示画面生成部１１３では、ユーザ認識部１１１で認識され、表示エリア
決定部１１２で決定された表示エリアに従って、進行役用の表示エリアに対しては、進行
役用表示画面生成部１１３ａにより表示画面を生成し、他の参加者用の表示エリアに対し
ては、参加者用表示画面生成部１１３ｂにより表示画面を生成して、大型表示タッチパネ
ル２００に表示させる。
【００２８】
　そして制御部１１０は、会議の進行役の入力操作を認識する進行役入力操作認識部１１
４と、進行役以外の他の参加者の入力操作を認識する参加者入力操作認識部１１５とを有
している。これらは、大型表示タッチパネル２００に対する入力操作が、進行役による入
力操作であるか、もしくは他の参加者による入力操作であるかを判別するものである。
【００２９】
　そして進行役用の表示エリアと他の参加者用の表示エリアとを表示させるときに、上述
のようにこれら表示エリアの大きさを異ならせたり、あるいは進行役用の表示エリアの大
きさと位置を固定し、他の表示エリアを参加者の位置と数に従って分割したりすることが
できる。
【００３０】
　また進行役用の表示エリアと他の参加者用の表示エリアとの表示状態を異ならせる処理
として、進行役用の表示エリアに対する操作権限を異ならせることができる。
　例えば会議資料などの文書データを画像処理装置３００のスキャナ部３０１で取り込み
、その文書データのファイルを進行役用の表示エリアに対してのみ表示させるようにする
ことができる。またＰＣなどで作成した会議資料などの文書データのファイルを、進行役
用の表示エリアにのみ表示させることができる。
【００３１】
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　そして進行役用の表示エリアでは、表示された会議資料などのファイルに対する特別の
操作権限として、進行役用の表示エリアに表示されているファイルを参加者用の表示エリ
アにも表示させる操作権限を付与することができる。ここでは例えば、進行役用の表示エ
リアに表示される会議資料などのファイルに対して、ドラッグ操作などの所定の操作を行
うことにより、そのドラッグ方向にある他の表示エリアに対して、進行役用の表示エリア
に表示されている会議資料などと同じファイルを表示させることができる。
【００３２】
　進行役用の表示エリアに対する操作権限は、上記のようなドラッグ操作などによる表示
制御権限のみならず、ファイルの保存や修正等を可能とするファイル操作権限を付与する
ことができる。このときに進行役用の表示エリアに対して行われた編集等のファイル操作
を、参加者用の表示エリアに表示されているファイルに反映させることができる。
　このように、進行役用の表示エリアに対する操作により実行できる権限と、他の参加者
用の表示エリアに対する操作により実行できる権限とを異ならせることができる。
【００３３】
　そしてさらに、参加者用の表示エリアのうち、特定の表示エリアについて、他の表示エ
リアとの間で異なる操作権限を付与してもよい。
　例えば、特定の参加者用の表示エリアについて、ファイルの編集権限とファイルの保存
・削除等の操作権限とを付与することができる。これにより例えば、参加者の中で議事録
を作成する担当者が、表示されたファイルに加筆・訂正したり、ファイル保存したりする
ことができるようになる。
【００３４】
　この場合も進行役の認識と同様に、ユーザ位置センサ２０１によるユーザの認識位置に
よって特定の操作権限を付与する表示エリアを操作するユーザを判別させることができる
。つまり特定の操作権限を付与する表示エリアに対応する特定範囲を予め定めておき、そ
の特定範囲内にいるユーザが認識されたときには、そのユーザ用の表示エリアに対して特
定の操作権限を付与することができる。このときの操作権限は、進行役用の表示エリアに
対する操作権限とは別に設定することができる。
【００３５】
　一方、会議の進行役と他の参加者は、ユーザによって入力されるＩＤやパスワードの識
別情報から判別できるようにしてもよい。ユーザ認識部１１１によりユーザが認識された
ときに、表示画面生成部１１３では、そのユーザ用の表示エリアに対して所定のログイン
画面を表示させ、ユーザに対して識別情報の入力を要求する。識別情報は、例えば上記の
ようなＩＤとパスワードであってもよく、あるいはＩＤのみであってもよい。
　そしてユーザ認識部１１１では、ユーザが入力した識別情報を認証し、認証が成功すれ
ばそのユーザのログインを許可し、そのユーザ用の表示エリアに対する操作入力を可能と
させる。
【００３６】
　ログインを可能とするユーザの識別情報は、例えば会議の進行役により予め設定してお
くことができる。これにより会議に参加する参加者を予め表示制御装置１００に登録して
おくことができる。そしてこのときに、会議の進行役であるかもしくは他の参加者である
かの情報とユーザの識別情報とを関連付けてユーザ属性情報として登録する。ユーザ属性
情報は、記憶部１３０のユーザ属性記憶部１３２に記憶される。
【００３７】
　ユーザ認識部１１１は、会議参加者として登録されたユーザにより識別情報が入力され
た際に、ユーザ属性記憶部１３２を参照してそのユーザのログインを許可する。そしてさ
らに、そのユーザが会議の進行役であるか他の参加者であるかを、ユーザ属性情報から判
別する。これにより上記のように進行役と参加者との表示エリアの表示状態を異ならせた
り、操作権限を異ならせたりする制御を行うことができる。
【００３８】
　さらに上述の例のように、参加者用の表示エリアのうち、特定の表示エリアについて、
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他の表示エリアとの間で異なる操作権限を付与する場合にも、ユーザ属性情報に基づいて
、特定の操作権限を付与すべきユーザであることを判別し、そのユーザに対応する表示エ
リアについて、ファイルの編集権限やファイル保存・削除等の特定の操作権限を付与する
ことができる。
【００３９】
　表示制御装置１００の制御部１１０は、さらに文書データを管理する文書データ管理部
１１６と、印刷データを生成する印刷データ生成部１１７とを有している。文書データ管
理部１１６では、大型表示タッチパネル２００に表示させる文書データを管理する。文書
データとしては、例えば画像処理装置３００のスキャナ部３０１で読み取られた文書デー
タや、ＰＣなどで作成され表示制御装置１００に入力された文書データなどがあり、これ
らは記憶部１３０の文書データ記憶部１３１に記憶保持される。スキャナ部３０１で読み
取られた文書データは、画像データとして記憶保持される。
【００４０】
　そして文書データ管理部１１６は、進行役入力操作認識部１１４や参加者入力操作認識
部１１５による入力操作の認識に応じて、特定の文書データのファイルを文書データ記憶
部１３１から読み出し、表示画面生成部１１３によりそのファイルの表示画面を生成する
ことで、大型表示タッチパネル２００に文書データのファイルを表示させることができる
。また表示させた文書データのファイルを文書データ記憶部１３１に記憶保存させること
ができる。
【００４１】
　また印刷データ生成部１１７は、例えばプリンタドライバであり、大型表示タッチパネ
ル２００を用いて会議中などに編集された文書データのファイルを取得し、プリンタ用の
印刷データを生成して画像処理装置３００に送信して、画像処理装置３００の印刷部３０
２で印刷出力させることができる。また印刷データ生成部１１７では、文書データ記憶部
１３１に記憶している文書データのファイルから適宜印刷データを生成し、画像処理装置
３００に送信して印刷出力させることができる。
【００４２】
　図２は、本発明による表示制御装置により表示制御される大型表示タッチパネルの表示
例を示す図である。大型表示タッチパネル２００は、上記のようにその表示画面を上向き
にして水平に設置することで会議机として使用することができる。
　そして大型表示タッチパネル２００には表示制御装置１００（図２では図示せず）が接
続される。表示制御装置１００は、大型表示タッチパネル２００に設けられたユーザ位置
センサ２０１（図２では図示せず）により、ユーザ数と位置を認識することができる。そ
して表示制御装置１００は、認識したユーザ数と位置に従って、大型表示タッチパネル２
００の表示エリアを複数の表示エリアに分割して表示させる。
【００４３】
　図２の例では、会議の進行役席１１と、４つの参加者席１２ａ～１２ｄとに着席した合
計５人のユーザが、ユーザ位置センサ２０１による検出結果に基づいて認識されたものと
する。この場合、認識されたユーザ数と位置に従って、大型表示タッチパネルの２００の
全表示エリアが５つに分割される。分割された表示エリアは、進行役用の表示エリア２１
と、他の参加者用の表示エリア２２ａ～２２ｃである。
【００４４】
　各表示エリア２１，２２ａ～２２ｄは、ユーザの位置に対応した位置、つまり表示制御
装置１００のユーザ認識部１１１により認識したユーザの正面の位置に表示させる。そし
て表示エリアにおける表示画面の表示方向を、ユーザから見たときに適正な表示方向とな
るように設定する。これにより例えば会議資料のようなファイルを表示エリアに表示させ
たときに、ユーザから見て適正な方向に会議資料が表示されるように制御される。ここで
は大型表示タッチパネル２００が矩形であり、その周囲の４辺のいずれからでも表示エリ
アの表示を適正な状態で視認可能とする。
【００４５】
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　また図２の例では、進行役用の表示エリア２１を大型表示タッチパネル２００の一方の
端部に設定し、その表示エリア２１の大きさを予め設定してある。そして残りの表示領域
を４人の参加者に応じて均等に分割し、各参加者用の表示エリア２２ａ～２２ｄとして設
定している。このように進行役用の表示エリア２１と、その他の参加者用の表示エリア２
２ａ～２２ｄとを異なる大きさとなるように設定することができる。進行役と参加者は、
認識したユーザの位置から判別することができ、もしくはログイン画面で入力されるユー
ザの識別情報から判別できるようにしてもよい。
【００４６】
　図３は、本発明による表示制御装置により表示制御される大型表示タッチパネルの他の
表示例を示す図である。図２の例では、進行役の他に参加者が４名であったが、図３の例
では進行役の他の参加者が２名の場合を示している。
　この場合には、会議の進行役席１１と、２つの参加者席１２ａ，１２ｂとに着席した合
計３人のユーザが、ユーザ位置センサ２０１による検出結果に基づいて認識される。この
場合、認識されたユーザ数と位置に従って大型表示タッチパネルの２００の表示エリアが
分割される。分割された表示エリアは、進行役用の表示エリア２１と、他の参加者用の表
示エリア２２ａ，２２ｂ，２２ｃ、２２ｄである。ここでも進行役用の表示エリア２１は
、予め所定の位置に所定の大きさで設定しておくことができる。
【００４７】
　この例では、参加者用の表示エリアは４つに分割されているが、実際にユーザ位置セン
サ２０１により認識された参加者は２名である。この場合、参加者席１２ａ，１２ｂに対
応した表示エリア２２ａ，２２ｂを大きなサイズで表示し、他の参加者用の表示エリア２
２ｃ，２２ｄを小さなサイズで表示する。
【００４８】
　上記のような処理により、表示エリア決定部１１２で決定される各ユーザ用の表示エリ
アの少なくとも一部（進行役用の表示エリアを除く表示エリア）について、その表示エリ
アの大きさは、ユーザ認識部１１１に認識されたユーザ数が多くなるほど小さくなる。ま
た表示エリアの少なくとも一部について、ユーザ認識部１１１に認識されたユーザの位置
の間隔が小さくなるほど、各ユーザ用の表示エリアの大きさが小さくなる。つまり認識さ
れたユーザ位置と数に応じて分割する表示エリアを最適な状態となるように設定すること
ができる。この場合に、進行役用の表示エリアについても、他の参加者用の表示エリアと
同様にユーザ数が多くなるほど、もしくはユーザ間隔が狭くなるほどその大きさを小さく
するようにしてもよい。
【００４９】
　図４は、進行役用の表示エリアに付与された操作権限の一例を説明するための図である
。上述したように本実施形態の表示制御装置では、進行役用の表示エリア２１について特
定の操作権限を付与することができる。
　例えば図４（Ａ）に示すように、進行役用の表示エリア２１に表示された会議資料など
の文書データのファイル２３に対してドラッグ操作を行うことができるようにする。ドラ
ッグ操作は、進行役の手によるタッチパネル上の操作である。進行役用の表示エリア２１
に表示されているファイル２３は、ドラッグ操作に応じてその表示位置がスライドする。
【００５０】
　そして図４（Ｂ）に示すように、ドラッグ操作により表示されたファイル２３が所定距
離以上移動すると、そのドラッグ方向にある他の参加者用の表示エリア（この例では表示
エリア２２ｃ）に対して、進行役用の表示エリア２１に表示されているファイル２３と同
じ文書データのファイル２４を表示させることができる。ドラッグ操作を終了すると、進
行役用の表示エリア２１では、ファイル２３が元の位置に戻って表示される。
　このように会議の進行役は、ドラッグ操作などの簡単な動作により特定の参加者に対し
て会議資料などのファイルを配布することができる。このような配布操作の権限は、進行
役用の表示エリアにのみ付与することができる。
【００５１】
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　図５は、本発明による表示制御装置における表示制御処理の一例を説明するためのフロ
ーチャートである。
　まず表示制御装置では、ユーザ位置センサからの入力信号に基づいてユーザの位置を認
識し（ステップＳ１）、認識したユーザの数に応じて会議の参加者の表示エリアを決定す
る（ステップＳ２）。次に新しく認識した参加者の表示エリアに対して、ログイン画面を
表示させる（ステップＳ３）。そして新しく認識した参加者により入力されたログインＩ
Ｄ、パスワードにより認証を行う（ステップＳ４）。
【００５２】
　そしてさらにユーザを新たに認識した場合には（ステップＳ５－ＹＥＳ）、ステップＳ
１に戻って新たなユーザの位置を認識する。新たなユーザが認識されない場合には（ステ
ップＳ５－ＮＯ）、さらに大型表示タッチパネルに対する操作入力があるかどうかを判別
する（ステップＳ６）。操作入力がある場合は、入力位置の表示エリアにより入力者（進
行役または各参加者）を認識する（ステップＳ７）。ここでは、操作入力が、進行役用の
表示エリアに対して行われたものであるか、もしくは他の参加者用の表示エリアに対して
行われたものであるかを判別し、入力者が進行役であるか他の参加者であるかを認識する
。
【００５３】
　そして操作入力が進行役の操作であるかどうかを判別し（ステップＳ８）、進行役の操
作であれば、進行役操作に関わる処理を実行する（ステップＳ１２）。進行役操作に関わ
る処理例は後述する。また進行役の操作でなければ、さらに参加者の操作であるかどうか
を判別し（ステップＳ９）、参加者の操作であれば、参加者操作に関わる処理を実行する
（ステップＳ１３）。参加者操作に関わる処理例についても後述する。
　そしてステップＳ９で参加者の操作入力でなければ、ステップＳ１に戻る。
【００５４】
　また上記ステップＳ６で操作入力がない場合、スキャン画像を受信したかどうかを判別
する（ステップＳ１０）。スキャン画像は、例えば表示制御装置に接続された画像処理装
置のスキャナにより原稿から読み取られ、画像データとして表示制御装置に送信されるも
のである。ここで表示制御装置がスキャン画像を受信していれば、進行役の表示エリアに
スキャン画像を表示し（ステップＳ１１）、ステップＳ１に戻る。また上記ステップＳ１
０でスキャン画像を受信していない場合にもステップＳ１に戻る。
【００５５】
　図６は、進行役操作に関わる処理の一例を説明するためのフローチャートで、大型表示
タッチパネルに対する入力操作が進行役による操作であるときの処理例を示すものである
。ここではまず、進行役による操作が、表示ファイルを読み出す操作であるかどうかを判
別する（ステップＳ２１）。表示ファイルは、例えば表示制御装置の文書データ記憶に記
憶してある文書データのファイルである。表示ファイルを読み出す操作であれば、これに
従ってファイルを読み出して進行役用の表示エリアに表示させる（ステップＳ２６）。
【００５６】
　進行役による操作が表示ファイルを読み出す操作でなければ、次に全参加者にファイル
を配布する操作であるかどうかを判別する（ステップＳ２２）。ファイルを配布する操作
は、例えば上述のようなフィルに対するドラッグ操作である。あるいは所定のメニューを
表示させ、ファイル配布処理を選択するような操作であってもよい。ここでファイルを配
布する操作であれば、各参加者用の表示エリアに対して配布ファイルを表示させる（ステ
ップＳ２７）。
【００５７】
　進行役による操作が全参加者にファイルを配布する操作でなければ、次に特定の参加者
に対するファイルの配布操作であるかどうかを判別する（ステップＳ２３）。この場合も
ファイル配布操作として、ドラッグ操作やメニュー操作などを予め定めておくことができ
る。そして特定の参加者に対するファイルの配布操作であれば、進行役が指定した参加者
用の表示エリアに配布ファイルを表示させる（ステップＳ２８）。
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【００５８】
　進行役による操作が特定の参加者に対するファイルの配布操作でなければ、次にファイ
ル操作であるかどうかを判別する（ステップＳ２４）。ファイル操作とは、表示ファイル
に対する書込みや修正等による編集操作を指すものとする。そしてファイル操作であれば
、進行役のファイル操作と連動して、各参加者用の表示エリアのファイル表示を変更する
（ステップＳ２９）。
【００５９】
　進行役による操作がファイル操作でなければ、次に指定ファイルの印刷指示であるかど
うかを判別する（ステップＳ２５）。印刷指示であれば、進行役により指定された指定フ
ァイルを印刷機能を持った画像処理装置等に印刷出力する（ステップＳ３０）。
【００６０】
　図７は、参加者役操作に関わる処理の一例を説明するためのフローチャートで、大型表
示タッチパネルに対する入力操作が会議の参加者（進行役以外）による操作であるときの
処理例を示すものである。ここではまず表示処理装置は、入力者の操作権限をチェックす
る（ステップＳ３１）。入力者の操作権限のチェックとは、ファイル編集などの特定のフ
ァイル操作を行う操作権限を入力者が持っているかどうかを確認する処理である。このよ
うな入力者の操作権限は予め特定のユーザに与えられていて、ログイン時に入力された入
力者の識別情報（ＩＤ，パスワードなど）によりその操作権限が判別できるようになって
いる。
【００６１】
　そして入力者がファイル編集などの特定の操作権限を持っている場合には（ステップＳ
３２－ＹＥＳ）、入力者の操作に従って特定のファイル操作を行う（ステップＳ３３）。
また操作後のファイルを入力者用ファイルとして保存する処理を行う（ステップＳ３４）
。これらファイル操作とその保存処理はいずれか１方のみを行ってもよく、異なるタイミ
ングで別々に行うようにしてもよい。
　またステップＳ３２で入力者に操作権限がなければ、所定の警告表示をその入力者の表
示エリアに表示させる（ステップＳ３５）。
【００６２】
　本発明に関わる表示制御プログラムは、上記表示制御装置１００の機能を実現できるよ
うに、ＣＰＵ等を制御するプログラム（コンピュータを機能させるプログラム）である。
　ここでは、図１に示す制御部１１０の各部の機能、つまりユーザ認識部１１１、表示エ
リア決定部１１２、表示画面生成部１１３、進行役入力操作認識部１１４、参加者入力操
作認識部１１５、文書データ管理部１１６、印刷データ生成部１１７等の機能をコンピュ
ータに実現させるプログラムが、記憶部１３０もしくは他の所定の記憶手段に記憶され、
制御部１１０に含まれるＣＰＵなどの演算手段がこのプログラムを読み出して実行するこ
とにより、上記実施形態に関わる大型表示タッチパネルの表示制御処理を実行することが
できる。
【００６３】
　また読み出したプログラムを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現され
るだけでなく、そのプログラムの指示に基づきオペレーティングシステムあるいは他のア
プリケーションプログラム等と共同して処理することにより、本発明に関わる実施形態の
機能が実現される場合もある。
　また本発明に関わる実施形態の機能を実現するプログラムは、各種公知の可搬型の記録
媒体に記録させて流通させることができる。またこれらのプログラムは、通信回線を介し
て表示制御装置にインストールさせることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明による表示制御装置の一実施形態を説明するためのブロック図である。
【図２】本発明による表示制御装置により表示制御される大型表示タッチパネルの表示例
を示す図である。
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【図３】本発明による表示制御装置により表示制御される大型表示タッチパネルの他の表
示例を示す図である。
【図４】進行役用の表示エリアに付与された操作権限の一例を説明するための図である。
【図５】本発明による表示制御装置における表示制御処理の一例を説明するためのフロー
チャートである。
【図６】進行役操作に関わる処理の一例を説明するためのフローチャートである。
【図７】参加者役操作に関わる処理の一例を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
【００６５】
１１…進行役席、１２ａ，１２ｂ…参加者席、２１…表示エリア、２２ａ，２２ｂ，２２
ｃ，２２ｄ…表示エリア、２３，２４…ファイル、１００…表示制御装置、１０２…大型
表示タッチパネル、１１０…制御部、１１１…ユーザ認識部、１１２…表示エリア決定部
、１１３…表示画面生成部、１１３ａ…進行役用表示画面生成部、１１３ｂ…参加者用表
示画面生成部、１１４…進行役入力操作認識部、１１５…参加者入力操作認識部、１１６
…文書データ管理部、１１７…印刷データ生成部、１３０…記憶部、１３１…文書データ
記憶部、１３２…ユーザ属性記憶部、２００…大型表示タッチパネル、２０１…ユーザ位
置センサ、３００…画像処理装置、３０１…スキャナ部、３０２…印刷部。

【図１】 【図２】
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