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(57)【要約】
【課題】スライドショーの動作時に時計を表示すること
なく時刻をユーザに認知させる。
【解決手段】ステップＳ１０５において、現在の時刻を
取得し、時をｈ、分をｍとする。ステップＳ１０６にお
いて、表示領域の重心を中心として、時計回りに角度「
３０×ｈ」から角度「３０×ｈ＋ｔ１」までの扇状の領
域を表示領域として決定する。ステップＳ１０７におい
て、表示領域内にモノクロ画像とした時表示画像を作成
し、ステップＳ１０８において、それを表示パネルに表
示する。同様に、ステップＳ１１１において、表示領域
の重心を中心として、時計回りに角度「６×ｍ」から角
度「６×ｍ＋ｔ２」までの領域をカラー領域として決定
する。ステップＳ１１２において、カラー領域内をカラ
ー画像とした分表示画像を作成し、ステップＳ１１３に
おいて、それを表示パネルに表示する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　時刻と対応付けられた時刻線が定義された表示領域に画像を表示する表示部と、
　時刻情報を取得し、前記表示領域に第１の画像から第２の画像へ、該時刻情報に対応す
る前記時刻線を開始線として切り換わる表示を前記表示部に実施させる制御部と、
を具備することを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記時刻線は、前記表示領域の重心を始点とする半直線であり、
　前記表示領域における前記重心から前記時刻線が伸びる方向と前記時刻との間には、ア
ナログ時計と同じ対応関係が定義されている、
ことを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記切り換わる表示は、
　前記表示領域のうち時間経過とともに順次面積を広げ所定時間経過後に前記表示領域の
全領域をなす第１の領域に、前記第２の画像の該第１の領域に対応する領域を表示し、前
記表示領域のうち該第１の領域以外の第２の領域に、前記第１の画像の該第２の領域に対
応する領域を表示することで、
　前記表示領域の全領域に表示された前記第１の画像から、該表示領域の全領域に表示さ
れた前記第２の画像へ切り換わり、
　前記第１の領域は、前記表示領域において、前記表示領域の重心を始点とする半直線で
あって、前記時刻情報に対応する前記時刻線を前記開始線とし該重心における該開始線と
の成す角が時間経過とともに増加する経過線が通過する領域である、
ことを特徴とする請求項２に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記時刻線は、前記表示領域において前記時刻との対応関係が定義された直線軸と垂直
に交わる直線であることを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記切り換わる表示は、
　前記表示領域のうち時間経過とともに順次面積を広げ所定時間経過後に前記表示領域の
全領域をなす第１の領域に、前記第２の画像の該第１の領域に対応する領域を表示し、前
記表示領域のうち該第１の領域以外の第２の領域に、前記第１の画像の該第２の領域に対
応する領域を表示することで、
　前記表示領域の全領域に表示された前記第１の画像から、該表示領域の全領域に表示さ
れた前記第２の画像へ切り換わり、
　前記第１の領域は、前記表示領域において、前記時刻情報に対応する前記時刻線を前記
開始線とし該開始線と平行であって該開始線との距離が時間経過とともに変化する経過線
が通過する領域である、
ことを特徴とする請求項４に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記制御部は、
　前記時刻情報の時分の時に対応する前記時刻線を前記開始線として、表示を切り換える
時表示動作と、
　前記時刻情報の時分の分に対応する前記時刻線を前記開始線として、表示を切り換える
分表示動作と、
　を交互に実施させる、
ことを特徴とする請求項１乃至５のうち何れか１項に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　前記時表示動作と前記分表示動作とのうち一方における前記第１の画像又は前記第２の
画像は、全面単一色である画像である、
ことを特徴とする請求項６に記載の画像表示装置。
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【請求項８】
　前記時表示動作と前記分表示動作とのうち一方における前記第２の画像は、カラー画像
に基づいて作成したモノクロ画像であり、
　前記時表示動作と前記分表示動作とのうち他方における前記第２の画像は、前記カラー
画像である、
ことを特徴とする請求項６に記載の画像表示装置。
【請求項９】
　前記時刻線は、
　前記時刻の時分の時との対応関係が定義された第１の直線軸と直交する線分である第１
の時刻線と、
　前記第１の直線軸と直交し、前記時刻の時分の分との対応関係が定義された第２の直線
軸と直交する線分である第２の時刻線と、
を含むことを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項１０】
　前記切り換わる表示は、
　前記表示領域のうち時間経過とともに順次面積を広げ所定時間経過後に前記表示領域の
全領域をなす第１の領域に、前記第２の画像の該第１の領域に対応する領域を表示し、前
記表示領域のうち該第１の領域以外の第２の領域に、前記第１の画像の該第２の領域に対
応する領域を表示することで、
　前記表示領域の全領域に表示された前記第１の画像から、該表示領域の全領域に表示さ
れた前記第２の画像へ切り換わり、
　前記第１の領域は、
　前記表示領域において、前記時刻情報の時分の時に対応する前記第１の時刻線を開始線
とし該第１の時刻線と平行であって該第１の時刻線との距離が時間経過とともに変化する
第１の経過線が通過する領域と、
　前記表示領域において、前記時刻情報の時分の分に対応する前記第２の時刻線を開始線
とし該第２の時刻線と平行であって該第２の時刻線との距離が時間経過とともに変化する
第２の経過線が通過する領域と、
　を含む領域である、
ことを特徴とする請求項９に記載の画像表示装置。
【請求項１１】
　前記第１の時刻線は、前記第１の時刻線と前記第２の時刻線との交点を一方の始点とす
る線分であり、
　前記第２の時刻線は、前記第１の時刻線と前記第２の時刻線との交点を一方の始点とす
る線分であり、
　前記第１の経過線は、前記第１の経過線と前記第２の経過線との交点を一方の始点とす
る線分であり、
　前記第２の経過線は、前記第１の経過線と前記第２の経過線との交点を一方の始点とす
る線分である、
ことを特徴とする請求項１０に記載の画像表示装置。
【請求項１２】
　時刻と対応付けられた時刻線が定義された表示領域に画像を表示する表示部と、
　時刻情報を取得し、前記表示領域に表示された第１の画像から、アナログ時計と同じ対
応関係が定義されている方向から第２の画像をスライドインさせて、該表示領域に表示さ
れた該第２の画像へ切り換わる表示、又は、前記表示領域に表示された第１の画像から、
前記方向へ該第１の画像をスライドアウトさせて、該表示領域に表示された第２の画像へ
切り換わる表示、を前記表示部に実施させる制御部と、
を具備することを特徴とする画像表示装置。
【請求項１３】
　前記切り換わる表示は、
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　前記表示領域のうち時間経過とともに順次面積を広げ所定時間経過後に前記表示領域の
全領域をなす第１の領域に、前記第２の画像の該第１の領域に対応する領域を表示し、前
記表示領域のうち該第１の領域以外の第２の領域に、前記第１の画像の該第２の領域に対
応する領域を表示することで、
　前記表示領域の全領域に表示された前記第１の画像から、該表示領域の全領域に表示さ
れた前記第２の画像へ切り換わり、
　前記第１の領域は、前記表示領域の重心を始点として前記時刻情報に対応する前記方向
に伸びる半直線上にあり前記重心との距離が前記時間経過とともに変化する点を重心とす
る重畳画像領域と、前記画像表示領域と、が重なり合う領域である、
ことを特徴とする請求項１２に記載の画像表示装置。
【請求項１４】
　前記制御部は、
　前記時刻情報の時分の時及び分のうち一方に対応する前記方向からスライドインする前
記切り換わる表示と、
　前記時刻情報の時分の時及び分のうち他方に対応する前記方向へスライドアウトする前
記切り換わる表示と、
を交互に実施させる、
ことを特徴とする請求項１３に記載の画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、複数の画像を切り換えながら表示するスライドショー形式の表示が知られてい
る。スライドショーで複数の画像を逐次切り換えて表示する技術として、例えば特許文献
１には、複数の画像をそのタイトル別にソートして、その順にスライドショーとして画像
を順次表示する技術が開示されている。また、例えば特許文献２には、表示領域の一部に
スライドショーとして画像を順次表示し、その他の領域にカレンダーや時計を表示する技
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】特開平１１－３４４７７１号公報
【特許文献２】特開２００６－０７８７５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のようなスライドショーの表示時に時刻も知りたいという要望がある。一般に、上
記特許文献１に示されるようなスライドショーにおいては、表示希望画像を表示部の表示
領域全面に表示する。このため、時刻を示すために時計を表示領域に表示させると、希望
表示画像上に時計表示が重畳するため表示が煩雑になる。また、特許文献２に示されるよ
うに表示希望画像の外部に時計を表示すると、表示領域全面に表示希望画像を表示できな
い。
【０００５】
　そこで本発明はスライドショーの動作時に、時計を表示することなく時刻をユーザに認
知させることができる画像表示装置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】
　前記目的を果たすため、本発明の画像表示装置の一態様は、時刻と対応付けられた時刻
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線が定義された表示領域に画像を表示する表示部と、時刻情報を取得し、前記表示領域に
第１の画像から第２の画像へ、該時刻情報に対応する前記時刻線を開始線として切り換わ
る表示を前記表示部に実施させる制御部と、を具備することを特徴とする。
【０００７】
　また、前記目的を果たすため、本発明の画像表示装置の一態様は、時刻と対応付けられ
た時刻線が定義された表示領域に画像を表示する表示部と、時刻情報を取得し、前記表示
領域に表示された第１の画像から、アナログ時計と同じ対応関係が定義されている方向か
ら第２の画像をスライドインさせて、該表示領域に表示された該第２の画像へ切り換わる
表示、又は、前記表示領域に表示された第１の画像から、前記方向へ該第１の画像をスラ
イドアウトさせて、該表示領域に表示された第２の画像へ切り換わる表示、を前記表示部
に実施させる制御部と、を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によればスライドショーの動作時に、時計を表示することなく時刻をユーザに認
知させることができる画像表示装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係る画像表示装置の構成例を示すブロック図。
【図２】本発明の一実施形態に係る画像表示装置の制御部による制御例を示すフローチャ
ート。
【図３】第１乃至第３の表示処理における角度の定義を説明するための図。
【図４】第１の表示処理による画像表示の例を説明するための図。
【図５】第１の表示処理による画像表示の例を説明するための図。
【図６】第１の表示処理における制御部による動作の制御例を示すフローチャート。
【図７】第２の表示処理による画像表示の例を説明するための図。
【図８】第２の表示処理による画像表示の例を説明するための図。
【図９】第２の表示処理における制御部による動作の制御例を示すフローチャート。
【図１０】第３の表示処理による画像表示の例を説明するための図。
【図１１】第３の表示処理による画像表示の例を説明するための図。
【図１２】第３の表示処理における制御部による動作の制御例を示すフローチャート。
【図１３】第３の表示処理における時表示領域決定処理で用いる座標系を説明するための
図。
【図１４】第４及び第５の表示処理における座標の定義を説明するための図。
【図１５】第４の表示処理による画像表示の例を説明するための図。
【図１６】第４の表示処理による画像表示の例を説明するための図。
【図１７Ａ】第４の表示処理における制御部による動作の制御例を示すフローチャート。
【図１７Ｂ】第４の表示処理における制御部による動作の制御例を示すフローチャート。
【図１８】第５の表示処理による画像表示の例を説明するための図。
【図１９】第５の表示処理による画像表示の例を説明するための図。
【図２０】第５の表示処理における制御部による動作の制御例を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の一実施形態を図面を参照して説明する。図１に本実施形態に係る画像表示装置
１００の構成を示す。画像表示装置１００はユーザが指定した画像を順次表示するスライ
ドショーを実行する装置である。画像表示装置１００は、表示パネル１１０と、パネル駆
動部１２０と、制御部１３０と、記憶部１４０と、入力部１５０と、外部メモリインタフ
ェース１６０と、バス１７０と、を有する。パネル駆動部１２０と、制御部１３０と、記
憶部１４０と、入力部１５０と、外部メモリインタフェース１６０と、はそれぞれバス１
７０に接続されており、互いに通信できるように構成されている。
【００１１】



(6) JP 2013-72861 A 2013.4.22

10

20

30

40

50

　表示パネル１１０は、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ＥＬディスプレ
イ等の任意のディスプレイである。この表示パネル１１０にはユーザが選択した画像が順
次表示される。パネル駆動部１２０は表示パネル１１０を駆動するための駆動回路である
。
【００１２】
　制御部１３０は画像表示装置１００の全体の動作を制御する。制御部１３０は、時刻格
納部１３２と、メモリ１３４と、領域決定部１３６と、画像処理部１３８と、を有する。
時刻格納部１３２は時計としての機能を有して時刻情報を格納しており、制御部１３０か
らの要求に応じて現在の時刻を制御部１３０に出力する。メモリ１３４は制御部１３０が
行う処理に必要なデータを一時的に格納する。領域決定部１３６はスライドショー実行時
に表示画像の切り換えに係る領域の決定を行う。画像処理部１３８はスライドショー実行
時に表示パネル１１０へ表示させる画像を作成する。
【００１３】
　記憶部１４０は例えばフラッシュメモリやハードディスクであり、制御プログラムや画
像データ等が記憶されている。入力部１５０は、キーボード、ボタンスイッチ、タッチパ
ネル等であり、ユーザの指示を取得する。外部メモリインタフェース１６０は外部メモリ
１６５と接続するためのインタフェースである。ユーザは例えば画像データを外部メモリ
１６５を介して画像表示装置１００に入力することができる。外部メモリ１６５を介して
データの交換を行わなくても、デジタルカメラやパーソナルコンピュータ等を接続できる
ように構成してもよいし、無線通信によってデータの交換を行えるようにしてもよい。
【００１４】
　このように、例えば表示パネル１１０は表示領域に画像を表示する表示部として機能し
、例えば制御部１３０は時刻情報を取得し画像を切り換えるスライドショー表示を前記表
示部に実施させる制御部として機能する。
【００１５】
　次に、画像表示装置１００の動作を説明する。図２に制御部１３０が行うメインルーチ
ンの例を示す。　
　ステップＳ１において、制御部１３０はユーザからの指示を取得する。　
　ステップＳ２において、制御部１３０はユーザからの指示により、スライドショーを実
行する表示動作が選択されているか否かを判定する。ステップＳ２の判定において、表示
動作が選択されていれば、制御部１３０は処理をステップＳ３に移す。一方、表示動作が
選択されていなければ、制御部１３０は処理をステップＳ１３に移す。
【００１６】
　ステップＳ３において、制御部１３０は第１の表示モードが選択されているか否かを判
定する。この判定の結果、第１の表示モードが選択されていれば、制御部１３０は処理を
ステップＳ４に移す。　
　ステップＳ４において、制御部１３０は後述するサブルーチンである第１の表示処理を
実行する。　
　ステップＳ３における判定の結果、第１の表示モードが選択されていなければ、制御部
１３０は処理をステップＳ５に移す。
【００１７】
　ステップＳ５において、制御部１３０は第２の表示モードが選択されているか否かを判
定する。この判定の結果、第２の表示モードが選択されていれば、制御部１３０は処理を
ステップＳ６に移す。　
　ステップＳ６において、制御部１３０は後述するサブルーチンである第２の表示処理を
実行する。　
　ステップＳ５における判定の結果、第２の表示モードが選択されていなければ、制御部
１３０は処理をステップＳ７に移す。
【００１８】
　ステップＳ７において、制御部１３０は第３の表示モードが選択されているか否かを判
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定する。この判定の結果、第３の表示モードが選択されていれば、制御部１３０は処理を
ステップＳ８に移す。　
　ステップＳ８において、制御部１３０は後述するサブルーチンである第３の表示処理を
実行する。　
　ステップＳ７における判定の結果、第１の表示モードが選択されていなければ、制御部
１３０は処理をステップＳ９に移す。
【００１９】
　ステップＳ９において、制御部１３０は第４の表示モードが選択されているか否かを判
定する。この判定の結果、第４の表示モードが選択されていれば、制御部１３０は処理を
ステップＳ１０に移す。　
　ステップＳ１０において、制御部１３０は後述するサブルーチンである第４の表示処理
を実行する。　
　ステップＳ９における判定の結果、第４の表示モードが選択されていなければ、制御部
１３０は処理をステップＳ１１に移す。
【００２０】
　ステップＳ１１において、制御部１３０は第５の表示モードが選択されているか否かを
判定する。この判定の結果、第５の表示モードが選択されていれば、制御部１３０は処理
をステップＳ１２に移す。　
　ステップＳ１２において、制御部１３０は後述するサブルーチンである第５の表示処理
を実行する。　
　ステップＳ１１における判定の結果、第５の表示モードが選択されていなければ、制御
部１３０は処理をステップＳ１７に移す。
【００２１】
　以上の通り、表示動作が選択されているとき、現在選択されている第１乃至第５の表示
処理のうち何れかの表示処理を実行する。
【００２２】
　ステップＳ２における判定の結果、表示動作が選択されていなければ、ステップＳ１３
において制御部１３０はファイル・フォルダ操作が選択されているか否かを判定する。こ
の判定の結果、ファイル・フォルダ操作が選択されていれば、制御部１３０はステップＳ
１４において、サブルーチンであるファイル・フォルダ操作処理を実行する。
【００２３】
　ファイル・フォルダ操作処理において、制御部１３０は例えばユーザの指示に基づいて
記憶部１４０や外部メモリ１６５に記憶されているデータの操作を行う。例えばデータを
整理するためのフォルダを作成する。また、フォルダや画像データ等の、コピー、移動、
削除などのファイル管理動作を行う。また、制御部１３０は例えば表示パネル１１０に表
示させるための画像をユーザの指示に基づいて外部メモリ１６５から読み込み、記憶部１
４０に記憶させる。また、制御部１３０は例えばスライドショーで表示する画像のフォル
ダやデータを選択する。これらファイル・フォルダ操作処理の動作は本発明と直接には関
係ないので詳細な説明は省略する。
【００２４】
　ステップＳ１３における判定の結果、ファイル・フォルダ操作が選択されていなければ
、ステップＳ１５において制御部１３０は時刻調整動作が選択されているか否かを判定す
る。この判定の結果、時刻調整動作が選択されていれば、制御部１３０はステップＳ１６
においてサブルーチンである時刻調整処理を実行する。
【００２５】
　時刻調整処理において、制御部１３０はユーザの指示に従って時刻格納部１３２に格納
される時刻の調整を行う。時刻調整処理において、ユーザが手動で時刻の調整を行うよう
にしてもよいし、標準時間を電波や通信回線を介して取得して調整を行うようにしてもよ
い。また、ユーザからの指示がなくても一定時間間隔毎に標準時を取得して時刻調整を行
うようにしてもよい。この時刻調整処理の動作は本発明と直接には関係ないので詳細な説
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明は省略する。
【００２６】
　ステップＳ１５における判定の結果、時刻調整動作が選択されていなければ、ステップ
Ｓ１７において、制御部１３０は電源を切る指示が入力されているか否かを判定する。こ
の判定の結果、電源を切る指示が入力されていなければ、制御部１３０は処理をステップ
Ｓ１に戻す。一方、電源を切る指示が入力されていれば、制御部１３０は処理を終了する
。
【００２７】
　［第１の表示処理］
　制御部１３０によって制御される第１の表示処理について説明する。第１の表示処理で
は表示パネル１１０において画像が表示される領域である表示領域１１０ａにおける角度
を図３のように定義する。即ち、表示領域１１０ａの重心を中心として、表示領域１１０
ａの図面における上方向を０°として、時計回りに角度を定義する。
【００２８】
　第１の表示処理では、画像の重心を中心として、現在の時刻の時分のうちアナログ時計
と同様の「時」を表す角度から、指定された画像に基づくモノクロの画像を、扇状に時計
回りに順次広がるように表示する。「時」を表す角度とは、例えば３時を表す角度は９０
°であり、６時を表す角度は１８０°であるといった具合に、３６０°を１２等分する角
度である。
【００２９】
　例えば図４に示すように画像が表示される。ここで、クロスハッチングで示されている
領域は黒色の塗り潰しが表示されている領域を示しているものとする。また、線画で示さ
れている領域はモノクロ画像が表示されている領域を示しているものとする。例えば現在
の時刻が３時３９分の場合、図４に示すように、初めは真っ黒の表示であった表示領域１
１０ａに、３時を表す９０°の位置から、時計回りに順次扇状にモノクロ画像が表示され
、最終的には表示領域１１０ａの全面にモノクロの画像が表示される。
【００３０】
　続いて現在の時刻の時分のうち「分」を表す角度から、前記指定された画像に基づくカ
ラーの画像を、扇状に時計回りに順次広がるように表示する。「分」を表す角度とは、例
えば２０分を表す角度は１２０°であり、３５分を表す角度は２１０°であるといった具
合に、３６０°を６０等分する角度である。例えば図５に示すように画像が表示される。
ここで、図５において、ドットを付して濃淡を示した部分はカラー画像を表しているもの
とする。例えば現在の時刻が３時３９分の場合、図５に示すように、初めはモノクロ画像
が表示されている表示領域１１０ａにおいて、３９分を表す２３４°の位置から、時計回
りに順次扇状にモノクロ画像がカラー画像に変換されていき、最終的には表示領域１１０
ａの全面にカラー画像が表示される。
【００３１】
　以上のように画像表示を行う第１の表示処理は例えば以下のように行うことができる。
制御部１３０で行われる第１の表示処理について、図６に示すフローチャートを参照して
説明する。
【００３２】
　ステップＳ１０１において、制御部１３０は制御に用いる変数ｔ１、変数ｔ２、変数ｈ
、変数ｍを全て０にリセットする。　
　ステップＳ１０２において、制御部１３０はユーザが予め指定した複数の画像のうちか
ら次に表示パネル１１０に表示させる画像のデータを記憶部１４０又は外部メモリ１６５
から読み込む。
【００３３】
　ステップＳ１０３において、制御部１３０はステップＳ１０２において読み込んだデー
タの画像のサイズを表示領域１１０ａのサイズに合わせて調整し、調整後の画像を表すカ
ラー画像データを作成する。作成したカラー画像データはメモリ１３４に格納されて必要
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に応じて適宜読み出される。
【００３４】
　ステップＳ１０４において、制御部１３０はカラー画像データが表す画像をモノクロ画
像に変換し、変換後の画像を表すグレースケールのデータであるモノクロ画像データを作
成する。作成したモノクロ画像データはメモリ１３４に格納されて必要に応じて適宜読み
出される。
【００３５】
　ステップＳ１０５において、制御部１３０は時刻格納部１３２から現在の時刻を取得す
る。ここで、現在の時分のうち１２時間制で表した「時」を変数ｈに代入して現在の時分
のうち「分」を変数ｍに代入する。
【００３６】
　ステップＳ１０６において、制御部１３０の領域決定部１３６は表示領域１１０ａの重
心を中心として、時計回りに角度「３０×ｈ」から角度「３０×ｈ＋ｔ１」までの扇状の
領域を表示領域として決定する。
【００３７】
　ステップＳ１０７において、制御部１３０の画像処理部１３８はステップＳ１０６で決
定した表示領域内をモノクロ画像データに基づく画像とし、その他の領域を黒色に塗り潰
した画像を作成する。この作成した画像を時表示画像と称する。また、時表示画像を表す
データを時表示画像データと称する。時表示画像はモノクロ画像データに基づくモノクロ
画像の一部が黒色に塗りつぶされている画像となる。　
　ステップＳ１０８において、制御部１３０は時表示画像データをパネル駆動部１２０に
出力して表示パネル１１０に時表示画像を表示させる。
【００３８】
　ステップＳ１０９において、制御部１３０は変数ｔ１に（ｔ１＋１）を代入する。　
　ステップＳ１１０において、制御部１３０は変数ｔ１が３６０より大きいか否かを判定
する。ｔ１が３６０以下のとき、制御部１３０は処理をステップＳ１０６に戻す。一方、
ｔ１が３６０より大きいとき、制御部１３０は処理をステップＳ１１１に進める。
【００３９】
　ステップＳ１０６からステップＳ１１０までのループ処理によって、図４に示すような
画像が表示される。図４に示すように、例えば現在の時刻が３時３９分の場合、３時を表
す９０°の位置から、時計回りに徐々に扇状にモノクロ画像が表示され、最終的には表示
領域１１０ａの全面にモノクロの画像が表示される。
【００４０】
　ステップＳ１１１において、制御部１３０の領域決定部１３６は表示領域１１０ａの重
心を中心として、時計回りに角度「６×ｍ」から角度「６×ｍ＋ｔ２」までの領域をカラ
ー領域として決定する。
【００４１】
　ステップＳ１１２において、制御部１３０の画像処理部１３８はモノクロ画像データに
基づく画像のうちステップＳ１１１で決定したカラー領域内の画像を、カラー画像データ
に基づく画像に、変更した画像を作成する。この作成した画像を分表示画像と称する。ま
た、分表示画像を表すデータを分表示画像データと称する。分表示画像はモノクロ画像デ
ータに基づくモノクロ画像の一部がカラー画像データに基づくカラー画像に置き換えられ
ている、モノクロ画像とカラー画像とが混在する画像となる。　
　ステップＳ１１３において、制御部１３０は分表示画像データをパネル駆動部１２０に
出力して表示パネル１１０に分表示画像を表示させる。
【００４２】
　ステップＳ１１４において、制御部１３０は変数ｔ２に（ｔ２＋１）を代入する。　
　ステップＳ１１５において、制御部１３０は変数ｔ２が３６０より大きいか否かを判定
する。ｔ２が３６０以下のとき、制御部１３０は処理をステップＳ１１１に戻す。一方、
ｔ２が３６０より大きいとき、制御部１３０は処理をステップＳ１１６に進める。
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【００４３】
　ステップＳ１１１からステップＳ１１５までのループ処理によって、図５に示すような
画像が表示される。図５に示すように、例えば現在の時刻が３時３９分の場合、３９分を
表す２３４°の位置から、時計回りに徐々に扇状にモノクロ画像がカラー画像に変換され
ていき、最終的には表示領域１１０ａの全面にカラー画像が表示される。　
　ステップＳ１１６において、制御部１３０は一定の時間だけ待機する。この待機時間は
ユーザが表示領域１１０ａに表示された画像を鑑賞するための時間である。
【００４４】
　ステップＳ１１７において、制御部１３０は入力部１５０からユーザによる操作が行わ
れたか否かを判定する。ユーザによる操作が行われていなければ、制御部１３０は処理を
ステップＳ１０１に戻す。一方、ユーザによる操作が行われていれば、処理をメインルー
チンに戻す。
【００４５】
　このようにして、ユーザによる操作が行われるまでの間、画像表示装置１００は表示パ
ネル１１０に、まず、図４に示したように、「時」を表すようにモノクロ画像を表示し、
続いて、図５に示したように、「分」を表すようにそのモノクロ画像をカラー画像に変換
して表示するという表示を、画像を変えながら繰り返し表示するというスライドショーを
実行する。
【００４６】
　このように、表示領域及びカラー領域は表示領域のうち時間経過とともに順次面積を広
げ所定時間経過後に表示領域の全領域をなす第１の領域として機能する。即ち、第１の領
域である表示領域に、表示中の第１の画像（真っ黒な画像）と異なる第２の画像（モノク
ロ画像）を表示させることで画像切り換えを行い、さらに、第１の領域であるカラー領域
に、表示中の第１の画像（モノクロ画像）と異なる第２の画像（カラー画像）を表示させ
ることで画像切り換えを行っている。
【００４７】
　表示領域１１０ａの重心から０°の方向へ伸びる線は基準線として機能する。また、例
えば図４において表示領域１１０ａの重心から９０°の方向へ伸びる線及び図５において
表示領域１１０ａの重心から２３４°の方向へ伸びる線は開始線として機能する。ここで
は、表示領域及びカラー領域の例として扇状の領域とし、表示領域１１０ａの重心から伸
びる線は直線であるとしているが、曲線でもよい。
【００４８】
　また、ステップＳ１０６乃至ステップＳ１１０の動作は時表示動作として機能し、ステ
ップＳ１１１乃至ステップＳ１１５の動作は分表示動作として機能する。ここで、ステッ
プＳ１０６乃至ステップＳ１１０の動作と、ステップＳ１１１乃至ステップＳ１１５の動
作と、は表示領域として「時」に基づく領域を設定し、カラー領域として「分」に基づく
領域を設定していることや、決定した領域に表示させる画像がモノクロ画像であるかカラ
ー画像であるかという違いはあるが、これらの動作は同一の動作である。
【００４９】
　本説明では、時表示動作ではモノクロ画像を表示して分表示動作ではカラー画像を表示
するとして説明したが、時表示動作でカラー画像を表示して分表示動作でモノクロ画像を
表示してもよい。また、時表示動作と分表示動作の順序は逆でもよい。また、モノクロ画
像において、表示領域以外の領域を黒色の塗り潰しとしている。この場合、画像が切り換
わるときに表示領域１１０ａは一度真っ黒になる。即ち、真っ黒の画像を表示して真っ黒
の画像の表示領域に次のモノクロ画像を表示していく表示となる。これに対して、モノク
ロ画像において、表示領域以外の領域を黒色の塗り潰しでなく、前に表示されているカラ
ー画像としてもよい。この場合、表示領域１１０ａは真っ黒になることなく、モノクロ画
像とカラー画像が次々と切り換わる表示になる。また、真っ黒な画像に代えて、その他の
単一色である画像や、その他の画像としてもよい。
【００５０】



(11) JP 2013-72861 A 2013.4.22

10

20

30

40

50

　［第２の表示処理］
　次に、制御部１３０によって制御される第２の表示処理について説明する。第２の表示
処理では、表示パネル１１０の表示領域１１０ａにおける角度を第１の表示処理と同様に
定義する。第２の表示処理では、現在の時刻の時分のうち「時」を表す角度から扇状に時
計回りに順次広がるように画像が出現して「分」を表す位置から扇状に時計回りに順次狭
まるように画像が消失する表示とする。
【００５１】
　例えば図７に示すように画像が表示される。ここで、クロスハッチングは黒色の塗り潰
しを表している。例えば現在の時刻が１１時１０分の場合、図７に示すように、初めは真
っ黒であった表示領域１１０ａに、１１時を表す３３０°の位置から、時計回りに順次扇
状にカラー画像が表示され、最終的には表示領域１１０ａの全面にカラー画像が表示され
る。
【００５２】
　一定の時間画像が表示された後、例えば図８に示すように画像が消去される。例えば現
在の時刻が１１時１０分の場合、図８に示すように、初めは全面に画像が表示されている
表示領域１１０ａにおいて、１０分を表す６０°の位置から、時計回りに順次扇状に画像
が消去され黒色に塗り潰された領域が広がっていき、最終的には表示領域１１０ａの全面
が真っ黒となる。
【００５３】
　以上のように画像表示を行う第２の表示処理は、例えば以下のように行うことができる
。制御部１３０で行われる第２の表示処理について、図９に示すフローチャートを参照し
て説明する。
【００５４】
　ステップＳ２０１において、制御部１３０は制御に用いる変数ｔ１、変数ｔ２、変数ｈ
、変数ｍを全て０にリセットする。　
　ステップＳ２０２において、制御部１３０は記憶部１４０又は外部メモリ１６５から次
に表示パネル１１０に表示させる画像のデータを読み込む。
【００５５】
　ステップＳ２０３において、制御部１３０はステップＳ２０２において読み込んだデー
タの画像のサイズを表示領域１１０ａのサイズに合わせて調整し、調整後の画像を表すカ
ラー画像データを作成する。作成したカラー画像データはメモリ１３４に格納されて必要
に応じて適宜読み出される。　
　ステップＳ２０４において、制御部１３０は時刻格納部１３２から現在の時刻を取得す
る。ここで、現在の時分のうち１２時間制で表した「時」を変数ｈに代入して現在の時分
のうち「分」を変数ｍに代入する。
【００５６】
　ステップＳ２０５において、制御部１３０の領域決定部１３６は画像領域の重心を中心
として、時計回りに角度「３０×ｈ」から角度「３０×ｈ＋ｔ１」までの扇状の領域を時
表示領域として決定する。
【００５７】
　ステップＳ２０６において、制御部１３０の画像処理部１３８は時表示領域をカラー画
像データに基づく画像とし、その他の領域を黒色に塗り潰した時表示画像を作成する。な
お、時表示画像を表すデータを時表示画像データと称する。　
　ステップＳ２０７において、制御部１３０は時表示画像データをパネル駆動部１２０に
出力して表示パネル１１０に時表示画像を表示させる。
【００５８】
　ステップＳ２０８において、制御部１３０は変数ｔ１に（ｔ１＋１）を代入する。　
　ステップＳ２０９において、制御部１３０は変数ｔ１が３６０より大きいか否かを判定
する。ｔ１が３６０以下のとき、制御部１３０は処理をステップＳ２０５に戻す。一方、
ｔ１が３６０より大きいとき、制御部１３０は処理をステップＳ２１０に進める。
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【００５９】
　ステップＳ２０５からステップＳ２０９までのループ処理によって、図７に示すような
画像が表示される。例えば現在の時刻が１１時１０分の場合、図７に示すように、１１時
を表す３３０°の位置から、時計回りに徐々に扇状にカラー画像が表示され、最終的には
表示領域１１０ａの全面にカラー画像が表示される。　
　ステップＳ２１０において、制御部１３０は一定の時間だけ待機する。この待機時間は
ユーザが表示領域１１０ａに表示された画像を鑑賞するための時間である。
【００６０】
　ステップＳ２１１において、制御部１３０の領域決定部１３６は画像領域の重心を中心
として、時計回りに角度「６×ｍ」から角度「６×ｍ＋ｔ２」までの領域を黒領域として
決定する。
【００６１】
　ステップＳ２１２において、制御部１３０の画像処理部１３８はカラー画像データに基
づく画像のうちステップＳ２１１で決定した黒領域内を、黒色に塗り潰した分表示画像を
作成する。なお、分表示画像を表すデータを分表示画像データと称する。　
　ステップＳ２１３において、制御部１３０は分表示画像データをパネル駆動部１２０に
出力して表示パネル１１０に分表示画像を表示させる。
【００６２】
　ステップＳ２１４において、制御部１３０は変数ｔ２に（ｔ２＋１）を代入する。　
　ステップＳ２１５において、制御部１３０は変数ｔ２が３６０より大きいか否かを判定
する。ｔ２が３６０以下のとき、制御部１３０は処理をステップＳ２１１に戻す。一方、
ｔ２が３６０より大きいとき、制御部１３０は処理をステップＳ２１６に進める。
【００６３】
　ステップＳ２１１からステップＳ２１５までのループ処理によって、図８に示すような
画像が表示される。例えば現在の時刻が１１時１０分の場合、図８に示すように、１０分
を表す６０°の位置から、時計回りに徐々に黒色に塗りつぶされた領域が広がっていき画
像が消去され、最終的には表示領域１１０ａの全面が真っ黒となる。
【００６４】
　ステップＳ２１６において、制御部１３０は入力部１５０からユーザによる操作が行わ
れたか否かを判定する。ユーザによる操作が行われていなければ、制御部１３０は処理を
ステップＳ２０１に戻す。一方、ユーザによる操作が行われていれば、処理をメインルー
チンに戻す。
【００６５】
　このようにして、ユーザによる操作が行われるまでの間、画像表示装置１００は表示パ
ネル１１０に、まず、図７に示したように、「時」を表すようにカラー画像を出現させ、
一定の時間後に、図８に示したように、「分」を表すようにそのカラー画像を消失させる
という表示を、画像を変えながら繰り返し表示するというスライドショーを実行する。
【００６６】
　このように、時表示領域及び黒領域は時間経過とともに順次面積を広げる第１の領域と
して機能する。即ち、第１の領域である時表示領域又は黒領域に、表示中の第１の画像（
真っ黒な画像又はカラー画像）と異なる第２の画像（カラー画像又は真っ黒な画像）を表
示させることで画像切り換えを行っている。ここでは、時表示領域及び黒領域の例として
扇状の領域とし、表示領域１１０ａの重心から伸びる線は直線であるとしているが、曲線
でもよい。
【００６７】
　また、ステップＳ２０５乃至ステップＳ２０９の動作は時表示動作として機能し、ステ
ップＳ２１１乃至ステップＳ２１５の動作は分表示動作として機能する。ここで、ステッ
プＳ２１１乃至ステップＳ２１５の動作は黒領域を黒色に塗り潰してカラー画像を消去す
ると説明したが、カラー画像のうちの黒領域の部分に真っ黒な画像を表示していることと
同一である。即ち、図９に示した処理は同じ動作に従ってユーザが指定したカラー画像と
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真っ黒な画像とを交互に切り換えながら表示していることに相当する。従って、ステップ
Ｓ２０５乃至ステップＳ２０９の動作と、ステップＳ２１１乃至ステップＳ２１５の動作
と、は時表示領域として「時」に基づく領域を設定し、分表示領域として「分」に基づく
領域を設定していることや、決定した領域に表示させる画像がカラー画像であるか黒画像
であるかという違いはあるが、これらの動作は同一の動作である。
【００６８】
　本説明では、時分のうち時と関連付けてカラー画像を表示して分と関連付けて真っ黒な
画像を表示するとして説明したが、時分のうち分と関連付けてカラー画像を表示し、一定
の時間待機後に時と関連付けて真っ黒な画像を表示するように構成してもよい。また、真
っ黒な画像に代えて、他の単一色の画像や、その他の画像としてもよい。また、時表示動
作と分表示動作の順序は逆でもよい。
【００６９】
　［第３の表示処理］
　次に、制御部１３０によって制御される第３の表示処理について説明する。第３の表示
処理では表示パネル１１０の表示領域における角度を第１の表示処理と同様に定義する。
第３の表示処理では、現在の時刻の時分のうち「時」を表す方向から画像がスライドして
入ってくるように徐々に出現して「分」を表す方向へスライドして出ていくように画像が
徐々に消失する表示とする。
【００７０】
　例えば図１０に示すような画像が表示される。ここで、クロスハッチングは、黒色の塗
り潰しを表している。例えば現在の時刻が５時４８分の場合、図１０に示すように、初め
は真っ黒であった表示領域１１０ａに、５時を表す１５０°の方向から、カラー画像がス
ライドしながら出現し、最終的には表示領域１１０ａの全面にカラー画像が表示される。
【００７１】
　一定の時間画像が表示された後、例えば図１１に示すように画像が消去される。例えば
現在の時刻が５時４８分の場合、図１１に示すように、初めは全面に画像が表示されてい
る表示領域１１０ａにおいて、４８分を表す２８８°の方向へスライドして出ていくよう
に画像が徐々に消失し、最終的には表示領域１１０ａ全面が真っ黒となる。
【００７２】
　以上のように画像表示を行う第３の表示処理は例えば以下のように行うことができる。
制御部１３０で行われる第３の表示処理について、図１２に示すフローチャートを参照し
て説明する。
【００７３】
　ステップＳ３０１において、制御部１３０は制御に用いる変数ｈ、変数ｍ、変数ｒ２、
変数θ１、変数θ２を０にリセットし、変数ｒ１を初期値ｒ０にリセットする。　
　ステップＳ３０２において、制御部１３０は記憶部１４０又は外部メモリ１６５から次
に表示パネル１１０に表示させる画像のデータを読み込む。
【００７４】
　ステップＳ３０３において、制御部１３０はステップＳ３０２において読み込んだデー
タの画像のサイズを表示領域１１０ａのサイズに合わせて調整し、調整後の画像を表すカ
ラー画像データを作成する。作成したカラー画像データはメモリ１３４に格納されて必要
に応じて適宜読み出される。
【００７５】
　ステップＳ３０４において、制御部１３０は時刻格納部１３２から現在の時刻を取得す
る。ここで、現在の時分のうち１２時間制で表した「時」を変数ｈに代入して現在の時分
のうち「分」を変数ｍに代入する。
【００７６】
　ステップＳ３０５において、制御部１３０の領域決定部１３６は時表示領域決定処理を
実行する。時表示領域決定処理においては、例えば図１３のように座標系を設定する。こ
の座標系は、表示パネル１１０の表示領域１１０ａの重心位置を原点とし、右向きにｘ軸
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、下向きにｙ軸を設定する。また、ステップＳ３０３において作成したカラー画像データ
に基づくカラー画像３１０の重心位置の座標を（ｘｉ，ｙｉ）とする。また、ｙ軸のマイ
ナス方向、即ち表示領域１１０ａの上方向を０°とし、時計回りに表した角度をθ１とし
、原点からカラー画像３１０の重心位置の座標（ｘｉ，ｙｉ）までの距離をｒ１とする。
ここで、θ１＝３０×ｈとする。また、ｒ１は、前記時表示領域決定処理の処理回数に応
じて逐次減少する変数とする。なお、ｒ１の初期値ｒ０は最初の時表示領域決定処理にお
いて後述する時表示領域がなくなるような値として予め定めておいてもよいし、θ１に応
じて定めるようにしてもよい。
【００７７】
　以上のような場合に、カラー画像３１０の重心位置の座標を表すｘｉとｙｉとは次式で
表すことができる。　
　　ｘｉ＝ｒ１・ｓｉｎθ１
　　ｙｉ＝－ｒ１・ｃｏｓθ１
　表示領域１１０ａとカラー画像３１０とのサイズは既知なので、表示領域１１０ａとカ
ラー画像３１０とが重なる時表示領域３２０を得ることができる。また、時表示領域３２
０内の各点に対応するカラー画像３１０における座標を得ることができる。このようにし
て、ステップＳ３０５の時表示領域決定処理において、制御部１３０の領域決定部１３６
は、時表示領域３２０と、時表示領域３２０内の各点に対応するカラー画像３１０におけ
る座標と、を取得する。
【００７８】
　ステップＳ３０６において、制御部１３０の画像処理部１３８は時表示領域３２０を対
応するカラー画像３１０の部分とし、その他の領域を黒色の塗り潰しとした時表示画像を
作成する。なお、時表示画像を表すデータを時表示画像データと称する。　
　ステップＳ３０７において、制御部１３０は時表示画像データをパネル駆動部１２０に
出力して表示パネル１１０に時表示画像を表示させる。
【００７９】
　ステップＳ３０８において、制御部１３０は変数ｒ１に（ｒ１－１）を代入する。　
　ステップＳ３０９において、制御部１３０は変数ｒ１が０より小さいか否かを判定する
。ｒ１が０以上のとき、制御部１３０は処理をステップＳ３０５に戻す。一方、ｒ１が０
より小さいとき、制御部１３０は処理をステップＳ３１０に進める。
【００８０】
　ステップＳ３０５からステップＳ３０９までのループ処理によって、図１０に示すよう
な画像が表示される。例えば現在の時刻が５時４８分の場合、図１０に示すように、５時
を表す１５０°の方向から、カラー画像がスライドしながら出現し、最終的には表示領域
１１０ａの全面にカラー画像が表示される。　
　ステップＳ３１０において、制御部１３０は一定の時間だけ待機する。この待機時間は
ユーザが表示領域１１０ａに表示された画像を鑑賞するための時間である。
【００８１】
　ステップＳ３１１において、制御部１３０の領域決定部１３６は分表示領域決定処理を
実行する。分表示領域決定処理においては、例えば図１３に示した座標系を用いる。カラ
ー画像３１０の重心位置の座標を（ｘｊ，ｙｊ）とする。角度θ１と同様に角度θ２を定
義し、原点からカラー画像３１０の重心位置の座標（ｘｊ，ｙｊ）までの距離をｒ２とす
る。ここで、θ２＝６×ｍとする。また、ｒ２は前記分表示領域決定処理の処理回数に応
じて逐次増加する変数とする。
【００８２】
　このとき、カラー画像３１０の重心位置の座標を表すｘｊとｙｊとは、次式で表すこと
ができる。　
　　ｘｊ＝ｒ２・ｓｉｎθ２
　　ｙｊ＝－ｒ２・ｃｏｓθ２
　時表示領域決定処理の場合と同様に、表示領域１１０ａとカラー画像３１０とのサイズ
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は既知なので、表示領域１１０ａとカラー画像３１０とが重なる分表示領域を得ることが
できる。また、分表示領域内の各点に対応するカラー画像３１０における座標を得ること
ができる。このようにして、ステップＳ３１１の分表示領域決定処理において、制御部１
３０の領域決定部１３６は、分表示領域と、分表示領域内の各点に対応するカラー画像３
１０における座標と、を取得する。
【００８３】
　ステップＳ３１２において、制御部１３０の画像処理部１３８は分表示領域を対応する
カラー画像３１０の部分とし、その他の領域を黒色の塗り潰しとした分表示画像を作成す
る。なお、分表示画像を表すデータを分表示画像データと称する。　
　ステップＳ３１３において、制御部１３０は分表示画像データをパネル駆動部１２０に
出力して表示パネル１１０に分表示画像を表示させる。
【００８４】
　ステップＳ３１４において、制御部１３０は変数ｒ２に（ｒ２＋１）を代入する。　
　ステップＳ３１５において、制御部１３０は変数ｒ２が閾値ｒｔより大きいか否かを判
定する。ここで閾値ｒｔは分表示領域決定処理において分表示領域がなくなるような値と
して予め定めておいてもよいし、θ２に応じて定めるようにしてもよい。ｒ２がｒｔ以下
のとき、制御部１３０は処理をステップＳ３１１に戻す。一方、ｒ２がｒｔより大きいと
き、制御部１３０は処理をステップＳ３１６に進める。
【００８５】
　ステップＳ３１１からステップＳ３１５までのループ処理によって、図１１に示すよう
な画像が表示される。例えば現在の時刻が５時４８分の場合、図１１に示すように、４８
分を表す２８８°の方向へスライドして出ていくように画像が徐々に消失し、最終的には
表示領域１１０ａの全面が真っ黒となる。
【００８６】
　ステップＳ３１６において、制御部１３０は入力部１５０からユーザによる操作が行わ
れたか否かを判定する。ユーザによる操作が行われていなければ、制御部１３０は処理を
ステップＳ３０１に戻す。一方、ユーザによる操作が行われていれば、処理をメインルー
チンに戻す。
【００８７】
　このようにして、ユーザによる操作が行われるまでの間、画像表示装置１００は、表示
パネル１１０に、図１０に示したように画像を出現させたり、図１１に示したように画像
を消失させたりする。即ち、まず現在の時刻の時分のうち「時」を表す方向から画像がス
ライドして入ってくるように徐々に画像を出現させ、一定の時間後に「分」を表す方向へ
画像がスライドして出ていくように徐々に画像を消失させる表示を、画像を変えながら繰
り返し表示するというスライドショーを実行する。
【００８８】
　このように、時表示領域及び分表示領域は、表示領域１１０ａの重心を始点とし時刻情
報に対応する方向に伸びる半直線上であり該重心との距離が時間経過とともに変化する点
を重心とする重畳画像領域と、画像表示領域と、が重なり合う領域として機能する。また
、時分のうち「分」を表すように画像を出現させて「時」を表すように画像を表示領域１
１０ａ外に消失させてもよい。
【００８９】
　なお、第１乃至第３の表示処理においては、角度の定義を１２時間制のアナログ時計と
対応させているが、２４時間制のアナログ時計と対応させてもよいことはもちろんである
。
【００９０】
　［第４の表示処理］
　次に、制御部１３０によって制御される第４の表示処理について説明する。第４の表示
処理では、表示パネル１１０の表示領域１１０ａにおける座標を図１４のように定義する
。即ち、表示領域１１０ａの左上を原点として、右方向にｘ軸、下方向にｙ軸を定義する
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。さらに、表示領域１１０ａの下端が２４となるように等分にｙ座標の値を定義し、表示
領域１１０ａの右端が６０となるように等分にｘ座標の値を定義する。
【００９１】
　第４の表示処理では、現在の時分のうち「時」を表すｙ座標の位置でありｘ軸と平行な
位置から下に向かって順に画像を表示し、同時に、現在の時分のうち「分」を表すｘ座標
の位置でありｙ軸と平行な位置から右に向かって順に画像を表示する。
【００９２】
　表示領域１１０ａの下端即ちｙ座標が２４の位置まで画像が表示されたら、表示領域１
１０ａの上端即ちｙ座標が０の位置から順に現在の「時」を表すｙ座標の位置まで画像を
表示し、同時に、表示領域１１０ａの右端即ちｘ座標が６０の位置まで画像が表示された
ら、左端即ちｘ座標が０の位置から順に現在の「分」を表すｘ座標の位置まで画像を表示
する。
【００９３】
　このように、現在の時分を表す位置から順にＬ字型に画像が出現し、最終的には表示領
域１１０ａの全面に画像が表示される。画像を消去するときも同様に、現在の時分を表す
位置から順に右下方向にＬ字型に画像が消去される。第４の表示処理は、このような画像
表示を繰り返すスライドショーを実行する。
【００９４】
　例えば図１５に示すように画像が表示される。ここでクロスハッチングは黒色の塗り潰
しを表している。例えば現在の時刻が１３時３５分の場合、図１５に示すように、初めは
真っ黒であった表示領域１１０ａにおいて、１３時を表す線から下に向かってに順に、及
び３５分を表す線から右に向かって順に、カラー画像が表示される。その結果、表示領域
１１０ａの１３時の線より下側であり３５分の線より右側である部分にカラー画像が徐々
に表示される（図１５上から４枚目の画像）。続いて、表示領域１１０ａの左端から右に
向かって順に、及び上端から下に向かって順に、カラー画像が表示される。最終的には表
示領域１１０ａの全面にカラー画像が表示される。
【００９５】
　一定の時間画像が表示された後、例えば図１６に示すように画像が消去される。例えば
現在の時刻が１３時３５分の場合、図１６に示すように、初めは全面にカラー画像が表示
されていている表示領域１１０ａにおいて、１３時を表す線から下に向かって順に、及び
３５分を表す線から右に向かって順に、黒色に塗り潰されて画像が徐々に消去される。そ
の結果、表示領域１１０ａの１３時の線より下側であり３５分の線より右側である部分の
画像が消去される（図１６上から４枚目の画像）。続いて、表示領域１１０ａの左端から
右に向かって順に、及び上端から下に向かって順に、黒色に塗り潰されて画像が消去され
る。最終的には表示領域１１０ａの全面が真っ黒となる。
【００９６】
　以上のように画像表示を行う第４の表示処理は、例えば以下のように行うことができる
。制御部１３０で行われる第４の表示処理について、図１７Ａ及び図１７Ｂに示すフロー
チャートを参照して説明する。
【００９７】
　ステップＳ４０１において、制御部１３０は制御に用いる変数ｈ、変数ｍ、変数ｔ１、
変数ｔ２、変数ｔ３、変数ｔ４、変数ｔ５、変数ｔ６、変数ｔ７、変数ｔ８、変数ａ１、
変数ａ２、変数ａ３、変数ａ４を全て０にリセットする。　
　ステップＳ４０２において、制御部１３０は記憶部１４０又は外部メモリ１６５から次
に表示パネル１１０に表示させる画像のデータを読み込む。
【００９８】
　ステップＳ４０３において、制御部１３０はステップＳ４０２において読み込んだデー
タの画像のサイズを、表示領域１１０ａのサイズに合わせて調整し、調整後の画像を表す
カラー画像データを作成する。作成したカラー画像データはメモリ１３４に格納されて必
要に応じて適宜読み出される。
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【００９９】
　ステップＳ４０４において、制御部１３０は時刻格納部１３２から現在の時刻を取得す
る。ここで、現在の時分のうち２４時間制で表した「時」を変数ｈに代入して現在の時分
のうち「分」を変数ｍに代入する。
【０１００】
　ステップＳ４０５において、制御部１３０はａ１とａ２とを下記式により設定する。　
　　ａ１＝（６０－ｍ）／Ｃ１
　　ａ２＝（２４－ｈ）／Ｃ１
ここで、Ｃ１は定数である。
【０１０１】
　ステップＳ４０６において、制御部１３０の領域決定部１３６は表示領域を決定する。
ここで、表示領域はｘ座標がｍ以上（ｍ＋ｔ１）以下であり、かつｙ座標が０以上（ｈ＋
ｔ２）以下である領域と、ｙ座標がｈ以上（ｈ＋ｔ２）以下であり、かつｘ座標が０以上
（ｍ＋ｔ１）以下である領域と、の論理和の領域である。
【０１０２】
　ステップＳ４０７において、制御部１３０の画像処理部１３８は表示領域をカラー画像
データに基づく画像とし、その他の領域を黒色に塗り潰した第１の表示画像を作成する。
なお、第１の表示画像を表すデータを第１の表示画像データと称する。　
　ステップＳ４０８において、制御部１３０は第１の表示画像データをパネル駆動部１２
０に出力して表示パネル１１０に第１の表示画像を表示させる。
【０１０３】
　ステップＳ４０９において、制御部１３０は変数ｔ１に（ｔ１＋ａ１）を代入し、変数
ｔ２に（ｔ２＋ａ２）を代入する。　
　ステップＳ４１０において、制御部１３０は変数ｔ１が６０より大きいか否かを判定す
る。ｔ１が６０以下のとき、制御部１３０は処理をステップＳ４０６に戻す。一方、ｔ１
が６０より大きいとき、制御部１３０は処理をステップＳ４１１に進める。
【０１０４】
　ステップＳ４０６からステップＳ４１０までのループ処理によって、図１５の上から１
枚目から４枚目までに示すような画像が表示される。例えば現在の時刻が１３時３５分の
場合、図１５に示すように、１３時を表す線から下側であり３５分を表す線より右側であ
る領域に画像を順に表示していき、最終的には表示領域１１０ａの１３時を表す線から下
側であり３５分を表す線より右側である領域にカラー画像が表示される。
【０１０５】
　ステップＳ４１１において、制御部１３０はａ３とａ４とを下記式により設定する。　
　　ａ３＝ｍ／Ｃ２
　　ａ４＝ｈ／Ｃ２
ここで、Ｃ２は定数である。
【０１０６】
　ステップＳ４１２において、制御部１３０の領域決定部１３６は表示領域を決定する。
ここで、表示領域はｘ座標がｍ以上６０以下である領域と、ｙ座標がｈ以上２４以下であ
る領域と、ｘ座標が０以上ｔ３以下である領域と、ｙ座標が０以上ｔ４以下である領域と
、の論理和の領域である。
【０１０７】
　ステップＳ４１３において、制御部１３０の画像処理部１３８は表示領域をカラー画像
データに基づく画像とし、その他の領域を黒色に塗り潰した第２の表示画像を作成する。
なお、第２の表示画像を表すデータを第２の表示画像データと称する。　
　ステップＳ４１４において、制御部１３０は第２の表示画像データをパネル駆動部１２
０に出力して表示パネル１１０に第２の表示画像を表示させる。
【０１０８】
　ステップＳ４１５において、制御部１３０は変数ｔ３に（ｔ３＋ａ３）を代入し、変数
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ｔ４に（ｔ４＋ａ４）を代入する。　
　ステップＳ４１６において、制御部１３０は変数ｔ３がｍより大きいか否かを判定する
。ｔ３がｍ以下のとき、制御部１３０は処理をステップＳ４１２に戻す。一方、ｔ３がｍ
より大きいとき、制御部１３０は処理をステップＳ４１７に進める。
【０１０９】
　ステップＳ４１２からステップＳ４１６までのループ処理によって、図１５の上から４
枚目から６枚目までに示すような画像が表示される。例えば現在の時刻が１３時３５分の
場合、図１５に示すように、ステップＳ４１０からステップＳ４１１に移る時点で、１３
時を表す線から下側であり３５分を表す線より右側である表示領域に画像が表示された状
態から、さらに、左から右へと順に、及び上から下へと順に、画像が表示される。最終的
には表示領域１１０ａの全面にカラー画像が表示される。　
　ステップＳ４１７において、制御部１３０は一定の時間だけ待機する。この待機時間は
ユーザが表示領域１１０ａに表示された画像を鑑賞するための時間である。
【０１１０】
　ステップＳ４１８において、制御部１３０の領域決定部１３６は黒領域を決定する。こ
こで、黒領域はｘ座標がｍ以上（ｍ＋ｔ５）以下であり、かつｙ座標が０以上（ｈ＋ｔ６
）以下である領域と、ｙ座標がｈ以上（ｈ＋ｔ６）以下であり、かつｘ座標が０以上（ｍ
＋ｔ５）以下である領域と、の論理和の領域である。
【０１１１】
　ステップＳ４１９において、制御部１３０の画像処理部１３８はカラー画像データに基
づく画像のうち黒領域を黒色に塗り潰した第３の表示画像を作成する。なお、第３の表示
画像を表すデータを第３の表示画像データと称する。　
　ステップＳ４２０において、制御部１３０は第３の表示画像データをパネル駆動部１２
０に出力して表示パネル１１０に第３の表示画像を表示させる。
【０１１２】
　ステップＳ４２１において、制御部１３０は変数ｔ５に（ｔ５＋ａ１）を代入し、変数
ｔ６に（ｔ６＋ａ２）を代入する。　
　ステップＳ４２２において、制御部１３０は変数ｔ５が６０より大きいか否かを判定す
る。ｔ５が６０以下のとき、制御部１３０は処理をステップＳ４１８に戻す。一方、ｔ５
が６０より大きいとき、制御部１３０は処理をステップＳ４２３に進める。
【０１１３】
　ステップＳ４１８からステップＳ４２２までのループ処理によって、図１６の上から１
枚目から４枚目までに示すような画像が表示される。例えば現在の時刻が１３時３５分の
場合、図１６に示すように、１３時を表す線より下側であり３５分を表す線より右側であ
る領域において、順に画像が消去され、最終的には表示領域１１０ａの１３時を表す線か
ら下側であり３５分を表す線より右側である領域の画像が消去されて真っ黒な表示となる
。
【０１１４】
　ステップＳ４２３において、制御部１３０の領域決定部１３６は黒領域を決定する。こ
こで、黒領域はｘ座標がｍ以上６０以下である領域と、ｙ座標がｈ以上２４以下である領
域と、ｘ座標が０以上ｔ７以下である領域と、ｙ座標が０以上ｔ８以下である領域と、の
論理和の領域である。
【０１１５】
　ステップＳ４２４において、制御部１３０の画像処理部１３８はカラー画像データに基
づく画像のうち黒領域を黒色に塗り潰した第４の表示画像を作成する。なお、第４の表示
画像を表すデータを第４の表示画像データと称する。　
　ステップＳ４２５において、制御部１３０は第４の表示画像データをパネル駆動部１２
０に出力して表示パネル１１０に第４の表示画像を表示させる。
【０１１６】
　ステップＳ４２６において、制御部１３０は変数ｔ７に（ｔ７＋ａ３）を代入し、変数
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ｔ８に（ｔ８＋ａ４）を代入する。　
　ステップＳ４２７において、制御部１３０は変数ｔ７がｍより大きいか否かを判定する
。ｔ７がｍ以下のとき、制御部１３０は処理をステップＳ４２３に戻す。一方、ｔ７がｍ
より大きいとき、制御部１３０は処理をステップＳ４２８に進める。
【０１１７】
　ステップＳ４２３からステップＳ４２７までのループ処理によって、図１６の上から４
枚目から６枚目までに示すような画像が表示される。例えば現在の時刻が１３時３５分の
場合、図１６に示すように、ステップＳ４１０からステップＳ４１１に移る時点で、表示
領域１１０ａのうち１３時を表す線から下側であり３５分を表す線より右側である表示領
域に画像が消去された状態から、さらに、左から右へと順に、及び上から下へと順に、画
像が消去され、最終的に真っ黒な画像の表示となる。
【０１１８】
　ステップＳ４２８において、制御部１３０は入力部１５０からユーザによる操作が行わ
れたか否かを判定する。ユーザによる操作が行われていなければ、制御部１３０は処理を
ステップＳ４０１に戻す。一方、ユーザによる操作が行われていれば、処理をメインルー
チンに戻す。
【０１１９】
　このようにして、ユーザによる操作が行われるまでの間、画像表示装置１００は、表示
パネル１１０に、まず、図１５に示したように現在の時分を表すようにカラー画像を徐々
に出現させ、一定の時間後に、図１６に示したように現在の時分を表すように画像を徐々
に消失させるという表示を、画像を変えながら繰り返し表示するというスライドショーを
実行する。
【０１２０】
　このように、表示領域及び黒領域は時間経過とともに順次面積を広げる第１の領域とし
て機能する。即ち、第１の領域である表示領域又は黒領域に、表示中の第１の画像（真っ
黒な画像又はカラー画像）と異なる第２の画像（カラー画像又は真っ黒な画像）を表示さ
せることで画像切り換えを行っている。ここでは、表示領域及び黒領域の例として直線に
よって囲まれる領域としているが、曲線によって囲まれる領域でもよい。ｘ軸は時分の分
との対応関係が定義された第２の直線軸として機能し、ｙ軸は時分の時との対応関係が定
義された第１の直線軸として機能する。また、図１５における１３時や３５分を示す線は
開始線として機能する。
【０１２１】
　ステップＳ４０６乃至ステップＳ４１６の動作と、ステップＳ４１８乃至ステップＳ４
２７の動作と、は決定した領域に表示させる画像がカラー画像であるか黒画像であるかと
いう違いはあるが、これらの動作は同一の動作である。即ち、図１７Ａ及び図１７Ｂに示
した処理は同じ動作に従って、ユーザが指定したカラー画像と真っ黒の画像とを交互に表
示していることに相当する。
【０１２２】
　ステップＳ４１８乃至ステップＳ４２７の動作は省略してもよい。その場合、ステップ
Ｓ４０６乃至ステップＳ４１６において、黒色に塗り潰している領域は前に表示されてい
る画像とすることもできる。この場合、カラー画像が消去されることなく、次々と画像が
表示されるスライドショーとなる。また、黒色の塗り潰しは、その他の色の塗り潰しや、
その他の画像としてもよい。また、第１の表示処理と同様に、カラー画像とモノクロ画像
を交互に表示するようにしてもよい。
【０１２３】
　上記の説明では、Ｌ字型に画像が表示又は消去される例を示したが、「時」を表す直線
と「分」を表す直線とが交差する十字状の線を開始線としてもよく、十字状に画像が表示
又は消去されるようにしてもよい。
【０１２４】
　［第５の表示処理］
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　次に、制御部１３０によって制御される第５の表示処理について説明する。第５の表示
処理では、表示パネル１１０の表示領域における座標を第４の表示処理と同様に定義する
。第５の表示処理では、現在の時分のうち「時」を表すｙ座標の位置でありｘ軸と平行な
位置から下に向かって順に画像を表示し、表示領域１１０ａの下端即ちｙ座標が２４の位
置まで画像が表示されたら、表示領域１１０ａの上端即ちｙ座標が０の位置から下に向か
って順に現在の「時」を表すｙ座標の位置まで画像を表示する。また、その後一定の時間
が経過したら、現在の時分のうち「分」を表すｘ座標の位置でありｙ軸と平行な位置から
右に向かって順に画像を消去し、表示領域１１０ａの右端即ちｘ座標が６０の位置まで消
去されたら、表示領域１１０ａの左端即ちｘ座標が０の位置から右に向かって順に現在の
「分」を表すｘ座標の位置まで画像を消去する。第５の表示処理は、このような画像表示
を繰り返すスライドショーを実行する。
【０１２５】
　例えば図１８に示すように画像が表示される。ここでクロスハッチングは黒色の塗り潰
しを表している。例えば現在の時刻が１３時３５分の場合、図１８に示すように、初めは
真っ黒であった表示領域１１０ａにおいて、１３時を表す線から下に向かって順にカラー
画像が表示される。ｙ座標が２４である位置まで、即ち表示領域１１０ａの下端まで画像
が表示されたとき、ｙ座標が０即ち表示領域１１０ａの上端から下に向かって順に１３時
を表す線までカラー画像が順次表示され、最終的には表示領域１１０ａの全面にカラー画
像が表示される。
【０１２６】
　一定の時間画像が表示された後、例えば図１９に示すように画像が消去される。例えば
現在の時刻が１３時３５分の場合、図１９に示すように、初めは全面にカラー画像が表示
されている表示領域１１０ａにおいて、３５分を表す線から右に向かって順に画像が消去
される。ｘ座標が６０である位置、即ち表示領域１１０ａの右端まで画像が消去されたと
き、ｘ座標が０即ち表示領域１１０ａの左端から右に向かって順に３５分を表す線まで画
像が順次消去され、最終的には表示領域１１０ａの全面が真っ黒となる。
【０１２７】
　以上のように画像表示を行う第５の表示処理は、例えば以下のように行うことができる
。制御部１３０で行われる第５の表示処理について、図２０に示すフローチャートを参照
して説明する。
【０１２８】
　ステップＳ５０１において、制御部１３０は制御に用いる変数ｈ、変数ｍ、変数ｔ１、
変数ｔ２を全て０にリセットする。　
　ステップＳ５０２において、制御部１３０は記憶部１４０又は外部メモリ１６５から次
に表示パネル１１０に表示させる画像のデータを読み込む。
【０１２９】
　ステップＳ５０３において、制御部１３０はステップＳ５０２において読み込んだデー
タの画像のサイズを、表示領域１１０ａのサイズに合わせて調整し、調整後の画像を表す
カラー画像データを作成する。作成したカラー画像データはメモリ１３４に格納されて必
要に応じて適宜読み出される。
【０１３０】
　ステップＳ５０４において、制御部１３０は時刻格納部１３２から現在の時刻を取得す
る。ここで、現在の時分のうち２４時間制で表した「時」を変数ｈに代入して現在の時分
のうち「分」を変数ｍに代入するものとする。
【０１３１】
　ステップＳ５０５において、制御部１３０の領域決定部１３６は時表示領域を決定する
。ここで、（ｈ＋ｔ１）が２４以下の場合、表示領域はｙ座標がｈ以上（ｈ＋ｔ１）以下
である領域である。（ｈ＋ｔ１）が２４より大きい場合、表示領域はｙ座標がｈ以上（ｈ
＋ｔ１）以下である領域と、ｙ座標が０以上（ｈ＋ｔ１－２４）以下である領域と、の論
理和の領域である。
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【０１３２】
　ステップＳ５０７において、制御部１３０の画像処理部１３８は時表示領域をカラー画
像データとし、その他の領域を黒色の塗り潰しとした時表示画像を作成する。なお、時表
示画像を表すデータを時表示画像データと称する。　
　ステップＳ５０８において、制御部１３０は時表示画像データをパネル駆動部１２０に
出力して表示パネル１１０に時表示画像を表示させる。
【０１３３】
　ステップＳ５０９において、制御部１３０は変数ｔ１に（ｔ１＋Ｃ３）を代入する。こ
こで、Ｃ３は定数とする。　
　ステップＳ５１０において、制御部１３０は変数ｔ１が２４より大きいか否かを判定す
る。ｔ１が２４以下のとき、制御部１３０は処理をステップＳ５０５に戻す。一方、ｔ１
が２４より大きいとき、制御部１３０は処理をステップＳ５１０に進める。
【０１３４】
　ステップＳ５０５からステップＳ５０９までのループ処理によって、図１８に示すよう
な画像が表示される。例えば現在の時刻が１３時３５分の場合、図１９に示すように、１
３時を表す線から下に向かって順にカラー画像が表示される。表示領域１１０ａの下端ま
でカラー画像が表示されたら、表示領域１１０ａの上端から下に向かって順に１３時を表
す線まで画像が順次表示され、最終的には表示領域１１０ａの全面にカラー画像が表示さ
れる。　
　ステップＳ５１０において、制御部１３０は一定の時間だけ待機する。この待機時間は
ユーザが表示領域１１０ａに表示された画像を鑑賞するための時間である。
【０１３５】
　ステップＳ５１１において、制御部１３０の領域決定部１３６は黒領域を決定する。こ
こで、（ｍ＋ｔ２）が６０以下の場合、黒領域はｘ座標がｍ以上（ｍ＋ｔ２）以下である
領域である。（ｍ＋ｔ２）が６０より大きい場合、黒領域はｘ座標がｍ以上（ｍ＋ｔ２）
以下である領域と、ｘ座標が０以上（ｍ＋ｔ２－６０）以下である領域と、の論理和の領
域である。
【０１３６】
　ステップＳ５１２において、制御部１３０の画像処理部１３８はカラー画像データに基
づく画像のうち黒領域を黒色に塗り潰した分表示画像を作成する。なお、分表示画像を表
すデータを分表示画像データと称する。　
　ステップＳ５１３において、制御部１３０は分表示画像データをパネル駆動部１２０に
出力して表示パネル１１０に分表示画像を表示させる。
【０１３７】
　ステップＳ５１４において、制御部１３０は変数ｔ２に（ｔ２＋Ｃ４）を代入する。こ
こで、Ｃ４は定数とする。　
　ステップＳ５１５において、制御部１３０は変数ｔ２が６０より大きいか否かを判定す
る。ｔ２が６０以下のとき、制御部１３０は処理をステップＳ５１１に戻す。一方、ｔ２
が６０より大きいとき、制御部１３０は処理をステップＳ５１６に進める。
【０１３８】
　ステップＳ５１１からステップＳ５１５までのループ処理によって、図１９に示すよう
な画像が表示される。例えば現在の時刻が１３時３５分の場合、図１９に示すように、３
５分を表す線から右側へ向けて順に画像が消去される。表示領域１１０ａの右端まで画像
が消去されたとき、表示領域１１０ａの左端から右側に向けて３５分を表す線まで順に画
像が消去され、最終的には表示領域１１０ａの全面が真っ黒となる。
【０１３９】
　ステップＳ５１６において、制御部１３０は入力部１５０からユーザによる操作が行わ
れたか否かを判定する。ユーザによる操作が行われていなければ、制御部１３０は処理を
ステップＳ５０１に戻す。一方、ユーザによる操作が行われていれば、処理をメインルー
チンに戻す。
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【０１４０】
　このようにして、ユーザによる操作が行われるまでの間、画像表示装置１００は、表示
パネル１１０に、まず、図１８に示したように現在の時分のうち「時」を表すように画像
を徐々に出現させ、一定の時間後に、図１９に示したように現在の時分のうち「分」を表
すように画像を徐々に消失させるという表示を、画像を変えながら繰り返し表示するとい
うスライドショーを実行する。
【０１４１】
　このように、時表示領域及び黒領域は時間経過とともに順次面積を広げる第１の領域と
して機能する。即ち、第１の領域である時表示領域又は黒領域に、表示中の第１の画像（
真っ黒な画像又はカラー画像）と異なる第２の画像（カラー画像又は真っ黒な画像）を表
示させることで画像切り換えを行っている。ここでは、時表示領域及び黒領域の例として
直線によって囲まれる領域としているが、曲線によって囲まれる領域でもよい。また、ｘ
軸又はｙ軸は時刻との対応関係が定義された直線軸として機能する。また、図１５におけ
る１３時や３５分を示す線は開始線として機能する。
【０１４２】
　ステップＳ５０５乃至ステップＳ５０９の動作は時表示動作として機能し、ステップＳ
５１１乃至ステップＳ５１５の動作は分表示動作として機能する。ここで、時表示動作と
分表示動作とでは、決定した領域に表示させる画像がカラー画像であるか黒画像であるか
という違いはあるが、これらの動作は同一の動作である。即ち、図２０に示した処理は同
じ動作に従って、ユーザが指定したカラー画像と真っ黒な画像とを交互に表示しているこ
とに相当する。
【０１４３】
　本説明においては、時分のうち時と関連付けてカラー画像を表示し、分と関連付けて真
っ黒な画像を表示するとして説明したが、時分のうち分と関連付けてカラー画像を表示し
、一定の時間待機後に、時と関連付けて真っ黒な画像を表示するように構成してもよい。
また、真っ黒な画像に代えて、他の単一色の画像や、その他の画像としてもよい。また、
第１の表示処理と同様に、カラー画像とモノクロ画像を交互に表示するようにしてもよい
。
【０１４４】
　なお、本実施形態においては、画像表示装置１００は第１乃至第５の表示処理を実行で
きるとしたが、すべて実行できなくても何れか１つ以上を実行できればよいことはもちろ
んである。また、各表示処理は適宜変更したり、別の表示処理と組み合わせたりすること
も可能であることはもちろんである。また、第１乃至第５の表示処理を順々に実行するよ
うに構成してもよい。
【０１４５】
　本実施形態においては、制御部１３０は時刻格納部１３２から時刻を取得するとして説
明したが、画像表示装置１００の外部から時刻情報を取得してもよいことはもちろんであ
る。また、現在の時刻に限らず、他国の時刻やアラーム時刻など、時刻を表示するためで
あれば、本実施形態を用いることができることはもちろんである。
【０１４６】
　本実施形態によれば、表示希望画像を次々に表示するスライドショーの動作時に、画像
の切り換え方によって時刻をユーザに示すことで、表示希望画像に含まれていない時計の
図などを表示領域に重畳することなく、時刻をユーザに認知させることができる。
【０１４７】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば実施
形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除しても、発明が解決しようとする
課題の欄で述べられた課題が解決でき、かつ、発明の効果が得られる場合には、この構成
要素が削除された構成も発明として抽出され得る。
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【０１４８】
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
【０１４９】
［１］
　時刻と対応付けられた時刻線が定義された表示領域に画像を表示する表示部と、
　時刻情報を取得し、前記表示領域に第１の画像から第２の画像へ、該時刻情報に対応す
る前記時刻線を開始線として切り換わる表示を前記表示部に実施させる制御部と、
を具備することを特徴とする画像表示装置。
【０１５０】
［２］
　前記時刻線は、前記表示領域の重心を始点とする半直線であり、
　前記表示領域における前記重心から前記時刻線が伸びる方向と前記時刻との間には、ア
ナログ時計と同じ対応関係が定義されている、
ことを特徴とする［１］に記載の画像表示装置。
【０１５１】
［３］
　前記切り換わる表示は、
　前記表示領域のうち時間経過とともに順次面積を広げ所定時間経過後に前記表示領域の
全領域をなす第１の領域に、前記第２の画像の該第１の領域に対応する領域を表示し、前
記表示領域のうち該第１の領域以外の第２の領域に、前記第１の画像の該第２の領域に対
応する領域を表示することで、
　前記表示領域の全領域に表示された前記第１の画像から、該表示領域の全領域に表示さ
れた前記第２の画像へ切り換わり、
　前記第１の領域は、前記表示領域において、前記表示領域の重心を始点とする半直線で
あって、前記時刻情報に対応する前記時刻線を前記開始線とし該重心における該開始線と
の成す角が時間経過とともに増加する経過線が通過する領域である、
ことを特徴とする［２］に記載の画像表示装置。
【０１５２】
［４］
　前記時刻線は、前記表示領域において前記時刻との対応関係が定義された直線軸と垂直
に交わる直線であることを特徴とする［１］に記載の画像表示装置。
【０１５３】
［５］
　前記切り換わる表示は、
　前記表示領域のうち時間経過とともに順次面積を広げ所定時間経過後に前記表示領域の
全領域をなす第１の領域に、前記第２の画像の該第１の領域に対応する領域を表示し、前
記表示領域のうち該第１の領域以外の第２の領域に、前記第１の画像の該第２の領域に対
応する領域を表示することで、
　前記表示領域の全領域に表示された前記第１の画像から、該表示領域の全領域に表示さ
れた前記第２の画像へ切り換わり、
　前記第１の領域は、前記表示領域において、前記時刻情報に対応する前記時刻線を前記
開始線とし該開始線と平行であって該開始線との距離が時間経過とともに変化する経過線
が通過する領域である、
ことを特徴とする［４］に記載の画像表示装置。
【０１５４】
［６］
　前記制御部は、
　前記時刻情報の時分の時に対応する前記時刻線を前記開始線として、表示を切り換える
時表示動作と、
　前記時刻情報の時分の分に対応する前記時刻線を前記開始線として、表示を切り換える
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分表示動作と、
　を交互に実施させる、
ことを特徴とする［１］乃至［５］のうち何れかに記載の画像表示装置。
【０１５５】
［７］
　前記時表示動作と前記分表示動作とのうち一方における前記第１の画像又は前記第２の
画像は、全面単一色である画像である、
ことを特徴とする［６］に記載の画像表示装置。
【０１５６】
［８］
　前記時表示動作と前記分表示動作とのうち一方における前記第２の画像は、カラー画像
に基づいて作成したモノクロ画像であり、
　前記時表示動作と前記分表示動作とのうち他方における前記第２の画像は、前記カラー
画像である、
ことを特徴とする［６］に記載の画像表示装置。
【０１５７】
［９］
　前記時刻線は、
　前記時刻の時分の時との対応関係が定義された第１の直線軸と直交する線分である第１
の時刻線と、
　前記第１の直線軸と直交し、前記時刻の時分の分との対応関係が定義された第２の直線
軸と直交する線分である第２の時刻線と、
を含むことを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【０１５８】
［１］に記載の画像表示装置。　
［１０］
　前記切り換わる表示は、
　前記表示領域のうち時間経過とともに順次面積を広げ所定時間経過後に前記表示領域の
全領域をなす第１の領域に、前記第２の画像の該第１の領域に対応する領域を表示し、前
記表示領域のうち該第１の領域以外の第２の領域に、前記第１の画像の該第２の領域に対
応する領域を表示することで、
　前記表示領域の全領域に表示された前記第１の画像から、該表示領域の全領域に表示さ
れた前記第２の画像へ切り換わり、
　前記第１の領域は、
　前記表示領域において、前記時刻情報の時分の時に対応する前記第１の時刻線を開始線
とし該第１の時刻線と平行であって該第１の時刻線との距離が時間経過とともに変化する
第１の経過線が通過する領域と、
　前記表示領域において、前記時刻情報の時分の分に対応する前記第２の時刻線を開始線
とし該第２の時刻線と平行であって該第２の時刻線との距離が時間経過とともに変化する
第２の経過線が通過する領域と、
　を含む領域である、
ことを特徴とする［９］に記載の画像表示装置。　
［１１］
　前記第１の時刻線は、前記第１の時刻線と前記第２の時刻線との交点を一方の始点とす
る線分であり、
　前記第２の時刻線は、前記第１の時刻線と前記第２の時刻線との交点を一方の始点とす
る線分であり、
　前記第１の経過線は、前記第１の経過線と前記第２の経過線との交点を一方の始点とす
る線分であり、
　前記第２の経過線は、前記第１の経過線と前記第２の経過線との交点を一方の始点とす
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る線分である、
ことを特徴とする［１０］に記載の画像表示装置。　
［１２］
　時刻と対応付けられた時刻線が定義された表示領域に画像を表示する表示部と、
　時刻情報を取得し、前記表示領域に表示された第１の画像から、アナログ時計と同じ対
応関係が定義されている方向から第２の画像をスライドインさせて、該表示領域に表示さ
れた該第２の画像へ切り換わる表示、又は、前記表示領域に表示された第１の画像から、
前記方向へ該第１の画像をスライドアウトさせて、該表示領域に表示された第２の画像へ
切り換わる表示、を前記表示部に実施させる制御部と、
を具備することを特徴とする画像表示装置。
【０１５９】
［１３］
　前記切り換わる表示は、
　前記表示領域のうち時間経過とともに順次面積を広げ所定時間経過後に前記表示領域の
全領域をなす第１の領域に、前記第２の画像の該第１の領域に対応する領域を表示し、前
記表示領域のうち該第１の領域以外の第２の領域に、前記第１の画像の該第２の領域に対
応する領域を表示することで、
　前記表示領域の全領域に表示された前記第１の画像から、該表示領域の全領域に表示さ
れた前記第２の画像へ切り換わり、
　前記第１の領域は、前記表示領域の重心を始点として前記時刻情報に対応する前記方向
に伸びる半直線上にあり前記重心との距離が前記時間経過とともに変化する点を重心とす
る重畳画像領域と、前記画像表示領域と、が重なり合う領域である、
ことを特徴とする［１２］に記載の画像表示装置。　
［１４］
　前記制御部は、
　前記時刻情報の時分の時及び分のうち一方に対応する前記方向からスライドインする前
記切り換わる表示と、
　前記時刻情報の時分の時及び分のうち他方に対応する前記方向へスライドアウトする前
記切り換わる表示と、
を交互に実施させる、
ことを特徴とする［１３］に記載の画像表示装置。
【符号の説明】
【０１６０】
　１００…画像表示装置、１１０…表示パネル、１１０ａ…表示領域、１２０…パネル駆
動部、１３０…制御部、１３２…時刻格納部、１３４…メモリ、１３６…領域決定部、１
３８…画像処理部、１４０…記憶部、１５０…入力部、１６０…外部メモリインタフェー
ス、１６５…外部メモリ、１７０…バス、３１０…カラー画像、３２０…時表示領域。
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