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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御部と、記憶部と、表示部と、携帯端末が移動する際に生じる物理量の変位を検出す
る変位検出部と、を少なくとも備えた携帯端末であって、
　上記記憶部は、
　上記表示部において表示される表示領域中の特定領域と、当該特定領域にアイコンが存
在する場合に実行される領域特定処理と、を対応付けて記憶する領域記憶手段
を備え、
　上記制御部は、
　上記表示部の上記表示領域に点検用の画像である背景画像を表示し、当該背景画像上に
上記アイコンを半透明にて重畳して表示するアイコン表示手段と、
　上記変位検出部にて検出された上記物理量の変位に基づいて、上記アイコン表示手段に
より表示される上記アイコンを上記表示領域内で移動させるアイコン移動手段と、
　上記アイコン移動手段により移動された上記アイコンの上記表示領域中の表示座標と、
上記領域記憶手段に記憶された上記特定領域とを比較することにより、当該アイコンが当
該特定領域に存在するか判定する領域判定手段と、
　上記領域判定手段により上記アイコンが上記特定領域に存在すると判定された場合、上
記領域記憶手段に記憶された当該特定領域に対応する上記領域特定処理を検索し、当該領
域特定処理を実行する領域特定処理実行手段と、
を備えたことを特徴とする、携帯端末。
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【請求項２】
　請求項１に記載の携帯端末において、
　上記変位検出部は、３軸加速度センサであり、上記物理量は、重力加速度、または、加
速度を含むことを特徴とする、携帯端末。
【請求項３】
　請求項１に記載の携帯端末において、
　上記制御部は、
　上記領域判定手段により上記アイコンが上記特定領域に存在すると判定された場合、当
該アイコンの表示形式を変更するアイコン表示形式変更手段
を更に備えたことを特徴とする、携帯端末。
【請求項４】
　請求項３に記載の携帯端末において、
　上記表示形式は、上記アイコンの色または形状を含むことを特徴とする、携帯端末。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一つに記載の携帯端末において、
　上記制御部は、
　上記表示部の上記表示領域中に障害物を表示する障害物表示手段
を更に備え、
　上記アイコン移動手段は、
　上記変位検出部にて検出された上記物理量の変位に基づいて、上記アイコン表示手段に
より表示される上記アイコンを上記表示領域内で移動させる際に、上記障害物表示手段に
より表示された上記障害物上を上記アイコンが移動できないように画像表示制御すること
を特徴とする、携帯端末。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一つに記載の携帯端末において、
　上記アイコン表示手段は、
　上記アイコンを円形または球形の形状にて表示することを特徴とする、携帯端末。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一つに記載の携帯端末において、
　上記記憶部は、
　上記物理量の変位の数値条件と、上記変位検出部にて当該数値条件を満たす上記物理量
の変位が検出された際に実行される数値条件特定処理と、を対応付けて記憶する数値条件
記憶手段
を更に備え、
　上記制御部は、
　上記変位検出部にて検出された上記物理量の変位と、上記数値条件記憶手段に記憶され
た上記数値条件とを比較することにより、上記物理量の変位が上記数値条件を満たすかを
判定する数値条件判定手段と、
　上記数値条件判定手段により上記数値条件を満たすと判定された場合、上記数値条件記
憶手段に記憶された当該数値条件に対応する上記数値条件特定処理を検索し、当該数値条
件特定処理を実行する数値条件特定処理実行手段と、
を更に備えたことを特徴とする、携帯端末。
【請求項８】
　制御部と、記憶部と、表示部と、携帯端末が移動する際に生じる物理量の変位を検出す
る変位検出部と、を少なくとも備えた携帯端末を用いて実行される領域特定処理実行方法
であって、
　上記記憶部は、
　上記表示部において表示される表示領域中の特定領域と、当該特定領域にアイコンが存
在する場合に実行される領域特定処理と、を対応付けて記憶する領域記憶手段
を備え、
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　上記制御部において実行される、
　上記表示部の上記表示領域に点検用の画像である背景画像を表示し、当該背景画像上に
上記アイコンを半透明にて重畳して表示するアイコン表示ステップと、
　上記変位検出部にて検出された上記物理量の変位に基づいて、上記アイコン表示ステッ
プにて表示される上記アイコンを上記表示領域内で移動させるアイコン移動ステップと、
　上記アイコン移動ステップにて移動された上記アイコンの上記表示領域中の表示座標と
、上記領域記憶手段に記憶された上記特定領域とを比較することにより、当該アイコンが
当該特定領域に存在するか判定する領域判定ステップと、
　上記領域判定ステップにて上記アイコンが上記特定領域に存在すると判定された場合、
上記領域記憶手段に記憶された当該特定領域に対応する上記領域特定処理を検索し、当該
領域特定処理を実行する領域特定処理実行ステップと、
を含むことを特徴とする、領域特定処理実行方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の領域特定処理実行方法において、
　上記変位検出部は、３軸加速度センサであり、上記物理量は、重力加速度、または、加
速度を含むことを特徴とする、領域特定処理実行方法。
【請求項１０】
　請求項８に記載の領域特定処理実行方法において、
　上記制御部において実行される、
　上記領域判定ステップにて上記アイコンが上記特定領域に存在すると判定された場合、
当該アイコンの表示形式を変更するアイコン表示形式変更ステップ
を更に含むことを特徴とする、領域特定処理実行方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の領域特定処理実行方法において、
　上記表示形式は、上記アイコンの色または形状を含むことを特徴とする、領域特定処理
実行方法。
【請求項１２】
　請求項８から１１のいずれか一つに記載の領域特定処理実行方法において、
　上記制御部において実行される、
　上記表示部の上記表示領域中に障害物を表示する障害物表示ステップ
を更に含み、
　上記アイコン移動ステップにおいて、
　上記変位検出部にて検出された上記物理量の変位に基づいて、上記アイコン表示ステッ
プにて表示される上記アイコンを上記表示領域内で移動させる際に、上記障害物表示ステ
ップにて表示された上記障害物上を上記アイコンが移動できないように画像表示制御する
ことを特徴とする、領域特定処理実行方法。
【請求項１３】
　請求項８から１２のいずれか一つに記載の領域特定処理実行方法において、
　上記アイコン表示ステップにおいて、
　上記アイコンを円形または球形の形状にて表示することを特徴とする、領域特定処理実
行方法。
【請求項１４】
　請求項８から１３のいずれか一つに記載の領域特定処理実行方法において、
　上記記憶部は、
　上記物理量の変位の数値条件と、上記変位検出部にて当該数値条件を満たす上記物理量
の変位が検出された際に実行される数値条件特定処理と、を対応付けて記憶する数値条件
記憶手段
を更に備え、
　上記制御部において実行される、
　上記変位検出部にて検出された上記物理量の変位と、上記数値条件記憶手段に記憶され
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た上記数値条件とを比較することにより、上記物理量の変位が上記数値条件を満たすかを
判定する数値条件判定ステップと、
　上記数値条件判定ステップにて上記数値条件を満たすと判定された場合、上記数値条件
記憶手段に記憶された当該数値条件に対応する上記数値条件特定処理を検索し、当該数値
条件特定処理を実行する数値条件特定処理実行ステップと、
を更に含むことを特徴とする、領域特定処理実行方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末および領域特定処理実行方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車や設備機器などの点検作業においては、点検に用いる図面や点検シートなどを
作業現場等に点検者が持参して点検作業が行われている。近年、これらの図面等のデータ
を入力した携帯端末を利用することにより、実際の図面等を作業現場等に持参することな
く点検作業が行われている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載の設備検査装置では、図面情報を記憶した本体部とキーボー
ドを具備する携帯端末とから構成され、本体部から携帯端末に送信された図面情報を用い
て設備点検を行い、携帯端末のキーボードを用いて点検結果を入力する装置が開示されて
いる。
【０００４】
　また、特許文献２に記載の点検システムでは、点検情報を記憶したサーバとタッチパネ
ル等の操作部を具備する携帯端末を用いて、サーバから携帯端末に送信された点検情報を
用いて設備点検を行い、点検作業員がタッチパネル等を操作して点検結果を管理するシス
テムが開示されている。
【０００５】
　また、特許文献３に記載の設備点検支援システムでは、設備点検関連情報を蓄積したホ
ストコンピュータとタッチパネルを具備する複数の携帯端末とを用いて、ホストコンピュ
ータから携帯端末に送信された設備点検関連情報を参照することにより、異なる場所で複
数の点検作業員が設備点検を行うシステムが開示されている。
【０００６】
　また、加速度センサにて検出した変位に連動して画面表示の変更等の処理を行う携帯端
末が開発されている。
【０００７】
　例えば、特許文献４に記載の携帯端末は、搭載されている加速度センサにて検出した加
速度の方向に従って携帯端末の表示画面のスクロールやズームを行い、加速度の大きさに
従ってスクロールやズームのスピードを変化させている。
【０００８】
【特許文献１】特開平８－１７１４１４号公報
【特許文献２】特開２００４－３１０６１６号公報
【特許文献３】特開２００６－４８５８４号公報
【特許文献４】特開２００２－２９７２８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、従来の点検システムにおいて用いる特許文献１～３等に記載の携帯端末
では、利用者が点検結果を入力する際に携帯端末のキーボードやタッチパネル等の入力部
を用いて操作する必要があり、利用者の携帯端末を持っていない方の手がふさがっている
場合などは、利用者は片手で携帯端末を操作しなければならず、入力作業が困難になると



(5) JP 5374071 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

いう問題点を有していた。
【００１０】
　また、従来の加速度センサを搭載した特許文献４等に記載の携帯端末においては、加速
度センサを搭載しているため利用者が携帯端末を振る等の操作により入力作業等の操作を
片手で行えるものの、加速度センサにて検出した変位量が可視化されていないため、利用
者が携帯端末の細かい動きを把握することが困難となり、入力作業等の誤操作の要因とな
るなどの問題点を有していた。
【００１１】
　本発明は、上記に鑑みてなされたもので、点検システムにおいて点検時に用いる携帯端
末の動きに応じて移動するアイコンを表示領域中に表示し、特定の表示領域にアイコンを
移動させると特定の処理が実行されるように構成することにより、利用者が点検時に携帯
端末を持っていない方の手がふさがっている場合等でも、片手で点検結果の入力作業等の
処理を簡易に実行できる携帯端末および領域特定処理実行方法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】
【００１２】
　このような目的を達成するため、本発明の携帯端末は、制御部と、記憶部と、表示部と
、携帯端末が移動する際に生じる物理量の変位を検出する変位検出部と、を少なくとも備
えた携帯端末であって、上記記憶部は、上記表示部において表示される表示領域中の特定
領域と、当該特定領域にアイコンが存在する場合に実行される領域特定処理と、を対応付
けて記憶する領域記憶手段を備え、上記制御部は、上記表示部の上記表示領域中に上記ア
イコンを表示するアイコン表示手段と、上記変位検出部にて検出された上記物理量の変位
に基づいて、上記アイコン表示手段により表示される上記アイコンを上記表示領域内で移
動させるアイコン移動手段と、上記アイコン移動手段により移動された上記アイコンの上
記表示領域中の表示座標と、上記領域記憶手段に記憶された上記特定領域とを比較するこ
とにより、当該アイコンが当該特定領域に存在するか判定する領域判定手段と、上記領域
判定手段により上記アイコンが上記特定領域に存在すると判定された場合、上記領域記憶
手段に記憶された当該特定領域に対応する上記領域特定処理を検索し、当該領域特定処理
を実行する領域特定処理実行手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の携帯端末は、上記記載の携帯端末において、上記変位検出部は、３軸加
速度センサであり、上記物理量は、重力加速度、または、加速度を含むことを特徴とする
。
【００１４】
　また、本発明の携帯端末は、上記記載の携帯端末において、上記制御部は、上記領域判
定手段により上記アイコンが上記特定領域に存在すると判定された場合、当該アイコンの
表示形式を変更するアイコン表示形式変更手段を更に備えたことを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の携帯端末は、上記記載の携帯端末において、上記表示形式は、上記アイ
コンの色または形状を含むことを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の携帯端末は、上記記載の携帯端末において、上記アイコン表示手段は、
上記表示領域に背景画像を表示し、当該背景画像上に上記アイコンを重畳して表示するこ
とを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明の携帯端末は、上記記載の携帯端末において、上記アイコン表示手段は、
上記アイコンを半透明にて表示することを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明の携帯端末は、上記記載の携帯端末において、上記制御部は、上記表示部
の上記表示領域中に障害物を表示する障害物表示手段を更に備え、上記アイコン移動手段
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は、上記変位検出部にて検出された上記物理量の変位に基づいて、上記アイコン表示手段
により表示される上記アイコンを上記表示領域内で移動させる際に、上記障害物表示手段
により表示された上記障害物上を上記アイコンが移動できないように画像表示制御するこ
と、を特徴とする。
【００１９】
　また、本発明の携帯端末は、上記記載の携帯端末において、上記アイコン表示手段は、
上記アイコンを円形または球形の形状にて表示すること、を特徴とする。
【００２０】
　また、本発明の携帯端末は、上記記載の携帯端末において、上記記憶部は、上記物理量
の変位の数値条件と、上記変位検出部にて当該数値条件を満たす上記物理量の変位が検出
された際に実行される数値条件特定処理と、を対応付けて記憶する数値条件記憶手段を更
に備え、上記制御部は、上記変位検出部にて検出された上記物理量の変位と、上記数値条
件記憶手段に記憶された上記数値条件とを比較することにより、上記物理量の変位が上記
数値条件を満たすかを判定する数値条件判定手段と、上記数値条件判定手段により上記数
値条件を満たすと判定された場合、上記数値条件記憶手段に記憶された当該数値条件に対
応する上記数値条件特定処理を検索し、当該数値条件特定処理を実行する数値条件特定処
理実行手段と、を更に備えたことを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明の領域特定処理実行方法は、制御部と、記憶部と、表示部と、携帯端末が
移動する際に生じる物理量の変位を検出する変位検出部と、を少なくとも備えた携帯端末
を用いて実行される領域特定処理実行方法であって、上記記憶部は、上記表示部において
表示される表示領域中の特定領域と、当該特定領域にアイコンが存在する場合に実行され
る領域特定処理と、を対応付けて記憶する領域記憶手段を備え、上記制御部において実行
される、上記表示部の上記表示領域中に上記アイコンを表示するアイコン表示ステップと
、上記変位検出部にて検出された上記物理量の変位に基づいて、上記アイコン表示ステッ
プにて表示される上記アイコンを上記表示領域内で移動させるアイコン移動ステップと、
上記アイコン移動ステップにて移動された上記アイコンの上記表示領域中の表示座標と、
上記領域記憶手段に記憶された上記特定領域とを比較することにより、当該アイコンが当
該特定領域に存在するか判定する領域判定ステップと、上記領域判定ステップにて上記ア
イコンが上記特定領域に存在すると判定された場合、上記領域記憶手段に記憶された当該
特定領域に対応する上記領域特定処理を検索し、当該領域特定処理を実行する領域特定処
理実行ステップと、を含むことを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明の領域特定処理実行方法は、上記記載の領域特定処理実行方法において、
上記変位検出部は、３軸加速度センサであり、上記物理量は、重力加速度、または、加速
度を含むことを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明の領域特定処理実行方法は、上記記載の領域特定処理実行方法において、
上記制御部において実行される、上記領域判定ステップにて上記アイコンが上記特定領域
に存在すると判定された場合、当該アイコンの表示形式を変更するアイコン表示形式変更
ステップを更に含むことを特徴とする。
【００２４】
　また、本発明の領域特定処理実行方法は、上記記載の領域特定処理実行方法において、
上記表示形式は、上記アイコンの色または形状を含むことを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明の領域特定処理実行方法は、上記記載の領域特定処理実行方法において、
上記アイコン表示ステップにおいて、上記表示領域に背景画像を表示し、当該背景画像上
に上記アイコンを重畳して表示することを特徴とする。
【００２６】
　また、本発明の領域特定処理実行方法は、上記記載の領域特定処理実行方法において、
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上記アイコン表示ステップにおいて、上記アイコンを半透明にて表示することを特徴とす
る。
【００２７】
　また、本発明の領域特定処理実行方法は、上記記載の領域特定処理実行方法において、
上記制御部において実行される、上記表示部の上記表示領域中に障害物を表示する障害物
表示ステップを更に含み、上記アイコン移動ステップにおいて、上記変位検出部にて検出
された上記物理量の変位に基づいて、上記アイコン表示ステップにて表示される上記アイ
コンを上記表示領域内で移動させる際に、上記障害物表示ステップにて表示された上記障
害物上を上記アイコンが移動できないように画像表示制御することを特徴とする。
【００２８】
　また、本発明の領域特定処理実行方法は、上記記載の領域特定処理実行方法において、
上記アイコン表示ステップにおいて、上記アイコンを円形または球形の形状にて表示する
ことを特徴とする。
【００２９】
　また、本発明の領域特定処理実行方法は、上記記載の領域特定処理実行方法において、
上記記憶部は、上記物理量の変位の数値条件と、上記変位検出部にて当該数値条件を満た
す上記物理量の変位が検出された際に実行される数値条件特定処理と、を対応付けて記憶
する数値条件記憶手段を更に備え、上記制御部において実行される、上記変位検出部にて
検出された上記物理量の変位と、上記数値条件記憶手段に記憶された上記数値条件とを比
較することにより、上記物理量の変位が上記数値条件を満たすかを判定する数値条件判定
ステップと、上記数値条件判定ステップにて上記数値条件を満たすと判定された場合、上
記数値条件記憶手段に記憶された当該数値条件に対応する上記数値条件特定処理を検索し
、当該数値条件特定処理を実行する数値条件特定処理実行ステップと、を更に含むことを
特徴とする。
【発明の効果】
【００３０】
　この発明によれば、表示される表示領域中の特定領域と、当該特定領域にアイコンが存
在する場合に実行される領域特定処理と、を対応付けて記憶部に記憶し、表示領域中にア
イコンを表示し、変位検出部にて検出された物理量の変位に基づいて、表示されるアイコ
ンを表示領域内で移動させ、移動されたアイコンの表示領域中の表示座標と、記憶部に記
憶された特定領域とを比較することにより、当該アイコンが当該特定領域に存在するか判
定し、アイコンが特定領域に存在すると判定された場合、記憶部に記憶された当該特定領
域に対応する領域特定処理を検索し、当該領域特定処理を実行するので、利用者が携帯端
末を移動させることで、その動きに連動して表示領域上に表示されたアイコンを特定領域
に移動させることにより、領域特定処理を実行させることができるという効果を奏する。
すなわち、本発明は、変位検出部（例えば、加速度センサ、ジャイロスコープ、磁気セン
サ等）にて、利用者が携帯端末を振る等の移動動作により検出された物理量の変位を、表
示部に表示されるアイコンにより可視化することができるという効果を奏する。これによ
り、本発明は、利用者の携帯端末の細かい動きをアイコンにより利用者に視覚的に把握さ
せることが容易にできるようになり、アイコンの特定領域への移動に連動して実行される
領域特定処理の誤操作の要因を軽減することができるという効果を奏する。
【００３１】
　また、この発明によれば、変位検出部は、３軸加速度センサであり、物理量は、重力加
速度、または、加速度を含むので、３軸方向の携帯端末の動きを可視化することができ、
一軸加速度センサ等のその他のセンサを用いる場合に比べて、物理量の変位に基づいて実
行する携帯端末への入力処理等のバリエーションを増やす等、操作性を向上させることが
できるという効果を奏する。
【００３２】
　また、この発明によれば、アイコンが特定領域に存在すると判定された場合、当該アイ
コンの表示形式を変更するので、表示領域内の特定領域にアイコンを移動させたことを容
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易かつ確実に視覚的にとらえることができ、入力操作の効率化を図ることができるという
効果を奏する。
【００３３】
　また、この発明によれば、表示形式は、アイコンの色または形状を含むので、表示領域
内の特定領域にアイコンを移動させた場合に、画面上に表示されるアイコンの色や形状（
例えば、大きさ、形等）を変更することにより、視認性をさらに高めることができる。こ
れにより、一例として、屋外で行う点検作業など、画面が見づらい場合においても、本発
明は、アイコン表示の確認がとりやすくなり、作業効率を向上させることができるという
効果を奏する。
【００３４】
　また、この発明によれば、表示領域中に背景画像を表示し、当該背景画像上にアイコン
を重畳して表示するので、背景画像（例えば、点検用の図面やチェックシート等の画像等
）の確認とアイコンの操作を同時に行うことができ、作業効率を向上させることができる
という効果を奏する。
【００３５】
　また、この発明によれば、アイコンを半透明にて表示するので、アイコンと同時に背景
表示を確認でき、これにより、作業効率を向上させることができる。すなわち、アイコン
が半透明でない場合には、アイコンがある部分の背景画像を確認するためには、アイコン
を他の位置に移動させる必要があるため、当該移動により誤操作を引き起こすおそれがあ
るが（例えば、意図しない特定領域へ移動させてしまい、領域特定処理が実行されてしま
う等）、本発明は、アイコンを半透明にて表示することにより、背景画像の視認性を高め
ることができるので不必要な移動操作を必要とせず、誤操作を軽減することができるとい
う効果を奏する。
【００３６】
　また、この発明によれば、表示領域中に障害物を表示し、変位検出部にて検出された物
理量の変位に基づいて、表示されるアイコンを表示領域内で移動させる際に、表示された
障害物上をアイコンが移動できないように画像表示制御するので、表示領域内の特定領域
の間に障害物を配置することができる。これにより、本発明は、例えば、特定領域間の区
切りとして障害物を表示させることで、視覚的に特定領域の境を把握することができるよ
うなるという効果を奏する。また、本発明は、特定領域間の区切りとして障害物を表示さ
せる場合には、アイコンを異なる領域に移動させる操作において特定の障害物を回避させ
る移動の操作を利用者に要求するため、意図しない特定領域にアイコンが移動してしまう
ことを防止することができ、操作の確実性を上げることができるという効果を奏する。
【００３７】
　また、この発明によれば、アイコンを円形または球形の形状にて表示するので、アイコ
ンの移動をスムーズに制御することができる。これにより、本発明は、アイコンの形状を
円形または球形にすることにより、アイコンの重心から外周部への距離が等距離になるの
で、表示領域内でのアイコンの移動がアイコンの向きによって変化し、制約されることが
少なくなるという効果を奏する。例えば、本発明は、アイコンが一定の方向から障害物の
同一部位に衝突する場合、アイコンの向きに関係なく同じ挙動を示すことができるという
効果を奏する。
【００３８】
　また、この発明によれば、物理量の変位の数値条件と、変位検出部にて当該数値条件を
満たす物理量の変位が検出された際に実行される数値条件特定処理と、を対応付けて記憶
部に記憶し、変位検出部にて検出された物理量の変位と、記憶部に記憶された数値条件と
を比較することにより物理量の変位が数値条件を満たすかを判定し、数値条件を満たすと
判定された場合、記憶部に記憶された当該数値条件に対応する数値条件特定処理を検索し
、当該数値条件特定処理を実行するので、アイコンの特定領域への移動による領域特定処
理とは異なる、特定の数値条件を満たす移動動作による数値条件特定処理を実行すること
ができる。これにより、本発明は、上下方向、水平方向、前後方向に携帯端末を強くまた
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は軽く振ることで、携帯端末が移動する際に生じる物理量の変位が所定の数値条件（例え
ば、閾値、数値範囲、特定の値等）を満たす移動動作を検知した場合に、例えば、背景画
像の変更、検査結果の記録、再試行などの別の処理（数値条件特定処理）を連動させて行
うことができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下に、本発明にかかる携帯端末および領域特定処理実行方法並びにプログラムの実施
の形態を図面に基づいて、詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定
されるものではない。
【００４０】
　特に以下の実施の形態においては、本発明の携帯端末を点検作業の際に用いる図面（点
検図面、点検チェックシート等）を表示し、点検結果を入力する装置として適用した例に
ついて説明するが、この場合に限られず、他の実施の形態においても同様に適用すること
ができる。
【００４１】
［本発明の概要］
　以下、本発明の概要について図１～図８を参照して説明し、その後、本発明の構成およ
び処理等について詳細に説明する。図１は、本発明の基本処理を示すフローチャートであ
る。また、図２は、携帯端末１００の表示領域中に表示されるアイコン１の一例を示す概
念図である。また、図３は、携帯端末１００の表示領域に表示される特定領域の一例を示
す概念図である。また、図４は、領域特定処理の一例を示す概念図である。また、図５～
図６は、携帯端末１００の表示領域中に表示される障害物２の一例を示す概念図である。
また、図７は、数値条件特定処理の一例を示すフローチャートである。また、図８は、数
値条件特定処理の一例を示す概念図である。
【００４２】
　本発明は、概略的に、以下の基本的特徴を有する。すなわち、本発明の携帯端末１００
は、制御部と、記憶部と、表示部と、携帯端末１００が移動する際に生じる物理量の変位
を検出する変位検出部と、を少なくとも備えて構成される。
【００４３】
　まず、図１に示すように、携帯端末１００の制御部は、表示部の表示領域中にアイコン
１を表示する（ステップＳＡ－１）。
【００４４】
　ここで、図２を参照して、携帯端末１００の表示領域中に表示されるアイコン１の一例
について以下に説明する。図２において、一例として、携帯端末１００の制御部は、携帯
端末１００の表示領域に点検に用いる図面（例えば、点検対象のコンピュータ等の基板の
図面等）を背景画像として表示し、変位検出部にて検出された物理量の変位に基づいて移
動するアイコン１を表示領域に背景画像に重畳して表示している。
【００４５】
　図２に示すように、携帯端末１００の制御部は、表示領域に背景画像（例えば、点検箇
所の図面、チェックシート等）を表示してもよい。また、携帯端末１００の制御部は、当
該背景画像上にアイコン１を重畳して表示してもよい。また、携帯端末１００の制御部は
、アイコン１を円形または球形の形状に表示してもよい。また、携帯端末１００の制御部
は、アイコン１を半透明に表示してもよい。
【００４６】
　図１に戻り、携帯端末１００の変位検出部１０は、携帯端末１００が移動する際に生じ
る物理量の変位を検出する（ステップＳＡ－２）。ここで、携帯端末１００の変位検出部
１０は、例えば、加速度センサ、ジャイロスコープ、または、磁気センサ等で構成されて
いてもよく、また、それらの任意の組み合わせで構成されていてもよい。
【００４７】
　ここで、「物理量」とは、測定対象に固有な、客観的に測定できる量（例えば、時間、
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質量、速度、スカラー、ベクトル等）である。一例として、物理量としては、加速度セン
サを用いた測定では、加速度や重力加速度等であり、ジャイロスコープを用いた測定では
、角速度等であり、磁気センサを用いた測定では、磁場の大きさや方向等である。
【００４８】
　そして、携帯端末１００の制御部は、変位検出部１０にて検出された物理量の変位に基
づいて、アイコン１を表示部の表示領域内で移動させる（ステップＳＡ－３）。すなわち
、携帯端末１００の制御部は、変位検出部１０にて検出された物理量の変位から移動の方
向、距離、時間、速度等を算出し、当該算出された値に従って表示部の表示領域内におい
てアイコン１の表示座標を変更するように画像制御を行う。一例として、変位検出部１０
が３軸加速度センサにより構成される携帯端末１００を利用者が移動させた場合、携帯端
末１００の制御部は、変位検出部１０にて検出されたＸ，Ｙ，Ｚ軸で表せる３次元の軸ご
との加速度または重力加速度に基づいて、表示部の表示領域内の２次元（例えば、Ｘ－Ｙ
平面等）上の移動方向、距離、時間、速度等の変化を算出し、これらの算出された値に連
動して表示領域内でアイコン１の表示座標を変化させてもよい。
【００４９】
　ここで、再び図２を参照して、携帯端末１００の変位検出部１０にて検出された物理量
の変位に基づくアイコン１の表示領域内での移動について以下に説明する。
【００５０】
　図２に示すように、携帯端末１００の制御部は、表示領域の上側に表示されているアイ
コン１を、携帯端末１００の変位検出部１０にて検出された物理量の変位（例えば、利用
者が携帯端末１００を上側から下側へ振る操作により生じた加速度等の変位）に連動して
、表示領域の下側へ移動するように画像制御してもよい。
【００５１】
　再び図１に戻り、携帯端末１００の記憶部には、表示部において表示される表示領域中
の特定領域と、当該特定領域にアイコン１が存在する場合に実行される領域特定処理と、
を対応付けて記憶する領域特定処理テーブル１０６ａが予め格納されており、携帯端末１
００の制御部は、移動されたアイコン１の表示領域中の表示座標と、領域特定処理テーブ
ル１０６ａに記憶された特定領域とを比較し、アイコン１が表示領域中の特定領域に存在
するか判定する（ステップＳＡ－４）。
【００５２】
　ここで、「特定領域」とは、表示部において表示される表示領域中の全部または一部を
占有する領域であって、領域特定処理と関連付けられた領域である。なお、利用者の操作
の便宜のため、表示領域中に特定領域を表示してもよい。
【００５３】
　また、「領域特定処理」とは、携帯端末１００の表示領域中の特定領域にアイコン１が
存在する場合に、携帯端末１００の制御部にて実行される処理である。例えば、領域特定
処理は、利用者が行う検査の判定結果（例えば、検査の合格、不合格等）の入力処理等で
あってもよい。
【００５４】
　ここで、図３を参照して、携帯端末１００の表示領域に表示される特定領域の一例につ
いて以下に説明する。
【００５５】
　図３に示すように、一例として、特定領域は、携帯端末１００の表示部の表示領域の左
下頂点周辺部（矩形の表示領域の下側の左隅：特定領域ａ）、および、携帯端末１００の
表示領域の右下頂点周辺部（矩形の表示領域の下側の右隅：特定領域ｂ）に指定されてい
る。図３において、領域特定処理テーブル１０６ａは、特定領域ａについて、特定領域ａ
を特定する情報（例えば、特定領域ａの座標情報等）と、当該特定領域ａにアイコン１が
存在する場合に実行される領域特定処理と、を対応付けて記憶し、特定領域ｂについて、
特定領域ｂを特定する情報（例えば、特定領域ｂの座標情報等）と、当該特定領域ｂにア
イコン１が存在する場合に実行される領域特定処理と、を対応付けて記憶する。



(11) JP 5374071 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

【００５６】
そして、図３に示すように、携帯端末１００の制御部は、表示領域中の特定領域にアイコ
ン１の表示座標の全てまたは少なくとも一部が包含されている場合に、アイコン１が特定
領域に存在すると判定してもよい。
【００５７】
　また、携帯端末１００の制御部は、表示領域中の特定領域にアイコン１が存在すると判
定された場合、アイコン１の表示形式（例えば、アイコン１の色または形状等）を変更し
てもよい。一例として、利用者が携帯端末１００の表示領域中の特定領域にアイコン１を
移動させた場合に、携帯端末１００の制御部は、アイコン１の色を変更（例えば、半透明
から不透明へ、黄色から青色や赤色へ、縞模様から格子模様へ、点灯表示から点滅表示へ
の変更等）するよう画像制御してもよい。また、一例として、利用者が携帯端末１００の
表示領域中の特定領域にアイコン１を移動させた場合に、携帯端末１００の制御部は、ア
イコン１の形状を変更（例えば、円形から矩形へ、小型から大型への変更等）するよう画
像制御してもよい。図３に示す例では、アイコン１が特定領域ａに移動された場合には、
格子模様に表示形式が変更され、アイコン１が特定領域ｂに移動された場合には、縞模様
に表示形式が変更されている。
【００５８】
　再び図１に戻り、携帯端末１００の制御部は、アイコン１が表示領域中の特定領域に存
在すると判定された場合（ステップＳＡ－４、Ｙｅｓ）、領域特定処理テーブル１０６ａ
に記憶された当該特定領域に対応する領域特定処理を検索する（ステップＳＡ－５）。
【００５９】
　そして、携帯端末１００の制御部は、検索された領域特定処理に規定された処理を実行
する（ステップＳＡ－６）。
【００６０】
　ここで、図４を参照して、領域特定処理の一例について以下に説明する。
【００６１】
　図４に示すように、携帯端末１００の制御部は、アイコン１が表示領域中の左下頂点周
辺の特定領域ａに存在する場合には、「検査対象について検査結果が合格であった旨」を
入力する領域特定処理を行い、また、アイコン１が表示領域中の右下頂点周辺の特定領域
ｂに存在する場合には、「検査対象について検査結果が不合格であった旨」を入力する領
域特定処理を行ってもよい。すなわち、利用者は、携帯端末１００の移動操作によりアイ
コン１を移動させることで、所望の点検対象の検査結果（合格、不合格）を携帯端末１０
０に入力する。
【００６２】
　再び図１に戻り、携帯端末１００の制御部は、アイコン１が表示領域中の特定領域に存
在しないと判定された場合（ステップＳＡ－４、Ｎｏ）、処理を終了し、ステップＳＡ－
２に戻る。
【００６３】
　ここで、携帯端末１００の制御部は、表示領域中に障害物２を表示し、変位検出部にて
検出された物理量の変位に基づいて、アイコン１を表示領域内で移動させる際に、障害物
２上をアイコン１が移動できないように画像表示制御してもよい。
【００６４】
　ここで、図５～図６を参照して、携帯端末１００の表示領域中に表示される障害物２の
一例について以下に説明する。
【００６５】
　図５に示す例において、携帯端末１００の表示領域中の障害物２は、三角形の形状で表
されているが、アイコン１の表示領域中の移動を妨げるような任意の形状となっていても
よい。
【００６６】
　具体的には、図５において、一例として、障害物２は、携帯端末１００の表示領域の左
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下頂点周辺部（特定領域ａ）と右下頂点周辺部（特定領域ｂ）の中間位置に三角形の形状
で表示されており、アイコン１を左下頂点周辺部（特定領域ａ）から右下頂点周辺部（特
定領域ｂ）へ移動させるためには、携帯端末１００の左右への操作だけでなく、障害物２
を回避するためにアイコン１を上側へ移動させ、左から右へ移動させ、さらに、下側へ移
動させる操作を利用者に要求する。
【００６７】
　また、図６に示すように、携帯端末１００の表示領域中の障害物２－１～２は、表示領
域中の判定結果１～３の入力処理に対する領域特定処理と対応付けられた特定領域１～３
の境界に表示されてもよい。このように、本発明は、判定結果数に対応した任意の数の特
定領域を表示領域中に表示してもよいが、利用者の誤操作を防止するために特定領域間の
区切りとして任意の数の障害物２を任意の位置に配置することができる。
【００６８】
　具体的には、図６において、一例として、障害物２－１～２は、携帯端末１００の表示
領域の特定領域１～３の境界に棒状の形状で表示されており、アイコン１を異なる特定領
域に移動させるためには、携帯端末１００の上下への操作だけでなく、障害物２－１～２
を回避するためにアイコン１を左から右へ一度移動させ、上下に移動させ、さらに、右か
ら左へ移動させる操作を利用者に要求する。
【００６９】
　また、携帯端末１００の記憶部は、数値条件特定処理テーブル１０６ｃとして、物理量
の変位の数値条件と、変位検出部１０にて数値条件を満たす物理量の変位が検出された際
に実行される数値条件特定処理と、を対応付けて記憶し、携帯端末１００の制御部は、変
位検出部にて検出された物理量の変位と、記憶部に記憶された数値条件とを比較すること
により物理量の変位が数値条件を満たすかを判定し、数値条件を満たすと判定された場合
、記憶部に記憶された当該数値条件に対応する数値条件特定処理を検索し、当該数値条件
特定処理を実行してもよい。
【００７０】
　ここで、「数値条件」とは、基準となる数値、数値範囲等である。一例として、加速度
の変位を判定する場合において、数値条件は、１）閾値以上／以下（例えば、５ｍ／ｓ2

以上、０．３ｍ／ｓ2以下等）、２）一定範囲内（例えば、１ｍ／ｓ2以上から３ｍ／ｓ2

以下等）、または、３）特定値（例えば、３０ｍ／ｓ2等）であってもよい。
【００７１】
　ここで、携帯端末１００の制御部が行う数値条件特定処理の一例について図７～図８を
参照して説明する。
【００７２】
　図７は、携帯端末１００が行う数値条件特定処理の一例を示すフローチャートである。
【００７３】
　まず、図７に示すように、携帯端末１００の変位検出部１０は、携帯端末１００が移動
する際に生じる物理量の変位を検出する（ステップＳＢ－１）。
【００７４】
　そして、携帯端末１００の制御部は、変位検出部１０にて検出された物理量の変位と、
記憶部に記憶された数値条件とを比較することにより物理量の変位が数値条件を満たすか
を判定する（ステップＳＢ－２）。
【００７５】
　そして、携帯端末１００の制御部は、変位検出部１０にて検出された物理量の変位が数
値条件を満たすと判定された場合（ステップＳＢ－２、Ｙｅｓ）、数値条件特定処理テー
ブル１０６ａに記憶された当該数値条件に対応する数値条件特定処理を検索する（ステッ
プＳＢ－３）。
【００７６】
　そして、携帯端末１００の制御部は、数値条件特定処理テーブル１０６ａに記憶された
数値条件特定処理を実行し、処理を終了する（ステップＳＢ－４）。
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【００７７】
　ここで、図８に示すように、利用者が携帯端末１００を一定以上の振り幅で、上下方向
へ、一定以上の速度で振り、変位検出部１０にて数値条件を満たす物理量の変位が検出さ
れた場合に、携帯端末１００の表示領域に表示する背景画像を変更する等（例えば、「図
面１」から「図面２」への変更処理等）の数値条件特定処理を行ってもよい。また、一例
として、利用者が携帯端末１００を一定値以下の振り幅で、水平方向へ、一定値以下の速
度で振り、変位検出部１０にて数値条件を満たす物理量の変位が検出された場合に、検査
結果の記録処理等の数値条件特定処理を行ってもよい。また、一例として、利用者が携帯
端末１００を水平方向に、一定以上の速度で回転させ、変位検出部１０にて数値条件を満
たす物理量の変位が検出された場合に、検査結果の記録の再試行処理等の数値条件特定処
理を実行してもよい。
【００７８】
　再び図７に戻り、携帯端末１００の制御部は、変位検出部１０にて検出された物理量の
変位が数値条件を満たさないと判定された場合（ステップＳＢ－２、Ｎｏ）、処理を終了
する。
　以上で本発明の概要の説明を終える。
【００７９】
［本携帯端末１００の構成］
　次に、図９を参照し、本携帯端末１００の構成を説明する。図９は、本発明が適用され
る本携帯端末１００の構成の一例を示すブロック図である。
【００８０】
　図９において、携帯端末１００は、概略的に、携帯端末１００の全体を統括的に制御す
るＣＰＵ等の制御部１０２、通信制御インターフェース部１０４、表示部１１４や画像撮
影部１１２や変位検出部１０に接続される入出力制御インターフェース部１０８、各種の
データベースやテーブルなどを格納する記憶部１０６を備えて構成されており、これら各
部は任意の通信路を介して通信可能に接続されている。また、携帯端末１００は、ネット
ワーク通信（例えば、通信回線を介したインターネット通信等）を実現する通信装置（図
示せず）および専用線等の有線または無線の通信回線を介して、インターネット等のネッ
トワーク３００に通信可能に接続されており、このネットワーク３００を介して、記憶部
２０６を少なくとも備えたサーバ装置２００と通信可能に接続されていてもよい。なお、
サーバ装置２００の構成については後述する。
【００８１】
　また、図９において、入出力制御インターフェース部１０８は、表示部１１４や変位検
出部１０や画像撮影部１１２の制御を行う。ここで、表示部１１４は、表示領域中にアイ
コン１、障害物２、背景画像等を表示する機能を備えた表示手段であり、例えば、液晶や
有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）等から構成されるディスプレイ
等であってもよい。また、変位検出部１０は、携帯端末１００の移動の際に生じる物理量
（例えば、加速度、重力加速度、角速度、磁束、方向、距離、角度、速度、時間、圧力等
）の変位を検出する変位検出手段であり、一例として、携帯端末１００の動きを電気信号
に変える機能を有するセンサ（例えば、３軸加速度センサやジャイロスコープや磁気セン
サ等）等である。また、画像撮影部１１２は、点検作業における検査対象の点検箇所や点
検証拠を撮影する画像撮影手段であり、例えば、ＣＣＤ（Ｃｈｒａｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ
　Ｄｅｖｉｃｅ）やＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｍｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　
Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）等の固体撮像素子等から構成されるビデオカメラやデジタ
ルカメラやＷｅｂカメラ等である。
【００８２】
　また、図９において、記憶部１０６に格納される各種のデータベースやテーブル（領域
特定処理テーブル１０６ａ、背景情報データベース１０６ｂ、および、数値条件特定処理
テーブル１０６ｃ）は、固定ディスク装置等のストレージ手段であり、各種処理に用いる
各種のプログラムやテーブルやファイルやデータベースや変位検出部１０にて検出された
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物理量の変異等を格納する。
【００８３】
　これら記憶部１０６の各構成のうち、領域特定処理テーブル１０６ａは、表示領域中の
全部または一部を占有する領域である特定領域と、当該特定領域にアイコン１が存在する
場合に実行される入出力処理等である領域特定処理と、を対応付けて記憶する領域記憶手
段である。一例として、領域特定処理テーブル１０６ａは、利用者により予め設定された
表示領域中の領域（例えば、矩形の表示領域の下側の左右の隅等）と、利用者が行う検査
の判定結果（例えば、検査の合格、不合格等）の入力処理等を対応付けて記憶してもよい
。
【００８４】
　また、背景情報データベース１０６ｂは、利用者によりスキャナ等の画像読取部（図示
せず）等にて予め読み込まれた、点検作業における検査対象の画像等（例えば、図面、点
検シート、仕様書等）を記憶する画像記憶手段である。ここで、背景情報データベース１
０６ｂは、検査対象の図面等の画像を記憶していてもよく、また、検査対象上における指
示位置と、検査対象の所定領域の図面等の画像とを対応付けて記憶していてもよい。
【００８５】
　また、数値条件特定処理テーブル１０６ｃは、利用者による携帯端末１００の移動の際
に生じる物理量（例えば、加速度、角速度等）の変位の基準となる数値、数値範囲等であ
る数値条件と、利用者による携帯端末１００の移動により変位検出部１０にて当該数値条
件を満たす物理量の変位が検出された際に実行される領域特定処理とは異なる入出力処理
等である数値条件特定処理と、を対応付けて記憶する数値条件記憶手段である。一例とし
て、数値条件特定処理テーブル１０６ｃは、利用者が携帯端末１００を上下に移動させる
際の加速度の範囲条件（例えば、５ｍ／ｓ2以上から８ｍ／ｓ2以下の加速度等）と、携帯
端末１００の表示領域に表示する背景画像の変更（例えば、背景情報データベースに格納
された検査対象の図面から点検シートへの変更等）の処理等と、を対応付けて記憶しても
よい。
【００８６】
　また、図９において、制御部１０２は、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）等
の制御プログラム、各種の処理手順等を規定したプログラム、および所要データを格納す
るための内部メモリを有し、これらのプログラム等により、種々の処理を実行するための
情報処理を行う。制御部１０２は、機能概念的に、アイコン表示部１０２ａ、アイコン移
動部１０２ｂ、領域判定部１０２ｃ、領域特定処理実行部１０２ｄ、アイコン表示形式変
更部１０２ｅ、障害物表示部１０２ｆ、数値条件判定部１０２ｇ、および、数値条件特定
処理実行部１０２ｈを備えて構成されている。
【００８７】
　このうち、アイコン表示部１０２ａは、表示部１１４の表示領域中にアイコン１を表示
するアイコン表示手段である。ここで、アイコン１となる円形や球形等の任意の画像デー
タは予め記憶部１０６に格納されていてもよく、また、アイコン表示部１０２ａは、予め
記憶部１０６に格納された表示領域に背景画像を表示し、当該背景画像上にアイコン１を
重畳して表示してもよく、さらに、アイコン１を半透明にて表示してもよい。
【００８８】
　また、アイコン移動部１０２ｂは、変位検出部１０にて検出された物理量の変位に基づ
いて、アイコン表示部１０２ａにより表示されるアイコン１を表示領域内で移動させるア
イコン移動手段である。
【００８９】
　また、領域判定部１０２ｃは、アイコン移動部１０２ｂにより移動されたアイコン１の
表示領域中の表示座標と、領域特定処理テーブル１０６ａに記憶された特定領域とを比較
することにより、当該アイコンが当該特定領域に存在するか判定する領域判定手段である
。
【００９０】
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　また、領域特定処理実行部１０２ｄは、領域判定部１０２ｃによりアイコン１が特定領
域に存在すると判定された場合、領域特定処理テーブル１０６ａに記憶された当該特定領
域に対応する領域特定処理を検索し、当該領域特定処理を実行する領域特定処理実行手段
である。
【００９１】
　また、アイコン表示形式変更部１０２ｅは、領域判定部１０２ｃによりアイコン１が特
定領域に存在すると判定された場合、当該アイコン１の表示形式を変更するアイコン表示
形式変更手段である。ここで、アイコン１の表示形式は、アイコン１の色または形状を含
んでもよい。
【００９２】
　また、障害物表示部１０２ｆは、表示部１１４の表示領域中に障害物２を表示する障害
物表示手段である。ここで、障害物２となる三角形や矩形等の画像データは予め記憶部１
０６に格納されていてもよく、障害物表示部１０２ｆは、障害物２の画像データを予め定
めた位置（例えば、特定領域の区切りの位置等）に表示する。
【００９３】
　また、数値条件判定部１０２ｇは、変位検出部１０にて検出された物理量の変位と、数
値条件特定処理テーブル１０６ｃに記憶された数値条件とを比較することにより物理量の
変位が数値条件を満たすかを判定する数値条件判定手段である。
【００９４】
　また、数値条件特定処理実行部１０２ｈは、数値条件判定部１０２ｇにより数値条件を
満たすと判定された場合、数値条件特定処理テーブル１０６ｃに記憶された当該数値条件
に対応する数値条件特定処理を検索し、当該数値条件特定処理を実行する数値条件特定処
理実行手段である。
【００９５】
　また、図９において、通信制御インターフェース部１０４は、本携帯端末１００とネッ
トワーク３００との間における通信制御を行ってもよい。すなわち、通信制御インターフ
ェース部１０４は、サーバ装置２００等の外部装置と通信回線を介してデータを通信する
機能を有していてもよい。また、ネットワーク３００は、本携帯端末１００とサーバ装置
２００等の外部装置とを相互に接続する機能を有し、例えば、インターネット、電話回線
網（携帯端末回線網、一般電話回線網を含む。）、イントラネット等であってもよい。以
上で、携帯端末１００の構成の説明を終える。
【００９６】
［サーバ装置２００の構成］
　次に、サーバ装置２００の詳細について図９を参照して説明する。
【００９７】
　まず、サーバ装置２００は、ルータ等の通信装置および専用線等の有線または無線の通
信回線を介して、インターネット等のネットワーク３００に通信可能に接続されており、
このネットワーク３００を介して、携帯端末１００に通信可能に接続されており、記憶部
２０６を備えて構成されている。サーバ装置２００は、ＷＥＢサーバやＡＳＰサーバ等と
して構成していてもよい。また、サーバ装置２００のハードウェア構成は、一般に市販さ
れるワークステーション、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置およびその付属装置
により構成していてもよい。また、サーバ装置２００の各機能は、サーバ装置２００のハ
ードウェア構成中のＣＰＵ、ディスク装置、メモリ装置、入力装置、出力装置、通信制御
装置等およびそれらを制御するプログラム等により実現される。
【００９８】
　ここで、サーバ装置２００の記憶部２０６は、本実施形態において、利用者が点検作業
を行う際に、携帯端末１００の領域特定処理実行部１０２ｄにて実行された領域特定処理
により入力された点検箇所の点検結果、および、画像撮影部１１２にて撮影された点検箇
所の点検証拠等を記録してもよい。以上で、サーバ装置２００の構成の説明を終える。
【００９９】
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［領域特定処理実行処理］
　次に、このように構成された本実施の形態における携帯端末１００を用いた領域特定処
理実行処理の一例について、以下に図１０～図１３等を参照して詳細に説明する。ここで
、図１０は、本実施の形態における領域特定処理実行処理の一例を示すフローチャートで
ある。図１１～図１２は、本実施の形態における射影変換方法の一例を示す図である。ま
た、また、図１３は、本実施の形態における照合検査の記録処理の一例を示す概念図であ
る。
【０１００】
　まず、図１０に示すように、携帯端末１００の制御部１０２は、画像撮影部１１２を制
御することにより、検査対象上で点検者が指さした位置に対して点検者の指した指先を含
む画像を撮影する（ステップＳＣ－１）。ここで、携帯端末１００の制御部１０２は、画
像撮影部１１２にて撮影した点検箇所の画像を、正面方向から撮影したように射影変換し
てもよい。
【０１０１】
　ここで、図１１および図１２を参照して、携帯端末１００の制御部１０２で行う射影変
換について説明する。
【０１０２】
　制御部１０２で行う射影変換は、例えば、画像撮影部１１２で撮像した画像を射影の逆
変換を用いて元の状態に復元することにより実行される。射影変換の一例について以下に
説明する。図１１に示すように、まず、射影変換を行う際には、画像撮影部１１２で撮像
した画像面である撮像面７０における画像の消失点を求める。例えば、撮像面７０におけ
る画像形状である撮像面形状７１が図１１に示すような矩形の場合、消失点は、消失点Ｓ
１と消失点Ｓ２との２ヶ所に求められる。なお、この消失点とは、所定の形状を射影した
場合に、実際の形状では平行に形成される２つの直線の延長線同士が交わる点をいう。こ
のように消失点を求めることにより、消失点に基づいて射影前の元の大きさや、射影変換
を行う際のパラメータである射影変換パラメータ（ａ１１～ａ３２）を求め、下記の［式
１］より射影変換を行う。つまり、［式１］によって、射影変換前の座標（ｘ，ｙ，１）
から射影変換後の座標（ｕ，ｖ，１）を求めることにより、射影変換を行う。
【０１０３】
【数１】

【０１０４】
　このように、射影変換前の座標である撮像面形状７１の座標を射影変換することにより
、射影変換後の座標を求めて図１２に示すように射影変換後の形状である射影変換後形状
７５を求めることができる。この射影変換後形状７５は、画像撮影部１１２で撮像した実
物を正面方向から見た形状、即ち、撮像した面を垂直方向に見た場合における形状である
実物形状７６と相似の形状になっている。なお射影変換は、上述した技術の他、各種の従
来技術を用いることができる。
【０１０５】
　再び図１０に戻り、制御部１０２は、検査対象上で点検者の指示した指先の位置を認識
する（ステップＳＣ－２）。
【０１０６】
　そして、制御部１０２は、利用者によりスキャナ等の画像読取部にて予め読み込まれ、
背景情報データベース１０６ｂに格納された検査対象の少なくとも一部を含む第１の画像
と、ステップＳＣ－１において制御部１０２の処理により画像撮影部１１２にて取得され
た当該検査対象の少なくとも一部と点検者の指先とを含む第２の画像と、を比較すること
により、検査対象上における指示位置の検索をする（ステップＳＣ－３）。
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【０１０７】
　ここで、点検者の指先に簡単な識別マーク（例えば、赤丸のシール等）を貼っている場
合には、制御部１０２は、利用者によりスキャナ等の画像読取部にて予め読み込まれ、背
景情報データベース１０６ｂに格納された検査対象の少なくとも一部を含む第１の画像と
、ステップＳＣ－１において制御部１０２の処理により画像撮影部１１２にて取得された
当該検査対象の少なくとも一部と識別マークとを含む第２の画像と、を比較することによ
り、識別マークに基づいて、検査対象上における指示位置の検索をしてもよい。
【０１０８】
　そして、制御部１０２は、背景情報データベース１０６ｂが検査対象の図面等の画像を
記憶している場合、ステップＳＣ－３において制御部１０２の処理により取得された指示
位置に基づいて、背景情報データベース１０６ｂに記憶された図面から指示位置を包含す
る所定領域の検査図面を抽出し、表示領域に表示する（ステップＳＣ－４）。すなわち、
制御部１０２は、図面からステップＳＣ－３において制御部１０２の処理により取得され
た指示位置に基づいて、指示位置を包含する所定領域の図面を切り出し、表示領域に表示
する。
【０１０９】
　ここで、制御部１０２は、背景情報データベース１０６ｂが検査対象上における指示位
置と検査対象の所定領域の図面等の画像とを対応付けて記憶している場合、ステップＳＣ
－３において制御部１０２の処理により取得された指示位置に対応する所定領域の図面情
報を、背景情報データベース１０６ｂから検索し、表示領域に表示してもよい。すなわち
、制御部１０２は、ステップＳＣ－３において制御部１０２の処理により取得された指示
位置に対応する背景情報データベース１０６ｂに記憶される所定領域の図面を呼び出し、
表示領域に表示してもよい。
【０１１０】
　そして、アイコン表示部１０２ａは、検査結果の入力処理を行うために、表示領域中に
アイコン１を表示する（ステップＳＣ－５）。
【０１１１】
　そして、制御部１０２は、変位検出部１０を制御することにより、点検者による携帯端
末１００の移動により生じる加速度の変位を検出する（ステップＳＣ－６）。
【０１１２】
　そして、数値条件判定部１０２ｇは、変位検出部１０にて検出された加速度の変位と、
数値条件特定処理テーブル１０６ｃに記憶された数値条件（例えば、携帯端末１００の水
平方向への一定値以下の加速度等）とを比較することにより、変位検出部１０にて検出さ
れた加速度の変位が当該数値条件を満たすかを判定する（ステップＳＣ－７）。
【０１１３】
　そして、アイコン移動部１０２ｂは、変位検出部１０にて検出された加速度の変位が数
値条件判定部１０２ｇにおいて数値条件を満たすと判定されない場合（ステップＳＣ－７
、Ｎｏ）、変位検出部１０にて検出された加速度の変位に連動して、アイコン１を表示領
域内で移動させる（ステップＳＣ－８）。
【０１１４】
　そして、領域判定部１０２ｃは、移動されたアイコン１の表示領域中の表示座標と、領
域特定処理テーブル１０６ａに記憶された特定領域とを比較し、アイコン１が表示領域中
の特定領域に存在するか判定する（ステップＳＣ－９）。
【０１１５】
　そして、領域判定部１０２ｃにより、アイコン１が表示領域中の特定領域に存在すると
判定された場合（ステップＳＣ－９、Ｙｅｓ）、領域特定処理実行部１０２ｄは、領域特
定処理テーブル１０６ａに記憶された当該特定領域に対応する領域特定処理を検索する（
ステップＳＣ－１０）。
【０１１６】
　そして、領域特定処理実行部１０２ｄは、検索された領域特定処理である、検査結果の
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入力処理（例えば、検査の合格、検査の不合格等）を実行し、処理を終了し、ステップＳ
Ｃ－６に戻る（ステップＳＣ－１１）。
【０１１７】
　一方、領域判定部１０２ｃにより、アイコン１が表示領域中の特定領域に存在しないと
判定された場合（ステップＳＣ－９、Ｎｏ）、制御部１０２は処理を終了し、ステップＳ
Ｃ－６に戻る。
【０１１８】
　また、数値条件判定部１０２ｇにて、変位検出部１０にて検出された加速度の変位が数
値条件を満たすと判定された場合（ステップＳＣ－７、Ｙｅｓ）、数値条件特定処理実行
部１０２ｈは、数値条件特定処理テーブル１０６ｃに記憶された当該数値条件に対応する
数値条件特定処理を検索する（ステップＳＣ－１２）。
【０１１９】
　そして、数値条件特定処理実行部１０２ｈは、ステップＳＣ－１２において入力された
検査結果に対して、検索された数値条件特定処理である検査結果の記録処理（例えば、携
帯端末１００の記憶部１０６への検査結果の記録等）を実行し、処理を終了する（ステッ
プＳＣ－１３）。
【０１２０】
　ここで、制御部１０２が行う検査結果の記録処理の一例について図１３を参照して説明
する。
【０１２１】
　図１３に示すように、点検者により照合検査の検査結果の記録が行われる場合、携帯端
末１００の制御部１０２は、携帯端末１００の画像撮影部１１２を制御することにより、
照合検査を行った点検箇所を撮影し、当該画像に点検ログ（例えば、撮影日時等）を加え
て点検証拠記録としてもよい。そして、携帯端末１００の制御部１０２は、検査結果に当
該点検証拠記録を添付して検査結果の記録処理を行ってもよい。
【０１２２】
　また、図１３に示すように、携帯端末１００の制御部１０２は、検査結果の記録処理に
より当該検査結果等をサーバ装置２００へ送信し、サーバ装置２００の記憶部２０６に記
録してもよい。以上で、本照合検査の記録処理の説明を終える。
【０１２３】
［他の実施の形態］
　さて、これまで本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上述した実施の形
態以外にも、上記特許請求の範囲に記載した技術的思想の範囲内において種々の異なる実
施の形態にて実施されてよいものである。
【０１２４】
　また、実施の形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明し
た処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものと
して説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。
【０１２５】
　このほか、上記文献中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各処理の登
録データや検索条件等のパラメータを含む情報、画面例、データベース構成については、
特記する場合を除いて任意に変更することができる。
【０１２６】
　また、携帯端末１００に関して、図示の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずし
も物理的に図示の如く構成されていることを要しない。
【０１２７】
　例えば、携帯端末１００の各装置が備える処理機能、特に制御部１０２にて行われる各
処理機能については、その全部または任意の一部を、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃ
ｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）および当該ＣＰＵにて解釈実行されるプログラムにて実現して
もよく、また、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現してもよい。尚、プロ
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グラムは、後述する記録媒体に記録されており、必要に応じて携帯端末１００に機械的に
読み取られる。すなわち、ＲＯＭまたはＨＤなどの記憶部１０６などは、ＯＳ（Ｏｐｅｒ
ａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）として協働してＣＰＵに命令を与え、各種処理を行うための
コンピュータプログラムが記録されている。このコンピュータプログラムは、ＲＡＭにロ
ードされることによって実行され、ＣＰＵと協働して制御部を構成する。
【０１２８】
　また、このコンピュータプログラムは、携帯端末１００に対して任意のネットワーク３
００を介して接続されたアプリケーションプログラムサーバに記憶されていてもよく、必
要に応じてその全部または一部をダウンロードすることも可能である。
【０１２９】
　また、本発明に係るプログラムを、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納するこ
ともできる。ここで、この「記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、
ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ等の任意の「可搬用の
物理媒体」、あるいは、ＬＡＮ、ＷＡＮ、インターネットに代表されるネットワークを介
してプログラムを送信する場合の通信回線や搬送波のように、短期にプログラムを保持す
る「通信媒体」を含むものとする。
【０１３０】
　また、「プログラム」とは、任意の言語や記述方法にて記述されたデータ処理方法であ
り、ソースコードやバイナリコード等の形式を問わない。なお、「プログラム」は必ずし
も単一的に構成されるものに限られず、複数のモジュールやライブラリとして分散構成さ
れるものや、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）に代表される別個のプログラム
と協働してその機能を達成するものをも含む。なお、実施の形態に示した各装置において
記録媒体を読み取るための具体的な構成、読み取り手順、あるいは、読み取り後のインス
トール手順等については、周知の構成や手順を用いることができる。
【０１３１】
　記憶部１０６に格納される各種のデータベース等（領域特定処理テーブル１０６ａ～数
値条件特定処理１０６ｃ）は、ＲＡＭ、ＲＯＭ等のメモリ装置、ハードディスク等の固定
ディスク装置、フレキシブルディスク、光ディスク等のストレージ手段であり、各種処理
やウェブサイト提供に用いる各種のプログラムやテーブルやファイルやデータベースや変
位検出部１０にて検出された物理量の変位等を格納する。
【０１３２】
　更に、装置の分散・統合の具体的形態は図示するものに限られず、その全部または一部
を、各種の付加等に応じて、または、機能負荷に応じて、任意の単位で機能的または物理
的に分散・統合して構成することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１３３】
　以上詳述に説明したように、本発明によれば、携帯端末１００の動きに応じて移動する
アイコン１を表示領域中に表示することができ、特定の表示領域にアイコン１を移動させ
ると特定の処理が実行でき、片手で入力作業等の処理を簡易に実行できる携帯端末１００
および領域特定処理実行方法を提供することができるので、例えば、指さし確認を行う設
備点検や車両点検等の点検業務などを支援する情報処理機器および情報処理分野等の様々
な分野において有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
【図１】本発明の基本処理を示すフローチャートである。
【図２】本発明の表示領域中に表示されるアイコン１の一例を示す図である。
【図３】本発明の表示領域に表示される特定領域の一例を示す図である。
【図４】領域特定処理の一例を示す図である。
【図５】本発明の表示領域中に表示される障害物２の一例を示す図である。
【図６】本発明の表示領域中に表示される障害物２の一例を示す図である。
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【図７】数値条件特定処理の一例を示すフローチャートである。
【図８】数値条件特定処理の一例を示す図である。
【図９】本実施の形態における携帯端末１００の構成の一例を示すブロック図である。
【図１０】本実施の形態における領域特定処理実行処理の一例を示すフローチャートであ
る。
【図１１】本実施の形態における射影変換方法の一例を示す図である。
【図１２】本実施の形態における射影変換方法の一例を示す図である。
【図１３】本実施の形態における照合検査の記録処理の一例を示す概念図である。
【符号の説明】
【０１３５】
１　アイコン
２　障害物
１００　携帯端末
　　　　１０　変位検出部
　　　　１０２　制御部
　　　　　　　　１０２ａ　アイコン表示部
　　　　　　　　１０２ｂ　アイコン移動部
　　　　　　　　１０２ｃ　領域判定部
　　　　　　　　１０２ｄ　領域特定処理実行部
　　　　　　　　１０２ｅ　アイコン表示形式変更部
　　　　　　　　１０２ｆ　障害物表示部
　　　　　　　　１０２ｇ　数値条件判定部
　　　　　　　　１０２ｈ　数値条件特定処理実行部
　　　　１０４　通信制御インターフェース部
　　　　１０６　記憶部
　　　　　　　　１０６ａ　領域特定処理テーブル
　　　　　　　　１０６ｂ　背景情報データベース
　　　　　　　　１０６ｃ　数値条件特定処理テーブル
　　　　１０８　入出力制御インターフェース部
　　　　１１２　画像撮影部
　　　　１１４　表示部
２００　サーバ装置
　　　　２０６　記憶部
３００　ネットワーク
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