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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手書き入力と表示が可能なタッチパネルを備え、前記タッチパネルの表示領域に、ドキ
ュメントと手書き情報とを併せて表示する装置に、
　前記ドキュメントに対する操作を検知する検知ステップと、
　前記ドキュメントを操作した時、前記手書き情報を、前記ドキュメントに関連付けて表
示する第１表示形態と、前記表示領域に関連付けて表示する第２表示形態と、で表示可能
にする表示ステップと、を実行させ、
　前記表示ステップにおいて、前記ドキュメントの所定のページにおいて、移動操作、拡
大操作及び縮小操作のいずれかの操作を検知した場合であっても、前記第２表示形態の手
書き情報の表示状態を維持させる、
　ことを特徴とする表示制御プログラム。
【請求項２】
　前記表示ステップにおいて、前記ドキュメントに対する操作を検知した時は、前記手書
き情報を前記表示領域に対して位置を固定して表示し、前記ドキュメントに対する操作と
は異なる所定の操作を検知した時は、前記手書き情報を前記表示領域に対して変化させて
表示する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示制御プログラム。
【請求項３】
　前記表示ステップにおいて、前記ドキュメントを第１レイヤに描画し、前記ドキュメン
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トに関連付けて表示する手書き情報を第２レイヤに描画し、前記表示領域に関連付けて表
示する手書き情報を第３レイヤに描画し、前記第１レイヤと前記第２レイヤと前記第３レ
イヤとを重ね合わせて表示する、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の表示制御プログラム。
【請求項４】
　前記装置に、
　前記第１レイヤに描画したドキュメントに対して範囲が指定された時は、当該範囲内若
しくは当該範囲外に表示されているドキュメントを前記第３レイヤに描画する描画ステッ
プ、をさらに実行させる、
　ことを特徴とする請求項３に記載の表示制御プログラム。
【請求項５】
　前記装置に、
　前記第２レイヤに描画した手書き情報に対して範囲が指定された時は、当該範囲内若し
くは当該範囲外に表示されている手書き情報を前記第３レイヤに描画する描画ステップ、
をさらに実行させる、
　ことを特徴とする請求項３に記載の表示制御プログラム。
【請求項６】
　前記表示ステップにおいて、前記第１レイヤに描画したドキュメントを前記表示領域に
対して移動させても、前記第３レイヤに描画した手書き情報は、前記表示領域に対して移
動させない、
　ことを特徴とする請求項３乃至５のいずれか一に記載の表示制御プログラム。
【請求項７】
　前記表示ステップにおいて、前記第３レイヤに描画した手書き情報を前記表示領域に対
して移動させても、前記第１レイヤに描画したドキュメントは、前記表示領域に対して移
動させない、
　ことを特徴とする請求項３乃至５のいずれか一に記載の表示制御プログラム。
【請求項８】
　前記装置に、
　前記第３レイヤに描画した手書き情報を、前記第１レイヤに描画したドキュメントとは
異なるデータとして記憶部に記憶する記憶ステップ、をさらに実行させる、
　ことを特徴とする請求項３乃至７のいずれか一に記載の表示制御プログラム。
【請求項９】
　前記記憶ステップにおいて、前記第３レイヤに描画した手書き情報のデータを特定のド
キュメントに関連付けて前記記憶部に記憶し、
　前記表示ステップにおいて、前記特定のドキュメントを表示する場合に、前記記憶部か
ら前記手書き情報を読み出して表示する、
　ことを特徴とする請求項８に記載の表示制御プログラム。
【請求項１０】
　前記装置に、
　前記第１レイヤに描画したドキュメントと、前記第２レイヤに描画した手書き情報と、
前記第３レイヤに描画した手書き情報と、を１つのデータとして記憶部に記憶する記憶ス
テップ、をさらに実行させる、
　ことを特徴とする請求項３乃至７のいずれか一に記載の表示制御プログラム。
【請求項１１】
　手書き入力と表示が可能なタッチパネルと、制御部と、を少なくとも備え、前記タッチ
パネルの表示領域に、ドキュメントと手書き情報とを併せて表示する画像表示装置であっ
て、
　前記制御部は、
　前記ドキュメントに対する操作を検知し、
　前記ドキュメントを操作した時、前記手書き情報を、前記ドキュメントに関連付けて表
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示する第１表示形態と、前記表示領域に関連付けて表示する第２表示形態と、で表示可能
にし、前記ドキュメントの所定のページにおいて、移動操作、拡大操作及び縮小操作のい
ずれかの操作を検知した場合であっても、前記第２表示形態の手書き情報の表示状態を維
持させる、
　ことを特徴とする画像表示装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、
　前記ドキュメントに対する操作を検知した時は、前記手書き情報を前記表示領域に対し
て位置を固定して表示し、前記ドキュメントに対する操作とは異なる所定の操作を検知し
た時は、前記手書き情報を前記表示領域に対して変化させて表示する、
　ことを特徴とする請求項１１に記載の画像表示装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、
　前記ドキュメントを第１レイヤに描画し、前記ドキュメントに関連付けて表示する手書
き情報を第２レイヤに描画し、前記表示領域に関連付けて表示する手書き情報を第３レイ
ヤに描画し、前記第１レイヤと前記第２レイヤと前記第３レイヤとを重ね合わせて表示す
る、
　ことを特徴とする請求項１１又は１２に記載の画像表示装置。
【請求項１４】
　前記制御部は、
　前記第１レイヤに描画したドキュメントに対して範囲が指定された時は、当該範囲内若
しくは当該範囲外に表示されているドキュメントを前記第３レイヤに描画する、
　ことを特徴とする請求項１３に記載の画像表示装置。
【請求項１５】
　前記制御部は、
　前記第２レイヤに描画した手書き情報に対して範囲が指定された時は、当該範囲内若し
くは当該範囲外に表示されている手書き情報を前記第３レイヤに描画する、
　ことを特徴とする請求項１３に記載の画像表示装置。
【請求項１６】
　前記制御部は、
　前記第１レイヤに描画したドキュメントを前記表示領域に対して移動させても、前記第
３レイヤに描画した手書き情報は、前記表示領域に対して移動させない、
　ことを特徴とする請求項１３乃至１５のいずれか一に記載の画像表示装置。
【請求項１７】
　前記制御部は、
　前記第３レイヤに描画した手書き情報を前記表示領域に対して移動させても、前記第１
レイヤに描画したドキュメントは、前記表示領域に対して移動させない、
　ことを特徴とする請求項１３乃至１５のいずれか一に記載の画像表示装置。
【請求項１８】
　前記制御部は、
　前記第３レイヤに描画した手書き情報を、前記第１レイヤに描画したドキュメントとは
異なるデータとして記憶部に記憶する、
　ことを特徴とする請求項１３乃至１７のいずれか一に記載の画像表示装置。
【請求項１９】
　前記制御部は、
　前記第３レイヤに描画した手書き情報のデータを特定のドキュメントに関連付けて前記
記憶部に記憶し、
　前記特定のドキュメントを表示する場合に、前記記憶部から前記手書き情報を読み出し
て表示する、
　ことを特徴とする請求項１８に記載の画像表示装置。
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【請求項２０】
　前記制御部は、
　前記第１レイヤに描画したドキュメントと、前記第２レイヤに描画した手書き情報と、
前記第３レイヤに描画した手書き情報と、を１つのデータとして記憶部に記憶する、
　ことを特徴とする請求項１３乃至１７のいずれか一に記載の画像表示装置。
【請求項２１】
　手書き入力と表示が可能なタッチパネルを備え、前記タッチパネルの表示領域に、ドキ
ュメントと手書き情報とを併せて表示する装置における表示制御方法であって、
　前記ドキュメントに対する操作を検知する検知ステップと、
　前記ドキュメントを操作した時、前記手書き情報を、前記ドキュメントに関連付けて表
示する第１表示形態と、又は、前記表示領域に関連付けて表示する第２表示形態と、で表
示可能にする表示ステップと、を実行し、
　前記表示ステップでは、前記ドキュメントの所定のページにおいて、移動操作、拡大操
作及び縮小操作のいずれかの操作を検知した場合であっても、前記第２表示形態の手書き
情報の表示状態が維持される、
　ことを特徴とする表示制御方法。
【請求項２２】
　前記表示ステップでは、前記ドキュメントに対する操作を検知した時は、前記手書き情
報を前記表示領域に対して固定して表示し、前記ドキュメントに対する操作とは異なる所
定の操作を検知した時は、前記手書き情報を前記表示領域に対して変化させて表示する、
　ことを特徴とする請求項２１に記載の表示制御方法。
【請求項２３】
　前記表示ステップでは、前記ドキュメントを第１レイヤに描画し、前記ドキュメントに
関連付けて表示する手書き情報を第２レイヤに描画し、前記表示領域に関連付けて表示す
る手書き情報を第３レイヤに描画し、前記第１レイヤと前記第２レイヤと前記第３レイヤ
とを重ね合わせて表示する、
　ことを特徴とする請求項２１又は２２に記載の表示制御方法。
【請求項２４】
　前記第１レイヤに描画したドキュメントに対して範囲が指定された時は、当該範囲内若
しくは当該範囲外に表示されているドキュメントを前記第３レイヤに描画する描画ステッ
プ、をさらに備える、
　ことを特徴とする請求項２３に記載の表示制御方法。
【請求項２５】
　前記第２レイヤに描画した手書き情報に対して範囲が指定された時は、当該範囲内若し
くは当該範囲外に表示されている手書き情報を前記第３レイヤに描画する描画ステップ、
をさらに備える、
　ことを特徴とする請求項２３に記載の表示制御方法。
【請求項２６】
　前記表示ステップでは、前記第１レイヤに描画したドキュメントを前記表示領域に対し
て移動させても、前記第３レイヤに描画した手書き情報は、前記表示領域に対して移動さ
せない、
　ことを特徴とする請求項２３乃至２５のいずれか一に記載の表示制御方法。
【請求項２７】
　前記表示ステップでは、前記第３レイヤに描画した手書き情報を前記表示領域に対して
移動させても、前記第１レイヤに描画したドキュメントは、前記表示領域に対して移動さ
せない、
　ことを特徴とする請求項２３乃至２５のいずれか一に記載の表示制御方法。
【請求項２８】
　前記第３レイヤに描画した手書き情報を、前記第１レイヤに描画したドキュメントとは
異なるデータとして記憶部に記憶する記憶ステップ、をさらに備える、
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　ことを特徴とする請求項２３乃至２７のいずれか一に記載の表示制御方法。
【請求項２９】
　前記記憶ステップでは、前記第３レイヤに描画した手書き情報のデータを特定のドキュ
メントに関連付けて前記記憶部に記憶し、
　前記表示ステップでは、前記特定のドキュメントを表示する場合に、前記記憶部から前
記手書き情報を読み出して表示する、
　ことを特徴とする請求項２８に記載の表示制御方法。
【請求項３０】
　前記第１レイヤに描画したドキュメントと、前記第２レイヤに描画した手書き情報と、
前記第３レイヤに描画した手書き情報と、を１つのデータとして記憶部に記憶する記憶ス
テップ、をさらに備える、
　ことを特徴とする請求項２３乃至２７のいずれか一に記載の表示制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置及び表示制御プログラム並びに表示制御方法に関し、特に、手
書き入力が可能な画像表示装置及び手書き情報の表示を制御する表示制御プログラム並び
に表示制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、タブレット端末やスマートフォンなどの画像表示装置を用いてドキュメントを閲
覧するユーザが増えている。この画像表示装置では、複数ページのドキュメントを１ペー
ジずつ切りかえて表示することができる。また、ユーザによる手書き入力を受け付けるタ
ッチパネルを備えた画像表示装置では、ユーザが手書き入力した文字や図形などの情報（
以下、手書き情報と呼ぶ。）をドキュメントに併せて表示することができる。
【０００３】
　このような画像表示装置に関して、例えば、下記特許文献１には、文書の作成に係る入
力操作を受ける入力部と、表示部と、処理部と、を備え、前記処理部は、作成中の文書を
前記表示部に表示する機能と、文書の作成中に参照データの指定操作を受けると、その指
定された参照データを前記文書と共に前記表示部に表示する機能と、作成中の文書と参照
データとを前記表示部に表示している状態で所定の操作を受けたとき、前記参照データの
表示後に前記文書に書き込まれた最新の情報の前記文書内での書き込み位置と、前記参照
データとを関連付ける紐付け情報を生成する機能と、作成された文書と前記紐付け情報と
を関連付けて所定の記憶装置に保存する機能と、を有するデータ処理装置が開示されてお
り、前記入力部は、タブレット式の入力装置であり、前記所定の操作は、所定の入力特性
による前記入力装置への書き込み操作であることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１７３９８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような画像表示装置を用いて、書籍や資料、カルテ等のドキュメントを閲覧する際
、ドキュメントの理解を容易にするために付加的な情報を手書き入力することが多いが、
手書き情報がドキュメントに併せて表示されている状態で、ドキュメントの改ページを行
うと、画像表示装置では、手書き情報が表示されているページを一旦消去してから次のペ
ージの描画を行うため、手書き情報の表示も消去されてしまう。
【０００６】
　この問題に対して、手書き情報のデータを記憶部に保持し、ドキュメントの改ページ後
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に、保持したデータを呼び出して再度ドキュメントに手書き情報を貼り合わせ、再描画す
ることも可能であるが、この方法では、改ページを行う度にデータを呼び出す操作や処理
が必要になり、手間や時間がかかるという問題が生じる。
【０００７】
　また、別の方法として、画像表示装置の画面を分割し、ドキュメントを表示する領域と
は別の領域に手書き情報を表示させる方法もある。しかしながら、携帯可能な画像表示装
置では画面のサイズは小さいため、小さいサイズの画面を更に複数の領域に分割してしま
うと、ドキュメントの視認性が悪化したり、手書き入力が困難になったりするという問題
が生じる。
【０００８】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その主たる目的は、手書き情報
を適切に表示することができる画像表示装置及び表示制御プログラム並びに表示制御方法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一側面は、手書き入力と表示が可能なタッチパネルを備え、前記タッチパネル
の表示領域に、ドキュメントと手書き情報とを併せて表示する装置に、前記ドキュメント
に対する操作を検知する検知ステップと、前記ドキュメントを操作した時、前記手書き情
報を、前記ドキュメントに関連付けて表示する第１表示形態と、前記表示領域に関連付け
て表示する第２表示形態と、で表示可能にする表示ステップと、を実行させ、前記表示ス
テップにおいて、前記ドキュメントの所定のページにおいて、移動操作、拡大操作及び縮
小操作のいずれかの操作を検知した場合であっても、前記第２表示形態の手書き情報の表
示状態を維持させることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の一側面は、手書き入力と表示が可能なタッチパネルと、制御部と、を少なくと
も備え、前記タッチパネルの表示領域に、ドキュメントと手書き情報とを併せて表示する
画像表示装置であって、前記制御部は、前記ドキュメントに対する操作を検知し、前記ド
キュメントを操作した時、前記手書き情報を、前記ドキュメントに関連付けて表示する第
１表示形態と、前記表示領域に関連付けて表示する第２表示形態と、で表示可能にし、前
記ドキュメントの所定のページにおいて、移動操作、拡大操作及び縮小操作のいずれかの
操作を検知した場合であっても、前記第２表示形態の手書き情報の表示状態を維持させる
ことを特徴とする。
【００１１】
　本発明の一側面は、手書き入力と表示が可能なタッチパネルを備え、前記タッチパネル
の表示領域に、ドキュメントと手書き情報とを併せて表示する装置における表示制御方法
であって、前記ドキュメントに対する操作を検知する検知ステップと、前記ドキュメント
を操作した時、前記手書き情報を、前記ドキュメントに関連付けて表示する第１表示形態
と、又は、前記表示領域に関連付けて表示する第２表示形態と、で表示可能にする表示ス
テップと、を実行し、前記表示ステップでは、前記ドキュメントの所定のページにおいて
、移動操作、拡大操作及び縮小操作のいずれかの操作を検知した場合であっても、前記第
２表示形態の手書き情報の表示状態が維持されることを特徴とする。

【発明の効果】
【００１２】
　本発明の画像表示装置及び表示制御プログラム並びに表示制御方法によれば、手書き情
報を適切に表示することができる。
【００１３】
　その理由は、手書き入力と表示が可能なタッチパネルを備え、タッチパネルの表示領域
にドキュメントと手書き情報とが表示されている際に、ドキュメントに対する操作が行わ
れたら、手書き情報を、ドキュメントに関連付けて表示する第１表示形態、又は、表示領
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域に関連付けて表示する第２表示形態、のいずれかで表示させるからである。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施例に係る画像表示装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施例に係る画像表示装置における表示領域を説明する図である。
【図３】本発明の一実施例に係る画像表示装置の全体処理を示すフローチャート図である
。
【図４】本発明の一実施例に係る画像表示装置の処理（前処理）を示すフローチャート図
である。
【図５】本発明の一実施例に係る画像表示装置の処理（第１表示形態での手書き入力処理
）を示すフローチャート図である。
【図６】本発明の一実施例に係る画像表示装置の処理（ドキュメントの描画処理）を示す
フローチャート図である。
【図７】本発明の一実施例に係る画像表示装置の処理（第２表示形態の手書き情報の画像
処理）を示すフローチャート図である。
【図８】本発明の一実施例に係る画像表示装置の処理（後処理）を示すフローチャート図
である。
【図９】本発明の一実施例に係る画像表示装置における手書き情報の表示例を示す図であ
る。
【図１０】本発明の一実施例に係る画像表示装置における手書き情報の他の表示例を示す
図である。
【図１１】本発明の一実施例に係る画像表示装置における手書き情報の他の表示例を示す
図である。
【図１２】本発明の一実施例に係る画像表示装置における手書き情報の他の表示例を示す
図である。
【図１３】本発明の一実施例に係る画像表示装置における手書き情報の他の表示例を示す
図である。
【図１４】従来の画像表示装置における手書き情報の表示例を示す図である。
【図１５】従来の画像表示装置における手書き情報の他の表示例を示す図である。
【図１６】従来の画像表示装置における手書き情報の他の表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　背景技術で示したように、タブレット端末やスマートフォンなどの画像表示装置では、
複数ページのドキュメントを１ページずつ切りかえて表示することができ、手書き入力を
受け付けるタッチパネルを備えた画像表示装置では、手書き情報をドキュメントに併せて
表示することができる。
【００１６】
　しかしながら、この画像表示装置では、改ページボタンなどを用いて、現在表示してい
るページから他のページに切り換えた場合、現在表示しているページを一旦消去してから
他のページの描画が行われるため、現在のページに手書き入力した手書き情報の表示も消
去されてしまう。
【００１７】
　例えば、図１４に示すように、従来の手書き入力が可能な画像表示装置は、ドキュメン
トを描画するレイヤ（図の第１レイヤ２１）と手書き情報を描画するレイヤ（図の第２レ
イヤ２２）とを貼り合わせて、そのページの画像を表示しているため、あるページ（図の
ｎページ）から次のページ（図のｎ＋１ページ）にページを移動させると、ドキュメント
と共に手書き情報も更新されてしまう。
【００１８】
　具体的には、図１５（ａ）に示すように、ドキュメントのｎページが表示されている状
態で、図１５（ｂ）に示すように、手書き情報を入力した場合、ｎ＋１ページにページを
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移動させると、図１５（ｃ）に示すように、ｎページで入力した手書き情報の表示は消去
されてしまう。同様に、図１５（ｄ）に示すように、ｎ＋１ページで手書き情報を入力し
た場合、ｎ＋２ページにページを移動させると、図１５（ｅ）に示すように、ｎ＋１ペー
ジで入力した手書き情報の表示は消去されてしまう。すなわち、移動先のページでは、移
動元のページで入力した手書き情報を参照することができないという問題が生じる。
【００１９】
　この問題について具体例を挙げて説明する。例えば、小説を読む場面を想定すると、小
説では、大抵、書き出しで登場人物の設定や関係等の紹介が記載されている。しかしなが
ら、小説の書き出しの１ページ目で登場人物の設定とその人間関係を網羅していることは
まれであるため、小説を読み進める途中で登場人物の設定や関係が分からなくなる場合が
ある。そのような場合は、その都度、ページをめくって読み返すことになる。また、冊子
としての小説の場合、読み進めたページが分かるようにするためにしおりが用いられるた
め、そのしおりに登場人物の設定や関係を記載することもできる。
【００２０】
　一方、手書き入力が可能な画像表示装置を用いて小説のデータを読む場合、画像表示装
置とは別にメモを用意し、そのメモに上記のような情報を書き込むのは面倒である。そこ
で、小説の文章のあるフレーズに下線を引いたり、マーカーを付加したり、思い付いたこ
とを手書きしたりすることになる。しかしながら、上述したように、このような手書き情
報はページを移動させると表示が消去されてしまうため、やはり、その都度、手書き情報
を付加したページに戻して読み返すことになるが、画像表示装置では、冊子としての小説
のように、ページを一気にとばして所望のページを探すことが難しいため、手書き情報を
手軽に読み返せるようにする仕組みが必要である。
【００２１】
　また、画像表示装置では、図１６（ａ）に示すように、ドキュメントを表示領域全体に
表示するのみならず、ドキュメントを拡大／縮小することもできる。しかしながら、従来
の画像表示装置は、ドキュメントと手書き情報とは関連付けられているため、図１６（ｂ
）のようにページを拡大すると、手書き情報も同じ倍率で拡大されてしまい、手書き情報
がドキュメントの閲覧の妨げになる場合がある。また、ページを拡大して表示している状
態で、図１６（ｃ）のように別の場所に移動させる（画面をスクロールする）と、手書き
情報が画面から消えてしまい、手書き情報を確認しながらドキュメントを読み進めること
ができなくなってしまう。また、図１６（ｄ）のようにページを縮小すると、手書き情報
も同じ倍率で縮小されてしまい、手書き情報の解読が困難になる。
【００２２】
　このような問題に対して、手書き情報のデータを記憶部に保持し、ドキュメントの改ペ
ージ後に、保持したデータを読み出して手書き情報を再描画する方法もあるが、この方法
では、改ページを行う度にデータを呼び出す操作や処理が必要になり、手間や時間がかか
る。また、ドキュメントを表示する領域とは別の領域に手書き情報を表示させる方法もあ
るが、携帯型の画像表示装置のようにサイズが小さい画面を更に分割すると、ドキュメン
トの視認性が悪化し、手書き入力が困難になるという問題が生じる。
【００２３】
　そこで、本発明の一実施の形態では、手書き入力を受け付けるタッチパネルを備え、ド
キュメントと手書き情報とを併せて表示可能な画像表示装置において、手書き情報の表示
形態として、手書き情報をドキュメントに関連付けて表示する（例えば、ドキュメントを
第１レイヤに描画し、手書き情報を第１レイヤと共に変化する第２レイヤに描画する）第
１表示形態と、手書き情報をドキュメントに関連付けずに表示する（例えば、ドキュメン
トを第１レイヤに描画し、手書き情報を表示領域に対して固定された第３レイヤに描画す
る）第２表示形態と、を設ける。そして、各々の手書き情報のデータにどちらの表示形態
で表示するかを指定する情報を付加しておき、ドキュメントに対する操作（例えば、改ペ
ージやスクロール、拡大／縮小などの操作）が行われた時、上記情報に基づいて、各々の
手書き情報を第１表示形態若しくは第２表示形態で表示させる。
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【００２４】
　これにより、第２表示形態では、手書き情報は、ドキュメントの改ページやスクロール
、拡大／縮小などの影響を受けずに表示されるため、手書き情報を有効に利用することが
できる。
【実施例】
【００２５】
　上記した本発明の実施の形態についてさらに詳細に説明すべく、本発明の一実施例に係
る画像表示装置及び表示制御プログラム並びに表示制御方法について、図１乃至図１３を
参照して説明する。図１は、本実施例の画像表示装置の構成を示すブロック図であり、図
２は、画像表示装置における表示領域を説明する図である。また、図３乃至図８は、本実
施例の画像表示装置の処理を示すフローチャート図であり、図９乃至図１３は、本実施例
の画像表示装置における手書き情報の表示例を示す図である。
【００２６】
　本実施例の画像表示装置は、タブレット端末やスマートフォン、タッチパネルを備えた
コンピュータ装置などの表示機能と手書き入力機能とを備えた装置である。この画像表示
装置１０は、図１に示すように、制御部１１、画像処理部１２、表示部１３、手書き入力
部１４、操作部１５、通信部１６、外部インターフェース１７、電源部１８などで構成さ
れる。
【００２７】
　制御部１１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１ａ、読み出し専用記憶部１１
ｂ、一次記憶部１１ｃ、二次記憶部１１ｄなどで構成される。
【００２８】
　ＣＰＵ１１ａは、読み出し専用記憶部１１ｂに記憶されたプログラムを実行する装置で
あり、入力装置（例えば、手書き入力部１４）や二次記憶部１１ｄなどからデータを受け
取り、演算・加工などの処理を行った後、処理後のデータを出力装置（例えば、表示部１
３）や二次記憶部１１ｄなどに出力する。
【００２９】
　読み出し専用記憶部１１ｂは、例えば、ＲＯＭ（Read Only Memory）などで構成され、
ほとんど更新されることのない画像表示装置１０の起動に必要なプログラムやファームウ
ェア、フォントデータ、基本図形等のデータを格納する。なお、ＲＯＭ１１ｂは、書き込
んだデータの書き換えができないものとしてもよいし、何度でも書き換え可能なフラッシ
ュメモリを用いてもよい。
【００３０】
　一次記憶部１１ｃは、メインメモリや主記憶装置とも呼ばれ、例えば、ＲＡＭ（Random
 Access Memory）などで構成される。この一次記憶部１１ｃは、ＣＰＵ１１ａや画像処理
部１２が、データを高速でやり取りするデータ（例えば、上記プログラムやファームウェ
ア、ドキュメントを展開したデータ、手書き情報のデータなど）を記憶する。
【００３１】
　二次記憶部１１ｄは、一次記憶部１１ｃの記憶容量不足を補う為の記憶装置であり、補
助記憶装置とも呼ばれ、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）やフラッシュメモリ、ＳＳＤ（Solid
 State Drive）、ＳＤ（Secure Digital）カード等で構成される。この二次記憶部１１ｄ
は、ドキュメントデータや手書き情報のデータなどを記憶する。なお、図１では、画像表
示装置１０の内部に二次記憶部１１ｄを設けているが、外部に二次記憶部１１ｄを設け、
通信部１６及び外部インターフェース１７を介して、有線もしくは無線にて二次記憶部１
１ｄと通信を行い、データの入出力を行うようにしてもよい。
【００３２】
　そして、ＣＰＵ１１ａは、読み出し専用記憶部１１ｂに記憶したプログラムを一次記憶
部１１ｃに展開して実行し、画像表示装置１０の全体制御を行う。特に、本実施例では、
ＣＰＵ１１ａは、読み出し専用記憶部１１ｂに記憶した表示制御プログラムを実行するこ
とにより、手書き情報の表示制御を行う。具体的には、手書き情報の表示形態として、手
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書き情報をドキュメントに関連付けて表示する第１表示形態と、手書き情報をドキュメン
トに関連付けずに表示する第２表示形態と、を設け、各々の手書き情報のデータにどちら
の表示形態で表示するかを指定する情報（以下、指定情報と呼ぶ。）を付加する。そして
、ドキュメントに対する操作（例えば、改ページやスクロール、拡大／縮小などの操作）
が行われた時、各々の手書き情報が指定情報で指定された表示形態で表示されるように、
画像処理部１２に画面情報を生成させ、その画面情報に基づいて表示部１３にドキュメン
トと手書き情報とを表示させる。また、第１表示形態において、ユーザがドキュメント及
び／又は手書き情報の一部を指定する枠などを手書きした場合は、その枠などで指定され
た範囲内若しくは範囲外のドキュメント及び／又は手書き情報を抽出し、それらが第２表
示形態で表示されるように指定情報を付加する。
【００３３】
　画像処理部１２は、動作速度の向上、消費電力の軽減及び実装面積の縮小等を図るため
に、制御部１１に代わって画像の加工、生成処理を行う装置である。画像処理部１２は、
入力と出力を備え、ユーザが手書きした手書き情報を手書き入力部１４から入力し、手書
き情報が文字であると認識した場合には、読み出し専用記憶部１１ｂに格納されているフ
ォントデータを用いて適切な文字に変換する。また、ユーザが手書きした曲線を直線又は
なめらかな曲線に変換したり、大きさ、太さ、濃さを調整したりする。特に、本実施例で
は、制御部１１の指示に従って、ドキュメントの各ページを第１レイヤに描画し、第１表
示形態で表示するように指定されている手書き情報を第１レイヤに関連付けられた第２レ
イヤに描画し、第２表示形態で表示するように指定されている手書き情報を第１レイヤに
関連付けられていない第３レイヤに描画する。そして、第１レイヤと第２レイヤと第３レ
イヤとを重ね合わせて画面情報を生成する。
【００３４】
　表示部１３は、制御部１１（又は画像処理部１２）から取得した画面情報に従って、文
字、数値、図形、装置の動作状態等の情報といった一般的な画像及び映像を、図２に示す
表示領域に表示する。表示方式としては、マイクロカプセル電気泳動方式、電子粉流体方
式、液晶方式、エレクトロウェッティング方式、化学変化方式などがある。このうち液晶
方式の場合には、個々の画素を点として扱うことができ、部分的な表示の変更をリアルタ
イムで行うことが容易であるが、液晶方式以外の方式を用いた場合は、表示している画像
の一部を変更することが困難であり、結果として、現在表示されているページを一度消去
した後、制御部１１（又は画像処理部１２）から取得した画面情報に従って、再度描画を
行わなければならないといった制限が生じる。
【００３５】
　なお、上記のマイクロカプセル電気泳動方式は、透明のマイクロカプセルの中に、帯電
した白と黒の粒子が油と共に詰められており、電気の強弱によってこれら粒子を移動させ
ることで表示を行う。また、電子粉流体方式は、細かい粒子に特殊加工を施した高い流動
性のある物質に電気をかけ、密度を変化させることで表示を行う。また、液晶方式は、異
なる波長の光を選択的に反射するコレステリック液晶層などを使用して多色カラー表示を
行う。また、エレクトロウェッティング方式は、水と色のついた油に電気をかけ、電気の
強弱に応じて溶かしたり弾かせたりすることによって表示を行う。また、化学変化方式は
、有機物や無機物の酸化還元反応を利用したものであり、電気や熱を利用して発色させて
表示を行う。
【００３６】
　手書き入力部１４は、ユーザが手書き情報を入力するための装置であり、例えば、表示
部１３上にマトリクス状に配置された透明電極からなるタッチセンサなどで構成され、手
や指、スタイラスペンなどのタッチを検出し、タッチ位置の移動軌跡を手書き情報として
制御部１１に出力する。このタッチセンサは、押圧を検知する感圧式としてもよいし、静
電気を検知する静電容量式、ペンに埋め込まれた磁石の磁気などを検知する電磁式などと
してもよい。
【００３７】
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　操作部１５は、画像表示装置１０の設定や濃度調整、ページ切り換え、拡大／縮小表示
、データ加工等の指示をするためのスイッチやボタンなどのハードスイッチであり、この
ハードスイッチの操作に応じた信号を制御部１１に出力する。なお、省スペースを確保す
るために、ハードスイッチに代えて若しくはハードスイッチと共に、手書き入力部１４で
操作するアイコンなどのソフトスイッチを用いてもよい。
【００３８】
　通信部１６は、外部との通信を行う為のプロトコルを司る装置であり、外部インターフ
ェース１７を介して、他の画像表示装置や別のデバイスと接続して通信する際に、データ
の形式、順序、大きさ等、通信する相手に合わせてデータを加工するソフトウェア的な処
理を行う。
【００３９】
　外部インターフェース１７は、有線若しくは無線により、他の画像表示装置や別のデバ
イスと接続して通信を行う。
【００４０】
　電源部１８は、画像表示装置１０に電気を供給するための装置であり、電池式のものや
、ケーブルで接続するものなど、その手段は問わない。また、省電力の為に、一定時間ユ
ーザが操作を行わない時に、電気の供給の全部もしくは一部を遮断する電源管理も行うこ
ともできる。
【００４１】
　なお、図１は、本実施例の画像処理装置１０の一例であり、その構成や制御は適宜変更
可能である。例えば、図１では、制御部１１とは別に画像処理部１２を設け、画像処理部
１２に画面情報を生成させる構成としたが、制御部１１で動作する表示制御プログラムに
画像処理部１２の機能を持たせてもよく、その場合は、画像処理部１２を省略することも
できる。
【００４２】
　以下、本実施例の画像表示装置１０を用いた表示制御方法について説明する。ＣＰＵ１
１ａは、表示制御プログラムをＲＯＭ１１ｂから読み込んで実行することにより、図３乃
至図７のフローチャートに示す処理を実行する。なお、以下の説明において、ドキュメン
トデータは、予め外部インターフェース１７を介して通信部１６が読み込み、二次記憶部
１１ｄに保存されているものとする。
【００４３】
　まず、画像表示装置１０の制御部１１は、前処理を行う（Ｓ１０１）。図４は、前処理
の詳細を示しており、この前処理は、別途保存されている手書き情報（指定情報が付加さ
れていない手書き情報、例えば、本実施例の画像表示装置１０ではない他の装置で入力さ
れた手書き情報など）を本実施例の第２表示形態で表示する情報として組み入れるために
行う。
【００４４】
　具体的には、制御部１１は、二次記憶部１１ｄに予め保存しているドキュメントデータ
を読み出す（Ｓ２０１）。次に、制御部１１は、二次記憶部１１ｄに手書き情報のデータ
が保存されているかを判断し（Ｓ２０２）、手書き情報のデータが保存されていない場合
は、制御部１１は、画像処理部１２を制御して、読み出したドキュメントデータに基づく
ドキュメントを第１レイヤに描画させて画面情報を生成させ、その画面情報を表示部１３
に送信して表示させ（Ｓ２０３）、前処理を終了する。
【００４５】
　一方、手書き情報のデータが保存されている場合は、制御部１１は、二次記憶部１１ｄ
に保存している手書き情報のデータを読み出し（Ｓ２０４）、読み出した手書き情報に対
して表示形態が指定されているか（すなわち、手書き情報のデータに指定情報が付加され
ているか）を判断する（Ｓ２０５）。表示形態が指定されていない（指定情報が付加され
ていない）場合は、制御部１１は、ユーザに表示形態を選択させる（Ｓ２０６）。一方、
表示形態が指定されている（指定情報が付加されている）場合は、制御部１１は、指定情
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報に基づいて、指定されている表示形態が第１表示形態であるか第２表示形態であるかを
判断する（Ｓ２０７）。
【００４６】
　そして、指定されている表示形態又はユーザに選択された表示形態が第１表示形態の場
合は、制御部１１は、読み出した手書き情報のデータのヘッダなどに、第１表示形態とし
て扱うための指定情報を付加する（Ｓ２０８）。一方、指定されている表示形態又はユー
ザに選択された表示形態が第２表示形態に場合は、制御部１１は、読み出した手書き情報
のデータのヘッダなどに、第２表示形態として扱うための指定情報を付加する（Ｓ２０９
）。なお、付加する指定情報は、制御部１１が手書き情報を第１表示形態若しくは第２表
示形態で表示する手書き情報である（すなわち、第２レイヤ若しくは第３レイヤに描画す
る手書き情報である）ことを認識できる情報であればよい。そして、制御部１１は、画像
処理部１２を制御して、ドキュメントデータに基づくドキュメントを第１レイヤに描画さ
せ、手書き情報を第２レイヤ若しくは第３レイヤに描画させ、第１レイヤと第２レイヤと
第３レイヤを重ね合わせた画面情報を生成させ、その画面情報を表示部１３に送信して表
示させ（Ｓ２１１）、前処理を終了する。
【００４７】
　図３のフローチャート図に戻って、制御部１１は、現在設定されている手書き情報の入
力形態（すなわち、手書き情報を第１表示形態で表示する情報として受け付けるか、第２
表示形態で表示する情報として受け付けるか）を判別する（Ｓ１０２）。なお、手書き情
報の入力形態はユーザが操作部１５を操作して設定するものとする。そして、手書き情報
を第２表示形態で表示する情報として受け付ける場合は、制御部１１は、入力された手書
き情報を第２表示形態のデータ（すなわち、第３レイヤの描画データ）に追記する（Ｓ１
０３）。
【００４８】
　一方、手書き情報を第１表示形態で表示する情報として受け付ける場合は、制御部１１
は、第１表示形態での手書き入力処理を行う（Ｓ１０４）。図５は、第１表示形態での手
書き入力処理の詳細を示しており、ドキュメント及び／又は第１表示形態で表示する情報
として扱う手書き情報の一部を第２表示形態で表示する情報として扱うことができるよう
にするために行う。
【００４９】
　具体的には、制御部１１は、手書き入力部１４から出力される信号に基づいて、ドキュ
メント及び／又は第１表示形態で表示される手書き情報の一部を選択若しくは範囲指定す
る操作（例えば、枠を手書きする操作）が行われたかを判断する（Ｓ３０１）。選択若し
くは範囲指定する操作でない（すなわち、単なる手書き入力である）場合は、制御部１１
は、入力された手書き情報を第１表示形態のデータ（すなわち、第２レイヤの描画データ
）に追記し（Ｓ１０３）、第１表示形態での手書き入力処理を終了する。
【００５０】
　一方、選択若しくは範囲指定する操作である場合は、制御部１１は、選択若しくは範囲
指定した部分を第２表示形態で表示する情報として扱うように指定されているか、選択若
しくは範囲指定した部分以外の部分を第２表示形態で表示する情報として扱うように指定
されているかを判断する（Ｓ３０３）。そして、制御部１１は、選択若しくは範囲指定し
た部分を第２表示形態のデータとして扱うように指定されている場合は、当該部分のドキ
ュメント及び／又は手書き情報を第２表示形態のデータ（すなわち、第３レイヤの描画デ
ータ）に追記（Ｓ３０４）、選択若しくは範囲指定した部分以外の部分を第２表示形態の
データとして扱うように指定されている場合は、当該部分以外の部分のドキュメント及び
／又は手書き情報を第２表示形態のデータに追記し（Ｓ３０５）、第１表示形態での手書
き入力処理を終了する。
【００５１】
　再び、図３のフローチャート図に戻って、制御部１１は、手書き入力部１４から出力さ
れる信号に基づいて、手書き情報が更新されたかを判断し（Ｓ１０５）、手書き情報が更
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新されていない場合は、Ｓ１０９に遷移する。一方、手書き情報が更新された場合は、制
御部１１は、更新された手書き情報のデータに、Ｓ１０２で判別した入力形態に従って指
定情報を付加し（Ｓ１０６）、手書き情報のデータを一次記憶部１１ｃに保存する（Ｓ１
０８）。そして、制御部１１は、画像処理部１２を制御して、指定情報に従って手書き情
報を第２レイヤ若しくは第３レイヤに描画させ、第１レイヤと第２レイヤと第３レイヤを
重ね合わせた画面情報を生成させ、その画面情報を表示部１３に送信して表示させる（Ｓ
１０８）。
【００５２】
　次に、制御部１１は、ドキュメントに対する操作（例えば、操作部１５に予め設けたド
キュメント用のハードスイッチの操作）によって、ドキュメントの改ページ、表示領域移
動（スクロール）、拡大／縮小が指示されたかを判断し（Ｓ１０９）、上記いずれかの指
示を行われた場合は、ドキュメントの描画処理を行う（Ｓ１１０）。図６は、ドキュメン
トの描画処理の詳細を示しており、ドキュメントの表示状態が変更されても、第２の表示
形態で表示されている手書き情報の、表示領域に対する絶対位置が変更しないようにする
ために行う。
【００５３】
　具体的には、制御部１１は、改ページが指示されたかを判断し（Ｓ４０１）、改ページ
が指示された場合は、改ページ先のドキュメントデータを二次記憶部１１ｄから読み出す
（Ｓ４０２）。そして、制御部１１は、改ページ先の第１表示形態のデータ（改ページ先
のドキュメントに関連付けられた手書き情報）が存在するかを判断し（Ｓ４０３）、存在
する場合は、二次記憶部１１ｄに保存している改ページ先の第１表示形態のデータを読み
出す（Ｓ４０４）。
【００５４】
　また、Ｓ４０１で、改ページが指示されていない場合は、制御部１１は、表示領域移動
（スクロール）が指示されたかを判断し（Ｓ４０５）、表示領域移動が指示された場合は
、表示領域の移動先のドキュメントデータを二次記憶部１１ｄから読み出す（Ｓ４０６）
。そして、制御部１１は、移動先の第１表示形態のデータ（移動先のドキュメントに関連
付けられた手書き情報）が存在するかを判断し（Ｓ４０７）、存在する場合は、二次記憶
部１１ｄに保存している移動先の第１表示形態のデータを読み出す（Ｓ４０８）。
【００５５】
　また、Ｓ４０５で、表示領域移動が指示されていない場合は、制御部１１は、拡大／縮
小等の画像処理が指示されたかを判断し（Ｓ４０９）、拡大／縮小等の画像処理が指示さ
れない場合はＳ４１５に遷移し、拡大／縮小等の画像処理が指示された場合は、ドキュメ
ントデータを二次記憶部１１ｄから読み出し、拡大／縮小等の画像処理を行う（Ｓ４１０
）。そして、制御部１１は、第１表示形態のデータ（画像処理の元となるドキュメントに
関連付けられた手書き情報）が存在するかを判断し（Ｓ４１１）、存在する場合は、二次
記憶部１１ｄに保存している第１表示形態のデータを読み出し、ドキュメントデータと同
様に、拡大／縮小等の画像処理を行う（Ｓ４１２）。
【００５６】
　その後、制御部１１は、第２表示形態のデータ（ドキュメントに関連付けられていない
手書き情報）が存在するかを判断し（Ｓ４１３）、存在する場合は、一次記憶部１１ｃに
保存している第２表示形態のデータを読み出す（Ｓ４１４）。なお、ここでは第２表示形
態のデータを読み出すだけであり、画像処理等は行わない。そして、制御部１１は、画像
処理部１２を制御して、ドキュメントデータに基づくドキュメントを第１レイヤに描画さ
せ、存在する手書き情報を第２レイヤ若しくは第３レイヤに描画させ、第１レイヤと第２
レイヤと第３レイヤを重ね合わせた画面情報を生成させ、その画面情報を表示部１３に送
信して表示させ（Ｓ４１５）、ドキュメントの描画処理を終了する。
【００５７】
　再び、図３のフローチャート図に戻って、制御部１１は、ドキュメントに対する操作と
は異なる所定の操作（例えば、操作部１５に予め設けた手書き情報用のハードスイッチの
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操作）によって、第２表示形態の表示領域移動（スクロール）、拡大／縮小が指示された
かを判断し（Ｓ１１１）、上記いずれかの指示が行われた場合は、第２表示形態の手書き
情報の描画処理を行う（Ｓ１１２）。図７は、この第２表示形態の手書き情報の描画処理
の詳細を示しており、第２表示形態で表示されている手書き情報の表示状態が変更されて
も、ドキュメント及び／又は第１の表示形態で表示されている手書き情報の、表示領域に
対する絶対位置が変更しないようにするために行う。
【００５８】
　具体的には、制御部１１は、表示領域移動（スクロール）が指示されたかを判断し（Ｓ
５０１）、表示領域移動が指示された場合は、一次記憶部１１ｃに保存している第２表示
形態のデータを読み出し、表示領域移動を行う（Ｓ５０２）。また、Ｓ５０１で、表示領
域移動が指示されていない場合は、制御部１１は、拡大／縮小等の画像処理が指示された
かを判断し（Ｓ５０３）、拡大／縮小等の画像処理が指示されなかった場合はＳ５０８に
遷移し、拡大／縮小等の画像処理が指示された場合は、一次記憶部１１ｃに保存している
第２表示形態のデータを読み出し、拡大／縮小等の画像処理を行う（Ｓ５０４）。そして
、制御部１１は、ドキュメントデータを二次記憶部１１ｄから読み出す（Ｓ５０５）。な
お、ここではドキュメントデータを読み出すだけであり、画像処理等は行わない。
【００５９】
　次に、制御部１１は、第１表示形態のデータが存在するかを判断し（Ｓ５０６）、存在
する場合は、第１表示形態のデータ（ドキュメントに関連付けられた手書き情報）を一次
記憶部１１ｃから読み出す（Ｓ５０７）。なお、ここでも第１表示形態のデータを読み出
すだけであり、画像処理等は行わない。そして、制御部１１は、画像処理部１２を制御し
て、ドキュメントデータに基づくドキュメントを第１レイヤに描画させ、存在する手書き
情報を第２レイヤ若しくは第３レイヤに描画させ、第１レイヤと第２レイヤと第３レイヤ
を重ね合わせた画面情報を生成させ、その画面情報を表示部１３に送信して表示させ（Ｓ
５０８）、第２表示形態の手書き情報の描画処理を終了する。
【００６０】
　再び、図３のフローチャート図に戻って、制御部１１は、操作部１５から出力される信
号に基づいて、ユーザによって閲覧を終了する操作が行われたかを判断し（Ｓ１１３）、
閲覧を終了しない場合はＳ１０２に戻って同様の処理を繰り返す。一方、閲覧を終了する
場合は、制御部１１は、後処理を行う（Ｓ１１４）。図８は、この後処理の詳細を示して
おり、ドキュメントデータや手書き情報のデータを保存する際に、ドキュメントデータと
一緒に保存するか、別に独立して第２表示形態単体で保存するかを選択できるようにする
ために行う。
【００６１】
　具体的には、制御部１１は、操作部１５から出力される信号に基づいて、手書き情報の
データを保存する操作が行われたかを判断する（Ｓ６０１）。手書き情報のデータを保存
しない場合はＳ６０８に遷移し、手書き情報のデータを保存する場合は、制御部１１は、
一次記憶部１１ｃに保存している手書き情報のデータを読み出し（Ｓ６０２）、手書き情
報をドキュメントデータ内に保存する設定であるかを判断する（Ｓ６０３）。
【００６２】
　手書き情報をドキュメントデータ内に保存する設定の場合は、制御部１１は、ドキュメ
ントデータに第２表示形態（又は第１表示形態及び第２表示形態）の手書き情報を付加し
（Ｓ６０４）、手書き情報を付加したドキュメントデータを二次記憶部１１ｄに記録する
（Ｓ６０５）。一方、手書き情報をドキュメントデータ内に保存しない設定の場合は、制
御部１１は、第２表示形態（又は第１表示形態及び第２表示形態）の手書き情報のデータ
をドキュメントデータとは別のデータとして、二次記憶部１１ｄに記録し（Ｓ６０６）、
ドキュメントデータを二次記憶部１１ｄに記録する（Ｓ６０７）。
【００６３】
　その後、制御部１１は、一次記憶部１１ｃに保存している第１表示形態の手書き情報の
データ及び第２表示形態の手書き情報のデータを消去し（Ｓ６０８）、後処理を終了する
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。
【００６４】
　以下、上述した手書き情報の表示制御について、図９乃至図１２を参照して具体的に説
明する。
【００６５】
　図９に示すように、本実施例の画像表示装置１０は、ドキュメントを描画するレイヤ（
図の第１レイヤ２１）とドキュメントに関連付けて手書き情報を描画するレイヤ（図の第
２レイヤ２２）とドキュメントに関連付けずに（表示領域に対して固定して）手書き情報
を描画するレイヤ（図の第３レイヤ２３）とを重ね合わせて、そのページを表示している
ため、あるページ（図のｎページ）から次のページ（図のｎ＋１ページ）にページを移動
させた場合、第２レイヤ２２に描画した手書き情報（第１表示形態の手書き情報）は更新
されるが、第３レイヤ２３に描画した手書き情報（第２表示形態の手書き情報）は更新さ
れず、そのまま表示される。
【００６６】
　具体的には、図１０（ａ）に示すように、ドキュメントが第１レイヤ２１に描画されて
ｎページが表示されている状態で、図１０（ｂ）に示すように、手書き情報を入力した場
合、手書き情報を第２表示形態で表示される情報として扱う設定になっていれば（図３の
Ｓ１０２の右分岐）、手書き情報は第２表示形態のデータに追記されるため（図３のＳ１
０３）、ｎ＋１ページにページを移動させても（図６のＳ４０１のＹｅｓ）、図１０（ｃ
）に示すように、手書き情報は更新されることなく（図６のＳ４１４）、そのまま表示さ
れる。同様に、図１０（ｄ）に示すように、ｎ＋１ページで手書き情報を更新した場合（
図３のＳ１０５のＹｅｓ）、手書き情報には第２表示形態で表示される情報として扱うた
めの指定情報が付加されるため（図３のＳ１０６）、ｎ＋２ページにページを移動させて
も、図１０（ｅ）に示すように、ｎページで入力した手書き情報及びｎ＋１ページで入力
した手書き情報はそのまま表示される。すなわち、移動先のページでも、移動元のページ
で入力した手書き情報を参照することができる。
【００６７】
　また、本実施例の画像表示装置１０では、図１１（ａ）に示すように、ドキュメントの
あるページを表示領域全体に表示した状態で、ドキュメントを拡大／縮小した場合（図６
のＳ４０９のＹｅｓ）、第２表示形態で表示する情報として保存された手書き情報（第３
レイヤ２３の手書き情報）はドキュメントに関連付けられていないため、図１１（ｂ）に
示すように、手書き情報は拡大されることなく（図６のＳ４１４）、元の倍率で表示され
るため、手書き情報がドキュメントの閲覧の妨げになることはない。また、ドキュメント
を拡大して表示している状態で、別の場所を表示させる（画面をスクロールする）場合で
も（図６のＳ４０５のＹｅｓ）、図１１（ｃ）のように、手書き情報は表示領域から消え
ることなくそのまま表示されるため、手書き情報を確認しながらドキュメントを読み進め
ることができる。また、ページを縮小した場合でも、図１１（ｄ）のように、手書き情報
は縮小されることなく元の倍率で表示されるため、手書き情報の解読が困難になることは
ない。
【００６８】
　また、本実施例の画像表示装置１０では、図１２（ａ）に示すように、ドキュメントに
手書き入力した状態で、図１２（ｂ）に示すように、ドキュメントの一部及び／又は第１
表示形態の手書き情報の一部又は全部を指定した場合（図５のＳ３０１のＹｅｓ）、指定
した範囲内のドキュメント及び／又は第１表示形態の手書き情報は第２表示形態のデータ
に追記（図５のＳ３０４）、若しくは、指定した範囲外のドキュメント及び／又は第１表
示形態の手書き情報は第２表示形態のデータに追記されるため（図５のＳ３０５）、それ
らを第２表示形態の手書き情報と同様に扱うことができ、図１２（ｃ）に示すように、そ
れらを他のページに表示させることができる。
【００６９】
　また、本実施例の画像表示装置１０では、図１３（ａ）に示すように、ドキュメントに
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手書き入力した状態で、第２表示形態の手書き情報（第３レイヤに描画した手書き情報）
に対して表示領域移動（図７のＳ５０１のＹｅｓ）を指示した場合、当該手書き情報に対
して表示領域移動（図７のＳ５０２）が行われるが、ドキュメントや第１表示形態の手書
き情報に対してはこれらの処理を行われないため（図７のＳ５０５、Ｓ５０７）、図１３
（ｂ）に示すように、ドキュメントや第１表示形態の手書き情報の表示状態を変えずに、
第２表示形態の手書き情報のみを移動させることができる。また、第２表示形態の手書き
情報に対して拡大／縮小等の画像処理（図７のＳ５０３のＹｅｓ）を指示した場合、当該
手書き情報に対して拡大／縮小等の画像処理（図７のＳ５０４）が行われるが、ドキュメ
ントや第１表示形態の手書き情報に対してはこれらの処理を行われないため（図７のＳ５
０５、Ｓ５０７）、図１３（ｃ）に示すように、ドキュメントや第１表示形態の手書き情
報の表示状態を変えずに、第２表示形態の手書き情報のみを拡大／縮小することができる
。
【００７０】
　なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない限り
において、その構成や制御は適宜変更可能である。
【００７１】
　例えば、上記実施例では、第１表示形態の手書き情報を第２レイヤに描画し、第２表示
形態の手書き情報を第３レイヤに描画し、第１レイヤと第２レイヤと第３レイヤとを重ね
合わせて表示する場合について説明したが、手書き情報を第３レイヤのみに描画し、第１
レイヤと第３レイヤとを重ね合わせて表示する（すなわち、手書き情報を常にドキュメン
トに関連付けない）場合に対しても適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００７２】
　本発明は、手書き入力が可能で、ドキュメントと手書き情報を併せて表示可能な画像表
示装置、当該画像表示装置で動作する表示制御プログラム及びその表示制御プログラムを
記録した記録媒体、当該画像表示装置を用いた表示制御方法に利用可能である。
【符号の説明】
【００７３】
　１０　画像表示装置
　１１　制御部
　１１ａ　ＣＰＵ
　１１ｂ　読み出し専用記憶部
　１１ｃ　一次記憶部
　１１ｄ　二次記憶部
　１２　画像処理部
　１３　表示部
　１４　手書き入力部
　１５　操作部
　１６　通信部
　１７　外部インターフェース
　１８　電源部
　２１　第１レイヤ
　２２　第２レイヤ
　２３　第３レイヤ
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【図１１】 【図１２】



(20) JP 5862610 B2 2016.2.16
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【図１５】 【図１６】
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