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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目的位置を含まない画像を表示する表示画面に前記目的位置を含む所定の倍率の画像を
表示させるための方法であって、
　前記表示画面に表示された前記目的位置を含まない画像上の第一の位置のオペレータに
よる選択を受け付けるステップと、
　前記表示画面に表示された前記目的位置を含まない画像の中心に対して前記第一の位置
と点対称となる第二の位置を設定するステップと、
　前記第二の位置を倍率変更の中心として、前記表示画面に表示された前記目的位置を含
まない画像の表示倍率を前記オペレータにより所定の指示があるまで小さくしていき前記
目的位置を含む画像を表示するステップと、
　前記倍率変更後の前記表示画面に表示された前記目的位置を含む画像上で、前記目的位
置またはその近傍の前記オペレータにより指示された指定ポイントを前記表示画面に表示
された前記目的位置を含む画像の中心として、前記目的位置を含む画像を前記所定の倍率
まで大きくして表示するステップと、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記第一の位置は、前記表示画面に表示された前記目的位置を含まない画像の中心から
前記目的位置に向かう方向に位置する、請求項１の方法。
【請求項３】
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　前記画像は地図情報またはＣＡＤ情報を含む、請求項２の方法。
【請求項４】
　前記表示画面は、コンピュータ、ＣＡＤシステム、カーナビゲーション・システム、携
帯端末および顕微鏡のうちのいずれか一つの機器によって表示され、
　前記所定の倍率は、当該機器へのオペレータによる操作に起因して設定される、請求項
１の方法。
【請求項５】
　前記第一の位置、および前記指定ポイントは、前記表示画面に表示されるポインタの位
置に応じて設定される、請求項４の方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法によって画像を表示できる表示画面を有するコンピュータ、ＣＡ
Ｄシステム、カーナビゲーション・システム、携帯端末および顕微鏡のうちのいずれか一
つの機器。
【請求項７】
　コンピュータ、ＣＡＤシステム、カーナビゲーション・システム、携帯端末および顕微
鏡のうちのいずれか一つの機器の表示画面であって、目的位置を含まない画像を表示する
前記表示画面に、前記目的位置を含む所定の倍率の画像を表示させるためのプログラムで
あって、前記プログラムは、前記一つの機器に、
　前記表示画面に表示された前記目的位置を含まない画像上の第一の位置のオペレータに
よる選択を受け付けるステップと、
　前記表示画面に表示された前記目的位置を含まない画像の中心に対して前記第一の位置
と点対称となる第二の位置を設定するステップと、
　前記第二の位置を倍率変更の中心として、前記表示画面に表示された前記目的位置を含
まない画像の表示倍率を前記オペレータにより所定の指示があるまで小さくしていき前記
目的位置を含む画像を表示するステップと、
　前記倍率変更後の前記表示画面に表示された前記目的位置を含む画像上で、前記目的位
置またはその近傍の前記オペレータにより指示された指定ポイントを前記表示画面に表示
された前記目的位置を含む画像の中心として、前記目的位置を含む画像を前記所定の倍率
まで大きくして表示するステップと、
　を実行させる、プログラム。
【請求項８】
　前記第一の位置は前記表示画面に表示された前記目的位置を含まない画像の中心から前
記目的位置に向かう方向に位置する、請求項７のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的には表示画面への画像表示方法に関する。本発明は、より詳細には、
コンピュータ等の表示画面に表示される地図等の画像上で目的位置の画像を表示させるた
めの方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コンピュータ技術の進歩およびインターネットの普及により、コンピュータの表
示画面に詳細で鮮明な地図画像を表示できるようになった。コンピュータでは、通常各種
の画像表示ソフトウエア（ビューワー）が実行されることにより画像が画面に表示される
。地図画像は、コンピュータに限られず、カーナビーションシステム、携帯電話などの携
帯端末においても同様に表示される。また、従来からＣＡＤシステムでは、半導体回路や
機械の設計情報（配置、接続）などの画像が表示画面に表示される。さらに、光学式ある
いは電子式の顕微鏡では、ミクロな物質の表面状態などが画像として表示画面に表示され
る。
【０００３】
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　これらの表示画像は、使用される画像表示ソフトウエア（ビューワー）の実行下で、各
機器のオペレータの操作により、拡大されたり縮小されたりしながら表示される。すなわ
ち、表示画面に表示される画像の範囲は任意に変更される。今、表示画面に表示された地
図画像を想定する。最初に表示された地図画像の表示倍率が大きいとする。すなわち、地
図画像が所定の倍率で拡大されているとする。言い換えれば、表示画面に表示される地図
の範囲（領域）が狭いとする。次に、その地図画像の現在地（スタート位置）から画面に
表示されていない他の目的地を探しながら移動する場合を想定する。
【０００４】
　その場合、例えば次の２つの従来方法がある。第一の方法は、現状の拡大倍率を変えず
に、目的地にたどりつくまで、表示画面に表示される地図画像を順次移動させる。第二の
方法は、最初に目的地が表示画面に表示されるまで倍率を小さくして、その後目的地を表
示画像の中心にした後、画像を所定の倍率まで拡大する。
【０００５】
　第一の方法の場合、目的地を見つけるまで何回も画像の移動を繰り返す必要がある。ま
た、移動方向に沿った位置に必ずしも目的地があるとは限らないために、途中で移動方向
を変えながら何度も移動を繰り返す必要がある。探す位置（目的地）が不慣れな場所であ
る場合、特に繰り返し回数が増える傾向がある。
【０００６】
　第二の方法の場合、最初に表示倍率を小さくするので、縮小後の画像での目的地は見つ
けやすくなる。しかし、画像の倍率を小さく（大きく）する場合、通常ビューワーは、表
示画像の中心を基準（仮想中心）として画像を縮小（拡大）する。したがって、縮小前の
現在地が表示画像の中央部にある場合、縮小後において、目的地へ向かう方向と反対側の
表示領域は、本来見る必要のない無駄な領域となってしまう。すなわち、現在地から目的
地の間の領域だけ、あるいはその領域を大部分として、倍率縮小後の画像を表示させるこ
とができない。このことは、目的地の画像の倍率を大きくする場合も同様である。すなわ
ち、目的地を表示画像の中央にもってきた場合、その拡大後の画像は最初の現在地（スタ
ート地点）へ向かう方向と反対側の表示領域は本来見る必要のない無駄な領域となってし
まう。こうした無駄な表示領域を少なくするためには、倍率変更の中心（仮想中心）の設
定と倍率変更を交互に何度も繰り返す必要がある。この問題は、地図画像に限られず、CA
D画像や顕微鏡の画像などにおいても同様に起こり得る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、上述した従来技術の問題点を改善し、表示画面に表示された画像にお
いて、目的位置での画像を効率的に表示することである。
【０００８】
　本発明の目的は、オペレータによって表示倍率を任意に変えることができる表示画像に
おいて、現在位置から目的位置へできるだけ少ない作業で移動し、その目的位置での画像
を迅速に表示することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によれば、表示画面に表示される画像上の目的位置での画像を表示させるための
方法であって、目的位置が表示されていない画像を表示画面に表示するステップと、表示
画面に表示された画像上で特定された第一の位置と、その表示画像の中心に対して点対称
となる第二の位置を設定するステップと、第二の位置を中心として、表示画像の表示倍率
を目的位置が確認できる程度の所定の倍率まで小さくしてその画像を表示するステップと
、　倍率変更後の表示画像上で、目的位置またはその近傍の指定ポイントを中心として、
その表示画像を所定の倍率まで大きくして表示するステップと、を含む方法が提供される
。
【００１０】
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　本発明によれば、コンピュータ、ＣＡＤシステム、携帯端末および顕微鏡を含むグルー
プから選択された一つの機器の表示画面に目的位置を含む画像を表示させるためのプログ
ラムであって、その一つの機器に、目的位置が表示されていない画像を表示画面に表示す
るステップと、表示画面に表示された画像上で特定された第一の位置と、その表示画像の
中心に対して点対称となる第二の位置を設定するステップと、第二の位置を中心として、
表示画像の表示倍率を目的位置が確認できる程度の所定の倍率まで小さくしてその画像を
表示するステップと、倍率変更後の表示画像上で、目的位置またはその近傍の指定ポイン
トを中心として、その表示画像を所定の倍率まで大きくして表示するステップと、を実行
させることにより、表示画面に目的位置を含む画像を表示させるプログラムが提供される
。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、オペレータによって表示倍率を任意に変えることができる表示画像に
おいて、現在位置から目的位置へ移動する際に、きるだけ少ない作業で移動し、その目的
位置での画像を迅速に表示することができる。また、その際に、現在位置から目的位置ま
での間の領域以外の画像をできるだけ表示させることなく目的位置へ移動をすることがで
きる。その目的位置での画像を迅速に表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明について図面を参照しながら以下に説明する。説明に際して、本発明の内容をよ
り明確にするために、適時従来の方法の図も参照する。図１にコンピュータ（ＰＣ）に表
示画面に表示された一つの画像を示す。図１の画像の表示倍率は小さい。ここで、図１の
左端のＡ位置から右端のＢ位置まで、その途中を探索しながら移動する場合を想定する。
【００１３】
図２は、上述した従来の第一の方法を示す図である。図２の表示画像の表示倍率は大きい
。（ａ）ではＡ位置がほぼ画像の中央にある。（ａ）の拡大画像で、ＰＣのスクロールバ
ーやスパイダーボタンを操作して、表示画像を右方向に移動させる。その際、表示画像は
（ｂ）から（ｅ）のように変わり、（ｆ）まで来た時に目的位置であるＢ位置が表示され
る。図２では、（ａ）から（ｆ）までの５回の移動（スクロール）でＢ位置に到着してい
る。しかし、実際にはＢ地点はＡ地点から見て必ずしも水平方向にあるわけではない。し
たがって、（ｂ）から（ｅ）の移動の間で、表示倍率を小さくしたり、あるいは上下（垂
直）方向で移動をしたりする必要がある。その結果、移動（スクロール）回数は図２の理
想的な場合よりも多くなる。
【００１４】
　図３は、上述した従来の第二の方法を示す図である。（ａ）は図２の（ａ）と同様の拡
大画像である。中央部にスタート位置であるＡ位置がある。（ｂ）から（ｆ）までは、順
次表示倍率を小さくしていった場合を示す。倍率変更は、通常コンピュータのマウスポイ
ンタにより、画面上の倍率設定の選択を繰り返しながらおこなう。表示画像はその中心を
基準（仮想中心）として画像を縮小（拡大）する。したがって、（ｂ）から（ｆ）までの
画像において、Ａ位置の左側の領域Ｘは、本来見る必要のない無駄な領域である。その領
域Ｘが表示されてしまう分、目的位置であるＢ位置の表示が遅れる。すなわち、Ｂ位置が
表示されるまでの倍率変更（縮小設定）の回数が増える。Ｂ位置が表示可能となる倍率が
小さくなり、画像が小さくなって見難くなる。（ｆ）でＢ位置が表示された後、Ｂ位置を
中心にして画像を拡大する。（ｇ）と（ｈ）はそのＢ位置が表示された画像が拡大されて
いく様子を示す図である。
【００１５】
　図４は本発明の方法を説明するための図である。（ａ）は図２（ａ）と図３（ａ）と同
様な図である。スタート位置であるＡ位置が拡大された画像の中央部にある。（ｂ）から
（ｄ）までは、（ａ）の画像の倍率を小さくしていった場合の画像である。図２の従来例
と異なる点は、（ｂ）から（ｄ）までの各画像において、Ａ位置が画像の左端にあること
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である。このように画像を縮小することにより、Ａ位置の左側の領域（図３のＸ）の表示
ができるだけされないようにする。
【００１６】
　図５は、図４の（ｂ）から（ｄ）までの画像変更の詳細を示す図である。図５（ａ）に
おいて、例えばコンピュータのオペレータは、マウスポインタ１０により、画像の右端部
分のＣを選択する。すると、画像の中心に対してＣ点と対称な点Ｄが倍率変更のための仮
想中心として自動的に設定される。図５（ａ）の十字記号１２がその仮想中心Ｄを示す。
ただし、実際にはその十字記号１２は画面には表示されない。なお、仮想中心Ｄは、必ず
しも画像の中心に対してＣ点と対称な点として定める必要はない。要はＣ点に対して、画
像の中心にからみて反対側（図５では画像の左半分の領域）に位置する点であればよい。
したがって、仮想中心Ｄは、画像の中心を基準として定めるのではなく、例えば、Ｃ点か
らＡ位置へ結ぶ線上の画像の端に近い（Ｃ点から遠い）任意の点として定めることもでき
る。その際、仮想中心Ｄはできるだけ画像の端に近い（Ｃ点から遠い）ことが望ましい。
【００１７】
オペレータがマウスポインタ１０で点Ｃを指示している間（クリックし続けている間）、
仮想中心Ｄを中心として画像の倍率が小さくなる。画像は図４の（ｂ）から（ｄ）に示さ
れるように移動（変化）する。見た目には、仮想中心Ｄが固定され、指示した点Ｃが画像
の右方向へ移動するように見える。図５（ｂ）はその途中の様子を示す一図である。この
場合、Ａ位置と仮想中心Ｄの間の間隔は、倍率が小さくなるにつれて、短く（狭く）表示
される。その結果、Ａ位置の左側の領域（図３のＸ）の表示を少なくすることができる。
また、画面上の指示点であるＣ点をクリックしたまま移動させると、それに応じて（自動
的に）仮想中心ＤもＣ点の対称位置に移動し、倍率変化の方向を変えることができる。そ
の結果、さらに目的地を効率よく探すことが出来る。
【００１８】
　目的地であるＢ位置が現れてきたら、マウスポインタ１０での指示点をＣからＢ位置に
移動し、マウスボタンを離す。ただし、実際にはその十字記号１４は画面には表示されな
い。マウスボタンを離した後は、仮想中心Ｂを画像の中心に移動され、画像の倍率が大き
くなる。そして、図４（ｆ）のようにＢ位置での拡大画像が得られる。図４（ｅ）はその
拡大の途中の様子を示す図である。画像は、元画像である図４（ａ）と同じ倍率まで拡大
される。なお、拡大の倍率は画像の状態に応じて任意に変更（設定）してもよい。
【００１９】
　図３と図４の比較から明らかなように、本発明によれば、Ａ位置からＢ位置への移動過
程において、本来的に無駄な領域であるＡ位置の左側の領域（図３のＸ）の表示を最小限
に抑えることができる。本発明によれば、移動のための作業（マウスポインタのクリック
など）を軽減することができる。本発明によれば、目的位置を見つけるまでの画像の倍率
変更（縮小）回数を減らすことができる。
【００２０】
　本発明の方法は、パーソナル・コンピュータ（ＰＣ）、カーナビゲーション・システム
などの表示画面を有する機器で利用できる。例えば、ＰＣで動作する地図画像表示用のソ
フトウエアにより実現できる。本発明は、表示画面を有する携帯電話などの携帯端末で動
作する地図画像表示用のソフトウエアによっても実現できる。本発明は、地図画像に限ら
れず、ＣＡＤシステムの設計情報（回路配置、半導体のレイアウト）の表示画像において
も利用できる。すなわち、本発明は、拡大された回路配置画像のＡ位置から離れたＢ位置
までの配線などの回路配置をたどる場合にも利用できる。本発明は、光学顕微鏡、電子顕
微鏡などの検査機器において、拡大した物質の表面画像を調べる場合にも適用できる。す
なわち、例えば拡大した細胞組織の画像のＡ位置から同じ細胞組織の他のＢ位置までの様
子を探る場合にも適用できる。その際に必要となるのは、表示画面とその画像の表示位置
、その表示倍率を任意に変更できることである。機器におけるオペレータの作業は、ＰＣ
の場合はマウスポインタなどにより、携帯端末ではキー、ペン型のポインタなどにより実
行される。その作業は、各機器固有の方法でおこなわれる。
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【００２１】
　本発明について、図１－図５を引用しながら説明した。しかし、本発明はこれらの実施
例に限られるものではない。本発明の趣旨を逸脱しない範囲でいかなる変形も可能である
ことは当業者には明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】表示画面上のＡ位置（出発点）とＢ位置（目的位置）を示す図である。
【図２】従来の方法（第一の方法）を説明するための図である。
【図３】従来の方法（第二の方法）を説明するための図である。
【図４】本発明の方法を説明するための図である。
【図５】図４の本発明の方法をさらに説明するための図である。
【符号の説明】
【００２３】
　１０　マウスポインタ
　１２、１４　倍率変更のための仮想中心
　

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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