
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データを処理して画像信号を出力する情報処理装置と、該画像信号

画像表示装置とを備える画像表示システムであって、
　前記画像表示装置は、
　 を生成するオンスク
リーンディスプレイ生成手段と、
　

　
　 を指示することにより位置情報を入力
する座標入力手段と、
　

　

制御手段と
　を有することを特徴とする画像表示システム。
【請求項２】

10

20

JP 4035497 B2 2008.1.23

に基づいて表示
画面に画像を表示可能な

前記表示画面に表示される画像を移動させるためのスクロールバー

前記画像表示装置が有する画像メモリに取り込まれた画像信号と前記スクロールバーと
を合成する合成手段と、

前記合成手段によって合成された合成画像を前記表示画面に表示する表示手段と、
前記表示手段で表示された表示画面上の合成画像

前記座標入力手段によって入力された位置情報が、前記スクロールバーの領域か否か判
断する判断手段と、

前記判断手段によって前記スクロールバーの領域であると判断された場合、前記位置情
報に基づいて算出される移動量に対応して、前記画像メモリに取り込まれた画像信号のう
ち、前記表示画像への表示に用いられる領域を制御することで、前記表示画面に表示され
る画像を移動する



　

。
【請求項３】
　

。
【請求項４】
　前記座標入力手段により入力された位置情報を前記情報処理装置に送信する位置情報送
信手段を更に備え、
　前記位置情報送信手段は、前記座標入力手段

位置情報を前記情報処理装置に送信することを特徴とする請求項１
に記載の画像表示システム。

【請求項５】
　前記オンスクリーンディスプレイ生成手段は、前記スクロールバーにおいてスライサー
を更に生成し、該スライサーの該スクロールバーに対する大きさで拡大率を示し、該スラ
イサーの該スクロールバーに対する位置で、前記

元画像に対する位置を示すことを特徴とする請求項 に記載の画像表示システム
。
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画像データを処理して画像信号を出力する情報処理装置と、該画像信号に基づいて表示
画面に画像を表示可能な画像表示装置とを備える画像表示システムであって、
　前記画像表示装置は、
　前記表示画面に表示される画像を拡大または縮小させるためのアイコンを生成するオン
スクリーンディスプレイ生成手段と、
　前記画像表示装置が有する画像メモリに取り込まれた画像信号と前記アイコンとを合成
する合成手段と、
　前記合成手段によって合成された合成画像を前記表示画面に表示する表示手段と、
　前記表示手段で表示された表示画面上の合成画像を指示することにより位置情報を入力
する座標入力手段と、
　前記座標入力手段によって入力された位置情報が、前記アイコンの領域であるか否か判
断する判断手段と、
　前記判断手段によって前記アイコンの領域であると判断された場合、前記位置情報に基
づく拡大率に対応して、前記画像メモリに取り込まれた画像信号の解像度を制御すること
で、前記表示画面に表示される画像を拡大または縮小する制御手段と
　を有することを特徴とする画像表示システム

画像データを処理して画像信号を出力する情報処理装置と、該画像信号に基づいて表示
画面に画像を表示する画像表示装置とを備える画像表示システムであって、
　前記画像表示装置は、
　前記表示画面に表示される画像を移動させるためのスクロールバーと、該画像を拡大ま
たは縮小させるためのアイコンを生成するオンスクリーンディスプレイ生成手段と、
　前記画像表示装置が有する画像メモリに取り込まれた画像信号と前記スクロールバー及
びアイコンとを合成する合成手段と、
　前記合成手段によって合成された合成画像を前記表示画面に表示する表示手段と、
　前記表示手段で表示された表示画面上の合成画像を指示することにより位置情報を入力
する座標入力手段と、
　前記座標入力手段によって入力された位置情報が、前記スクロールバーの領域または前
記アイコンの領域であるか否か判断する判断手段と、
　前記判断手段によって前記スクロールバーの領域であると判断された場合、前記位置情
報に基づいて算出された移動量に対応して、前記画像メモリに取り込まれた画像信号のう
ち、前記表示画面への表示に用いられる領域を制御することで、前記表示画面に表示され
る画像を移動し、
　前記判断手段によって前記アイコンの領域であると判断された場合、前記位置情報に基
づく拡大率に対応して、前記画像メモリに取り込まれた画像信号の解像度を制御すること
で、前記表示画面に表示される画像を拡大または縮小する制御手段と
　を有することを特徴とする画像表示システム

により入力された位置情報が、前記判断手
段により、前記オンスクリーンディスプレイ生成手段により生成された領域でないと判断
された場合、該 乃至３
のいずれか１項

表示装置に表示される画像が拡大された
場合の、 ３



【請求項６】
　画像データを処理して画像信号を出力する情報処理装置と通信可能に接続され、該画像
信号 画像表示装置であって、
　 を生成するオンスク
リーンディスプレイ生成手段と、
　

　
　 指示することにより位置情報を入力
する座標入力手段と、
　

　

制御手段と
　を有することを特徴とする画像表示装置。
【請求項７】
　

【請求項８】
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に基づいて表示画面に画像を表示可能な
前記表示画面に表示される画像を移動させるためのスクロールバー

前記画像表示装置が有する画像メモリに取り込まれた画像信号と前記スクロールバーと
を合成する合成手段と、

前記合成手段によって合成された合成画像を前記表示画面に表示する表示手段と、
前記表示手段で表示された表示画面上の合成画像を

前記座標入力手段によって入力された位置情報が、前記スクロールバーの領域か否か判
断する判断手段と、

前記判断手段によって前記スクロールバーの領域であると判断された場合、前記位置情
報に基づいて算出される移動量に対応して、前記画像メモリに取り込まれた画像信号のう
ち、前記表示画面の表示に用いられる領域を制御することで、前記表示画面に表示される
画像を移動する

画像データを処理して画像信号を出力する情報処理装置と通信可能に接続され、該画像
信号に基づいて表示画面に画像を表示可能な画像表示装置であって、
　前記表示画面に表示される画像を拡大または縮小させるためのアイコンを生成するオン
スクリーンディスプレイ生成手段と、
　前記画像表示装置が有する画像メモリに取り込まれた画像信号と前記アイコンとを合成
する合成手段と、
　前記合成手段によって合成された合成画像を前記表示画面に表示する表示手段と、
　前記表示手段で表示された表示画面上の合成画像を指示することにより位置情報を入力
する座標入力手段と、
　前記座標入力手段によって入力された位置情報が、前記アイコンの領域であるか否か判
断する判断手段と、
　前記判断手段によって前記アイコンの領域であると判断された場合、前記位置情報に基
づく拡大率に対応して、前記画像メモリに取り込まれた画像信号の解像度を制御すること
で、前記表示画面に表示される画像を拡大または縮小する制御手段と
　を有することを特徴とする画像表示装置。

画像データを処理して画像信号を出力する情報処理装置と通信可能に接続され、該画像
信号に基づいて表示画面に画像を表示可能な画像表示装置であって、
　前記表示画面に表示される画像を移動させるためのスクロールバーと、該画像を拡大ま
たは縮小させるためのアイコンを生成するオンスクリーンディスプレイ生成手段と、
　前記画像表示装置が有する画像メモリに取り込まれた画像信号と前記スクロールバー及
びアイコンとを合成する合成手段と、
　前記合成手段によって合成された合成画像を前記表示画面に表示する表示手段と、
　前記表示手段で表示された表示画面上の合成画像を指示することにより位置情報を入力
する座標入力手段と、
　前記座標入力手段によって入力された位置情報が、前記スクロールバーの領域または前
記アイコンの領域であるか否か判断する判断手段と、
　前記判断手段によって前記スクロールバーの領域であると判断された場合、前記位置情
報に基づいて算出された移動量に対応して、前記画像メモリに取り込まれた画像信号のう
ち、前記表示画面への表示に用いられる領域を制御することで、前記表示画面に表示され
る画像を移動し、
　前記判断手段によって前記アイコンの領域であると判断された場合、前記位置情報に基



【請求項９】
　前記座標入力手段により入力された位置情報を前記情報処理装置に送信する位置情報送
信手段を更に備え、
　前記位置情報送信手段は、前記座標入力手段

位置情報を前記情報処理装置に送信することを特徴とする請求項
に記載の画像表示装置。

【請求項１０】
　前記オンスクリーンディスプレイ生成手段は、前記スクロールバーにおいてスライサー
を更に生成し、該スライサーの該スクロールバーに対する大きさで拡大率を示し、該スラ
イサーの該スクロールバーに対する位置で

元画像に対する位置を示すことを特徴とする請求項 に記載の画像表示装置。
【請求項１１】
　画像データを処理して画像信号を出力する情報処理装置と通信可能に接続され、該画像
信号 画像表示方法であって
、
　 オンスク
リーンディスプレイ生成工程と、
　

　
　 を指示することにより位置情報
を入力する座標入力工程と、
　

　

制御工程と
　を有することを特徴とする画像表示方法。
【請求項１２】
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づく拡大率に対応して、前記画像メモリに取り込まれた画像信号の解像度を制御すること
で、前記表示画面に表示される画像を拡大または縮小する制御手段と
　を有することを特徴とする画像表示装置。

により入力された位置情報が、前記判断手
段により、前記オンスクリーンディスプレイ生成手段により生成された領域でないと判断
された場合、該 ６乃至８
のいずれか１項

、前記表示装置に表示される画像が拡大された
場合の、 ８

に基づいて表示画面に画像を表示可能な画像表示装置における

前記表示画面に表示される画像を移動させるためのスクロールバーを生成する

前記画像表示装置が有する画像メモリに取り込まれた画像信号と前記スクロールバーと
を合成する合成工程と、

前記合成工程において合成された合成画像を前記表示画面に表示する表示工程と、
前記表示工程において表示された表示画面上の合成画像

前記座標入力工程において入力された位置情報が、前記スクロールバーの領域か否か判
断する判断工程と、

前記判断工程において前記スクロールバーの領域であると判断された場合、前記位置情
報に基づいて算出される移動量に対応して、前記画像メモリに取り込まれた画像信号のう
ち、前記表示画面への表示に用いられる領域を制御することで、前記表示画面に表示され
る画像を移動する

画像データを処理して画像信号を出力する情報処理装置と通信可能に接続され、該画像
信号に基づいて表示画面に画像を表示可能な画像表示装置における画像表示方法であって
、
　前記表示画面に表示される画像を拡大または縮小させるためのアイコンを生成するオン
スクリーンディスプレイ生成工程と、
　前記画像表示装置が有する画像メモリに取り込まれた画像信号と前記アイコンとを合成
する合成工程と、
　前記合成工程において合成された合成画像を前記表示画面に表示する表示工程と、
　前記表示工程において表示された表示画面上の合成画像を指示することにより位置情報
を入力する座標入力工程と、
　前記座標入力工程において入力された位置情報が、前記アイコンの領域であるか否か判
断する判断工程と、
　前記判断工程において前記アイコンの領域であると判断された場合、前記位置情報に基
づく拡大率に対応して、前記画像メモリに取り込まれた画像信号の解像度を制御すること
で、前記表示画面に表示される画像を拡大または縮小する制御工程と
　を有することを特徴とする画像表示方法。



【請求項１３】
　

【請求項１４】
　前記座標入力工程において入力された位置情報を前記情報処理装置に送信する位置情報
送信工程を更に備え、
　前記位置情報送信工程は、前記座標入力工程

位置情報を前記情報処理装置に送信することを特徴とする請求項
に記載の画像表示方法。

【請求項１５】
　前記オンスクリーンディスプレイ生成工程は、前記スクロールバーにおいてスライサー
を更に生成し、該スライサーの該スクロールバーに対する大きさで拡大率を示し、該スラ
イサーの該スクロールバーに対する位置で

元画像に対する位置を示すことを特徴とする請求項 に記載の画像表示方法。
【請求項１６】
　 に記載の画像表示方法をコンピュータによって実行
させるための制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像データを処理して画像信号を出力する情報処理装置と、該画像信号を入
力し、所定のウィンドウに画像表示する画像表示装置とを備える画像表示システムに関し
、特に画像表示装置が表示画面上の位置情報を入力する座標入力手段を備える画像表示シ
ステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、会議やプレゼンテーションなどの場では、パーソナルコンピュータにおけるアプ
リケーションソフトを利用して作成した文書や表、あるいはプレゼンテーションと言った
様々なデータを、フロントプロジェクタあるいはリアプロジェクタ等の大画面ディスプレ
イ（画像表示装置）を利用して第三者に見せる機会が増加してきている。この場合、パー
ソナルコンピュータのビデオ出力端子にディスプレイを接続し、該パーソナルコンピュー

10

20

30

40

50

(5) JP 4035497 B2 2008.1.23

画像データを処理して画像信号を出力する情報処理装置と通信可能に接続され、該画像
信号に基づいて表示画面に画像を表示可能な画像表示装置における画像表示方法であって
、
　前記表示画面に表示される画像を移動させるためのスクロールバーと、該画像を拡大ま
たは縮小させるためのアイコンを生成するオンスクリーンディスプレイ生成工程と、
　前記画像表示装置が有する画像メモリに取り込まれた画像信号と前記スクロールバー及
びアイコンとを合成する合成工程と、
　前記合成工程において合成された合成画像を前記表示画面に表示する表示工程と、
　前記表示工程において表示された表示画面上の合成画像を指示することにより位置情報
を入力する座標入力工程と、
　前記座標入力工程において入力された位置情報が、前記スクロールバーの領域または前
記アイコンの領域であるか否か判断する判断工程と、
　前記判断工程において前記スクロールバーの領域であると判断された場合、前記位置情
報に基づいて算出された移動量に対応して、前記画像メモリに取り込まれた画像信号のう
ち、前記表示画面への表示に用いられる領域を制御することで、前記表示画面に表示され
る画像を移動し、
　前記判断工程において前記アイコンの領域であると判断された場合、前記位置情報に基
づく拡大率に対応して、前記画像メモリに取り込まれた画像信号の解像度を制御すること
で、前記表示画面に表示される画像を拡大または縮小する制御工程と
　を有することを特徴とする画像表示方法。

において入力された位置情報が、前記判断
工程により、前記オンスクリーンディスプレイ生成工程において生成された領域でないと
判断された場合、該 １１
乃至１３のいずれか１項

、前記表示装置に表示される画像が拡大された
場合の、 １３

請求項１１乃至１５のいずれか１項



タで生成される画像データをディスプレイの画面サイズ一杯に表示する。
【０００３】
　また、会議やプレゼンテーションといった場では、より訴求効果を上げることを目的と
して、表示画面の一部を拡大表示することが考えられる。この実現手段としては、パーソ
ナルコンピュータのアプリケーションが備えるズーム機能で拡大する方法がある。また、
ディスプレイ自体がズーム機能を備えているものもある。ディスプレイ自体のズーム機能
を利用する場合、ディスプレイ本体あるいはリモコンの操作キーにより、例えば画面中心
を基点とした一定倍率の拡大画像を表示する。そして、拡大位置を移動したい場合には、
ディスプレイ本体あるいはリモコンのカーソル・キーによって上下左右へ表示領域を移動
する。
【０００４】
　ところで、ディスプレイに表示画面上の座標を指やペン等の指示手段で直接指示可能な
デジタイザ（座標入力装置）を備えると、ポインティング手段としてパーソナルコンピュ
ータのマウスと同様の機能を提供するシステムがあり、会議やプレゼンテーションなどの
場で効果を発揮する。
【０００５】
　該デジタイザとしては、装置の表示画面内部に圧力センサーを備えてペンなどが触れた
ときの圧力を検出する方式、磁界を発生するペンを使用してその磁界を表示画面内部のセ
ンサーにより検出する電磁誘導方式、超音波発信子と超音波センサーを表示画面の枠部分
などに配置して画面上の物体の位置を検出する超音波表面弾性波方式、赤外線を発信する
ペンを使用してその赤外線を表示装置内部のセンサーにより受信する赤外線方式などが発
明されている。
【０００６】
　いずれの方式であっても、表示画面上を直接指示することによりポインティング情報（
位置情報）をパーソナルコンピュータに与えることが出来るため、パーソナルコンピュー
タの操作を直感的に行うことができる。
【０００７】
　この場合、デジタイザとパーソナルコンピュータとの間を、ポインティング情報の送受
信を行うインタフェース・ケーブルにより接続する。インタフェース種類は、マウス接続
に使用されるシリアルインタフェース、ＰＳ／２インタフェースあるいはＵＳＢインタフ
ェースなどを利用する。
【０００８】
　パーソナルコンピュータには、インタフェース・ケーブルを通して入力される表示画面
上のポインティング情報をカーソル移動などに反映させるドライバソフトウェアをインス
トールしておく。あるいは、デジタイザのポインティング情報を標準のマウス情報に変換
することによって、特別なドライバソフトウェアを不要とすることも出来る。
【０００９】
　パーソナルコンピュータでは、例えば米国マイクロソフト社製のＷｉｎｄｏｗｓ（登録
商標）２０００の様なオペレーティングシステム（ＯＳ）が動作しており、パーソナルコ
ンピュータが生成する画像上に、例えばワープロや表計算などのアプリケーションを実行
する複数のウィンドウや、アプリケーション起動のためのアイコンが生成される。
【００１０】
　また、パーソナルコンピュータ画像上には指示位置を示すカーソル画像が生成されてお
り、該カーソルで座標指示することによりウィンドウやアイコンの選択および移動などの
操作を行う。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、表示画面の一部を特に強調すべく拡大表示するにあたり、上述のように
パーソナルコンピュータのアプリケーションのズーム機能に頼ると、アプリケーションに
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よってはズーム機能を備えていないものがあり不都合である。
【００１２】
　また、ズーム機能を備えるディスプレイを使用する場合、パーソナルコンピュータのア
プリケーションに依らず拡大表示が可能であるが、現在の拡大表示位置が何処に位置して
いるのかが分かり難く、さらに、画像の拡大表示や拡大表示後の拡大領域移動などの操作
をディスプレイ本体あるいはリモコンが有するカーソル・キーで行わなければならず、操
作が直感的ではなかった。
【００１３】
　一方、操作を直感的に行う手段として、デジタイザを備えたディスプレイの利用が考え
られるが、該デジタイザによる座標指示はパーソナルコンピュータに対してマウスと同様
の操作を提供するのみで、ディスプレイの機能として備えるズーム機能の操作や拡大表示
後の拡大領域の移動操作を行うことができず、使い勝手が悪かった。
【００１４】
　本発明は、上記問題点に鑑みなされたもので、座標入力手段を有するディスプレイを備
える画像表示システムにおいて、拡大表示された画像を操作する際の操作性を向上させる
ことを目的とする。より具体的には、座標入力手段を備えるディスプレイにおいて、拡大
画像の元画像に対する位置情報を視覚的に示すと共に、画像の拡大表示及び該拡大画像の
表示領域の移動を直感的に行うことを可能にすることで、操作性の高い画像表示システム
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記の目的を達成するために本発明に係る画像表示システムは以下のような構成を備え
る。即ち、
　画像データを処理して画像信号を出力する情報処理装置と、該画像信号

画像表示装置とを備える画像表示システムであって、
　前記画像表示装置は、
　 を生成するオンスク
リーンディスプレイ生成手段と、
　

　
　 を指示することにより位置情報を入力
する座標入力手段と、
　

　

制御手段とを有する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、座標入力手段を有するディスプレイを備える画像表示システムにおい
て、拡大表示された画像を操作する際の操作性を向上させることが可能となる。より具体
的には、座標入力手段を備えるディスプレイにおいて、拡大画像の元画像に対する位置情
報を視覚的に示すと共に、画像の拡大表示及び該拡大画像の表示領域の移動を直感的に行
うことを可能にすることで、操作性の高い画像表示システムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照して本発明の好適な実施の形態を詳細に説明する。
【００１８】
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に基づいて表示
画面に画像を表示可能な

前記表示画面に表示される画像を移動させるためのスクロールバー

前記画像表示装置が有する画像メモリに取り込まれた画像信号と前記スクロールバーと
を合成する合成手段と、

前記合成手段によって合成された合成画像を前記表示画面に表示する表示手段と、
前記表示手段で表示された表示画面上の合成画像

前記座標入力手段によって入力された位置情報が、前記スクロールバーの領域か否か判
断する判断手段と、

前記判断手段によって前記スクロールバーの領域であると判断された場合、前記位置情
報に基づいて算出される移動量に対応して、前記画像メモリに取り込まれた画像信号のう
ち、前記表示画像への表示に用いられる領域を制御することで、前記表示画面に表示され
る画像を移動する



　［第１の実施形態］
　図１は、本発明の第１の実施形態にかかる画像表示システムの概略構成を示すブロック
図であり、１００は情報処理装置としてのパーソナルコンピュータ、２００は画像表示装
置であり、ビデオケーブル３００と通信ケーブル４００とで接続している。
【００１９】
　パーソナルコンピュータ１００は、全体を制御し各種処理を実行するＣＰＵ１０１と、
ＣＰＵ１０１が実行するプログラムを記憶するＲＯＭ１０２と、ＣＰＵが使用するデータ
などを記憶するＲＡＭ１０３と、マウスインタフェース１０４と、キーボードインタフェ
ース１０５と、描画信号処理部１０６と、ハードディスク１０７と、ディスプレイ出力イ
ンタフェース１０９と、で構成され、それぞれシステムバス１０８で接続される。
【００２０】
　マウスインタフェ－ス１０４には、通常マウスなどの座標入力装置を接続し、パーソナ
ルコンピュータ画面上のポインタを表示制御する座標情報をＣＰＵ１０１へ供給する。ま
た、クリック信号が検出された場合はコマンド信号としてＣＰＵ１０１へ供給する。本発
明では、通信ケーブル４００を介して画像表示装置２００のマウスインタフェースと接続
する。
【００２１】
　キーボードインタフェース１０５には、図示しないキーボードを接続し、入力される操
作キーに対応した入力情報をＣＰＵ１０１へ供給する。
【００２２】
　ＣＰＵ１０１は、座標入力装置またはキーボードによって入力される座標情報やコマン
ドに従って、例えばハードディスク１０７や、ＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０３に対するデー
タの記録、読み出しなどの処理を行う。ＣＰＵ１０１によりハードディスク１０７から読
み出されるデータはワークエリアとして構成されるＲＡＭ１０３上に展開され、ここでユ
ーザの操作などによる各種データ処理を行う。ＲＡＭ１０３に展開されたデータは、描画
信号処理部１０６に読み出されて画像信号を生成し、ディスプレイ出力インタフェース１
０９を介して画像表示装置２００へ出力する。
【００２３】
　画像表示装置２００は、ディスプレイ入力インタフェース２０１と、画像表示ブロック
２０２と、システムコントローラ２０３と、座標入力装置２０４と、マウスインタフェー
ス２０５と、操作キー入力部２０６とを含んで構成される。また、画像表示ブロック２０
２は、画像処理部２１０と、ＯＳＤ（オンスクリーンディスプレイ）生成部２１１と、表
示デバイス２１２とを含んで構成される。
【００２４】
　以上の構成において、パーソナルコンピュータ１００から出力される画像信号は、ビデ
オケーブル３００、およびビデオ入力インタフェース２０１を介して画像処理部２１０に
入力される。画像処理部２１０では、図示しない画像メモリへの入力画像信号の取り込み
位置の最適化や、入力画像信号の解像度を表示デバイス２１２が持つ解像度へ最適化する
などの処理を行い、表示デバイス２１２で画像を表示する。ここで、入力画像信号の取り
込み位置の最適化や、表示デバイス２１２が持つ解像度への最適化などの処理に関する制
御はシステムコントローラ２０３が行う。ＯＳＤ生成部２１１は、システムコントローラ
２０３からの制御により所望の画像を生成し、画像処理部２１０で入力画像信号と合成し
て表示を行う。システムコントローラ２０３は、座標入力装置２０４、操作キー入力部２
０６からの信号が入力され、それぞれの機能に対応した制御を行う。また、マウスコント
ローラ２０５は、システムコントローラ２０３の制御により、後述する処理フローに従っ
て、座標入力装置２０４より入力された座標情報をパーソナルコンピュータ１００へ出力
する。パーソナルコンピュータ１００では、受け取った該座標情報をマウスによる座標情
報と同様に扱い、パーソナルコンピュータ１００上で動作するアプリケーションソフトな
どの操作を可能とする。
【００２５】
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　ここで、操作キー入力部２０６より、拡大表示モードに設定されると画像処理部２１０
で入力画像の一部を拡大処理すると共に、ＯＳＤ生成部２１１で図２に示す画像を生成し
、拡大表示画像に合成して表示する。
【００２６】
　図２において、５００は表示画面であり、この表示画面上にＯＳＤ画像として、水平方
向の拡大領域移動用スクロールバー５２０およびスライサー５２１、垂直方向の拡大領域
移動用スクロールバー５３０およびスライサー５３１、ズームアップ用アイコン５４０、
ズームダウン用アイコン５４１、ズーム機能終了用アイコン５４２を表示する。
【００２７】
　ここで、表示デバイス２１２が水平画素数として１０２４画素、垂直ライン数として７
６８ライン持つとして、画面に向かって左上角を座標（０，０）、右下角を座標（１０２
３，７６７）とする。この座標系において、例えば、水平スクロールバー５２０の領域は
座標（２９８，６８３）から（７２５，７２５）、水平スクロールバー５３０の領域は座
標（９３８，１７０）から（９８１，５９７）、ズームアップ用アイコン５４０の領域は
座標（７８６，６８３）から（８５１，７４８）、ズームダウン用アイコン５４１の領域
は座標（８５９，６８３）から（９２４，７４８）、ズーム機能終了用アイコン５４２の
領域は座標（９３２，６８８）から（９９７，７４８）として表示される。
【００２８】
　これら領域内で指示される座標は、それぞれの機能を実行するコマンドとしてシステム
コントローラ２０３で処理され、これら領域外の指示座標は、パーソナルコンピュータ１
００に対する座標情報として利用する。
【００２９】
　この表示制御は、図３に示すフローチャートによって行うことが出来る。ステップＳ１
００において、操作キー入力部２０６の操作により拡大表示が選択されるとステップＳ１
０１へ進み入力画像信号の一部を拡大表示してステップＳ１０２へ進む。この時、拡大画
像の拡大率は２倍で、拡大領域は画面中心に設定されているものとする。また、拡大表示
の選択手段は操作キー入力部２０６に限るものではなく、例えば図示しないリモコンのキ
ー操作を用いることも出来る。
【００３０】
　ステップＳ１０２では、画像表示装置２００のＯＳＤ生成部２１１で図２に示すスクロ
ールバーおよびアイコンを生成して、拡大画像に重ねて表示する。この時の表示画像を図
４に示す。図４で４００は入力画像、４０１は２倍の拡大画像であり、４２１および４３
１はそれぞれ水平方向と垂直方向のスクロールバー表示を示す。
【００３１】
　次にステップＳ１０３へ進み、ポインティングの有無を判断する。ここで、ポインティ
ングが無ければ現状表示のまま待ち受けとなり、ポインティングが有ればステップＳ１０
４へ進み、ポインティング座標を取得する。取得された座標は、画像表示装置２００のシ
ステムコントローラ２０３において、ステップＳ１０５およびステップＳ１０６でそれぞ
れスクロールバー領域の座標かアイコン領域の座標かを判断する。
【００３２】
　ステップＳ１０５でスクロールバー領域の座標と判断されると、拡大表示領域の移動操
作が行われたものとして、ステップＳ２００へ進み、システムコントローラ２０３におい
て移動量の計算に使用する。ここで、座標移動量の計算はスクロールバー領域でのポイン
ティング座標の移動量とする方法、スライサー中心座標からポインティング座標までの距
離を移動量として換算する方法などが考えられるが、ここでは特に限定しない。次にステ
ップＳ２０１へ進み、ステップＳ２００で求めた移動量に対応して拡大画像の表示領域を
移動して表示し、ステップＳ２０２へ進む。ステップＳ２０２では、移動量に対応してス
クロールバーに対するスライサーの位置表示を変更し、ステップＳ１０３へ戻って次の操
作を待ち受ける。図５に図４の状態から水平方向に移動した場合の表示画像を示す。
【００３３】
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　ステップＳ１０６でアイコン領域の座標であると判断すると、ステップＳ３００、およ
びＳ３０１で、それぞれズームアップアイコン領域、およびズームダウンアイコン領域か
否かを判断する。ステップＳ３００でズームアップアイコン領域と判断すると、ステップ
Ｓ３１０へ進み、表示画像の再拡大処理を行う。再拡大時の拡大率は任意に設定可能であ
るが、ここでは２倍とする。次にステップＳ３１１へ進み、ズームアップに対応してスラ
イサー表示のスクロールバーに対する比率を変更してステップＳ１０３へ戻る。図６に図
４の状態からズームアップした場合の表示画像を示す。
【００３４】
　ステップＳ３０１でズームダウンアイコン領域と判断すると、ステップＳ３２０へ進み
、拡大表示からの縮小表示処理を行う。この時の縮小率は任意に設定可能であるが、ここ
では１／２倍とする。次にステップＳ３２１へ進み、ズームダウンに対応してスライサー
表示のスクロールバーに対する比率を変更してステップＳ１０３へ戻る。図６の状態から
ズームダウン表示として図４が対応する。
【００３５】
　ステップＳ３００、およびＳ３０１でズームアップアイコン領域でもズームダウンアイ
コン領域でもない場合、ズーム終了アイコン領域と判断し、ステップＳ３０３へ進む。ス
テップＳ３０３では、スクロールバーおよびアイコン表示を消去してステップＳ３０４へ
進み、ステップＳ３０４で画面表示を入力画像の等倍表示としてズーム表示を終了する。
【００３６】
　ステップＳ１０５、およびステップＳ１０６でスクロールバー領域、およびアイコン領
域ではないと判断された場合、ポインティング座標は、パーソナルコンピュータ１００の
出力画像に対する座標情報として、ステップＳ１０７でパーソナルコンピュータ１００に
出力される。パーソナルコンピュータ１００は、入力された座標情報に基づいてウィンド
ウやアイコンの選択や移動などの処理を行う。
【００３７】
　図７（Ａ）、（Ｂ）、および（Ｃ）は、それぞれ図４、図５、および図６に示す水平方
向スクロールバーを並べた図である。図７（Ａ）は、元画像に対して拡大画像が２倍であ
ることをスクロールバーの幅：Ｗに対するスライサーの幅：１／２Ｗで示し、拡大領域が
元画像の中心であることをスクロールバーの中心とスライサーの中心が一致している事で
示す。図７（Ｂ）は、２倍の拡大画像で拡大領域が元画像の右半分である事を示す。そし
て、図７（Ｃ）は、元画像に対して拡大画像が４倍であることをスクロールバーの幅：Ｗ
に対するスライサーの幅：１／４Ｗで示し、拡大領域が元画像の中心であることをスクロ
ールバーの中心とスライサーの中心が一致していることで示す。
【００３８】
　以上の説明から明らかなように、本実施形態によれば、デジタイザを備えるディスプレ
イにおいて、拡大画像の元画像に対する位置情報を視覚的に示すと共に、拡大画像を表示
した場合に該拡大画像の表示領域の移動を直感的に行うことが可能となる。
【００３９】
　［第２の実施形態］
　図８は、本発明の第２の実施形態にかかる画像表示システムの概略構成を示すブロック
図であり、６００は画像出力装置、２００は画像表示装置であり、ビデオケーブル３００
とで接続している。
【００４０】
　画像出力装置６００は、例えばＴＶチューナやＶＴＲといった映像信号を出力する機器
であれば何でもよく、画像表示装置２００の内部構成は上記第１の実施形態と同じである
。これにより、本実施の形態でも上記第１の実施形態と同様の効果を得ることが出来る。
【００４１】
　［他の実施形態］
　また、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム
コードを記録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装
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置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを
読出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。
【００４２】
　この場合、記憶媒体から読出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を
実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成すること
になる。プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピ（登録
商標）ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－
Ｒ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭなどを用いることができる。
【００４３】
　また、コンピュータが読出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施
形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュー
タ上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）などが実際の処理の一部または全
部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは
言うまでもない。
【００４４】
　さらに、記憶媒体から読出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能
拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後
、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わ
るＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態
の機能が実現される情報機器などの装置が含まれることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の第１の実施形態にかかる画像表示システムの概略構成を示すブロック図
である。
【図２】画像拡大時の表示情報を示す図である。
【図３】本発明に第１の実施形態にかかる画像表示システムの画像拡大処理のフローを示
すフローチャートである。
【図４】２倍拡大表示の場合の表示画面を説明する図である。
【図５】２倍拡大表示で表示領域を移動した表示画面を説明する図である。
【図６】４倍拡大表示の場合の表示画面を説明する図である。
【図７】画像拡大時の表示情報を説明する図である。
【図８】本発明の第２の実施形態にかかる画像表示システムの概略構成を示すブロック図
である。
【符号の説明】
【００４６】
１００：パーソナルコンピュータ
１０１：ＣＰＵ
１０２：ＲＯＭ
１０３：ＲＡＭ
１０４：マウスＩ／Ｆ
１０５：キーボードＩ／Ｆ
１０６：描画信号処理部
１０７：ディスプレイ出力Ｉ／Ｆ
１０８：システムバス
２００：画像表示装置
２０１：ディスプレイ入力Ｉ／Ｆ
２０２：画像表示ブロック
２０３：システムコントローラ
２０４：座標入力装置
２０５：マウスＩ／Ｆ
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２０６：操作キー入力部
５００：表示画面
５２０：水平スクロールバー
５２１：水平スライサー
５３０：垂直スクロールバー
５３１：垂直スライサー
５４１～５４３：アイコン

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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