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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面に表示されるオブジェクトを操作可能な操作部と、
　前記操作部によって第１のオブジェクトが指定される場合に、少なくとも前記表示画面
上に表示されている面積の割合が閾値未満であるオブジェクトであって、かつ前記第１の
オブジェクトと少なくとも一部重なるオブジェクトである重なりオブジェクトを検出する
検出部と、
　少なくとも１つ以上の重なりオブジェクトに対応する第２のオブジェクトを含むリスト
を表示する表示部と、
　前記リスト中の第２のオブジェクトに対して操作がなされる場合に、当該第２のオブジ
ェクトに対応する重なりオブジェクトに対して操作を実行する制御部と
を備えることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記リストは、前記重なりオブジェクトのうち、前記第１のオブジェクトとの重なる度
合いが閾値未満であるオブジェクトを含まず、前記第１のオブジェクトとの重なる度合い
が閾値以上であるオブジェクトを含むことを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記操作部は、前記表示部上に表示される指定部を操作可能であって、
　前記第１のオブジェクトは、前記指定部がその上に静止されることによって指定可能で
あることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の電子機器。
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【請求項４】
　前記検出部は、前記第１のオブジェクトと重なるオブジェクトの検出を、前記表示部に
表示される画面の少なくとも一部の範囲に対して行うことを特徴とする請求項１乃至請求
項３のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記リストは、前記第１のオブジェクトと、重なりオブジェクトに対応する第２のオブ
ジェクトとを含むことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の電子機
器。
【請求項６】
　前記リストは、前記第１のオブジェクトを含まず、重なりオブジェクトに対応する第２
のオブジェクトを含むことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の電
子機器。
【請求項７】
　表示画面に表示されるオブジェクトを操作可能な操作部によって第１のオブジェクトが
指定される場合に、少なくとも前記表示画面上に表示されている面積の割合が閾値未満で
あるオブジェクトであって、かつ前記第１のオブジェクトと少なくとも一部重なるオブジ
ェクトである重なりオブジェクトを検出するステップと、
　少なくとも１つ以上の重なりオブジェクトに対応する第２のオブジェクトを含むリスト
を表示部に表示するステップと、
　前記リスト中の第２のオブジェクトに対して操作がなされる場合に、当該第２のオブジ
ェクトに対応する重なりオブジェクトに対して操作を実行するステップと
を備えることを特徴とするオブジェクトの表示方法。
【請求項８】
　コンピュータを
　表示画面に表示されるオブジェクトを操作可能な操作部と、
　前記操作部によって第１のオブジェクトが指定される場合に、少なくとも前記表示画面
上に表示されている面積の割合が閾値未満であるオブジェクトであって、かつ前記第１の
オブジェクトと少なくとも一部重なるオブジェクトである重なりオブジェクトを検出する
検出部と、
　少なくとも１つ以上の重なりオブジェクトに対応する第２のオブジェクトを含むリスト
を表示する表示部と、
　前記リスト中の第２のオブジェクトに対して操作がなされる場合に、当該第２のオブジ
ェクトに対応する重なりオブジェクトに対して操作を実行する制御部と
　して動作させることを特徴とするオブジェクトの表示プログラム。
【請求項９】
　前記リストは、前記重なりオブジェクトのうち、前記第１のオブジェクトとの重なる度
合いが閾値未満であるオブジェクトを含まず、前記第１のオブジェクトとの重なる度合い
が閾値以上であるオブジェクトを含むことを特徴とする請求項８に記載のオブジェクトの
表示プログラム。
【請求項１０】
　前記操作部は、前記表示部上に表示される指定部を操作可能であって、
　前記第１のオブジェクトは、前記指定部がその上に静止されることによって指定可能で
あることを特徴とする請求項８または請求項９に記載のオブジェクトの表示プログラム。
【請求項１１】
　前記検出部は、前記第１のオブジェクトと重なるオブジェクトの検出を、前記表示部に
表示される画面の少なくとも一部の範囲に対して行うことを特徴とする請求項８乃至請求
項１０のいずれか１項に記載のオブジェクトの表示プログラム。
【請求項１２】
　前記リストは、前記第１のオブジェクトと、重なりオブジェクトに対応する第２のオブ
ジェクトとを含むことを特徴とする請求項８乃至請求項１１のいずれか１項に記載のオブ
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ジェクトの表示プログラム。
【請求項１３】
　前記リストは、前記第１のオブジェクトを含まず、重なりオブジェクトに対応する第２
のオブジェクトを含むことを特徴とする請求項８乃至請求項１１のいずれか１項に記載の
オブジェクトの表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、電子機器、オブジェクトの表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えば、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）や電子携帯端末等の電子機器を用い、
図形や文字等のドキュメントの作成や編集作業が行なわれている。
　これらのドキュメントは、例えば、複数のオブジェクトの組合せで構成され、電子機器
の表示画面にいくつかのオブジェクトが重ねて表示されることによって表現される。
【０００３】
　また、ユーザは、これらの複数のオブジェクトを自由に配置することが可能であり、複
数のオブジェクトの重ね合わせやそれらの変更を行うことも可能である。
　これらのドキュメントの作成や編集は、例えば、ユーザが電子機器を用い、所定の操作
（例えば、表示画面に重ねて表示されたオブジェクトの前面、背面等の上下関係を変更し
たり、所定のオブジェクトを作成したり、あるいはオブジェクトの色や形を変更したりす
ること）を実行することによって行なわれる。
【０００４】
　しかし、例えば、上記のように複数のオブジェクトが重なっている場合に、例えば、背
面に位置する所定のオブジェクトに上記操作を行いたい場合は、所定のオブジェクトの前
面に配置されているオブジェクトを移動させ、その後、所定のオブジェクトの操作を行う
必要があった。
【０００５】
　このような場合は、例えば、移動させたオブジェクトを元の位置に戻す動作が必要にな
るが、所定のオブジェクトの操作を行った後に、前面に配置されているオブジェクトを元
の位置に戻すことはユーザにとって容易ではない。また、これらの動作を都度行なうこと
は煩雑であり、ユーザにとって不便であるという問題があった。このため、ユーザの利便
性を向上させることが課題になっていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－２９５５７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　複数のオブジェクトが重なっている場合に、背面に位置するオブジェクトに操作を行い
たい場合は、前面に配置されているオブジェクトを移動させる必要があり、煩雑であった
。このため、ユーザの利便性を向上させることが課題になっていた。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態の電子機器は、表示画面に表示された複数のオブジェクトから第１のオブジェ
クトを指定可能な指定部を備える。
　また、前記第１のオブジェクトが指定された場合に、前記第１のオブジェクトと重なる
第２のオブジェクトを検出し、指定可能に表示する重なりオブジェクト表示部を備える。
【図面の簡単な説明】
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【０００９】
【図１】実施形態に係わる電子機器の一例の外観図。
【図２】実施形態に係わる電子機器の一例の構成を示すブロック図。
【図３】実施形態に係わる電子機器に表示される、重なりを持つ複数のオブジェクトの表
示例を示す図。
【図４】実施形態に係わる電子機器において、指定部を用いて所望のオブジェクトを指定
する例を示す図。
【図５】実施形態に係わる電子機器において、重なったオブジェクトを一覧させる一覧リ
ストの表示例を示す図。
【図６】実施形態に係わる電子機器における、重なったオブジェクトを一覧させる一覧リ
ストの他の表示例を示す図。
【図７】実施形態に係わる電子機器において、所定のオブジェクトに重なるオブジェクト
に所定の操作（メニュー表示）を行う例を示す図。
【図８】実施形態に係わる電子機器において、所定のオブジェクトに重なるオブジェクト
に他の操作を行う例を示す図。
【図９】実施形態に係わる電子機器において、オブジェクトの重なりを評価する範囲であ
る重なり評価範囲の例を示す図。
【図１０】実施形態に係わる電子機器において、重なりオブジェクトに係る情報の設定例
を示す図。
【図１１】実施形態に係わる電子機器の動作の一例を説明するフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照し、実施の形態を説明する。
　図１は、実施形態に係わる電子機器の一例の外観図である。
　ここでは、電子機器は、例えばノートブックタイプのパーソナルコンピュータ（ノート
ＰＣ）１０として実現されている。
　なお、この実施の形態はパーソナルコンピュータに限られず、ＴＶや携帯電話、携帯型
の電子機器等に適用することも可能である。
　図１に示すように、本電子機器（ノートＰＣ）１０は、コンピュータ（ノートＰＣ）本
体１１と、映像表示部（ディスプレイユニット）１２とから構成されている。映像表示部
（ディスプレイユニット）１２には、例えば、ＬＣＤ（liquid crystal display）１７が
組み込まれている。
【００１１】
　映像表示部（ディスプレイユニット）１２は、コンピュータ（ノートＰＣ）本体１１の
上面が露出される開放位置とコンピュータ（ノートＰＣ）本体１１の上面を覆う閉塞位置
との間を回動自在にコンピュータ（ノートＰＣ）本体１１に取り付けられている。
【００１２】
　コンピュータ（ノートＰＣ）本体１１は、薄い箱形の筐体を有しており、その上面には
、キーボード１３、本電子機器（ノートＰＣ）１０を電源オン／電源オフするためのパワ
ーボタン１４、入力操作パネル１５、タッチパッド１６、スピーカ１８Ａ，１８Ｂなどが
配置されている。入力操作パネル１５上には、各種操作ボタンが設けられている。
【００１３】
　また、コンピュータ（ノートＰＣ）本体１１の右側面には、例えばＵＳＢ（universal 
serial bus）２．０規格のＵＳＢケーブルやＵＳＢデバイスを接続するためのＵＳＢコネ
クタ１９が設けられている。
【００１４】
　さらに、コンピュータ（ノートＰＣ）本体１１の背面には、例えばＨＤＭＩ(high-defi
nition multimedia interface)規格に対応した外部ディスプレイ接続端子（図示せず）が
設けられている。この外部ディスプレイ接続端子は、デジタル映像信号を外部ディスプレ
イに出力するために用いられる。
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【００１５】
　図２は、実施形態に係わる電子機器（ノートＰＣ）の構成を示すブロック図である。
　本電子機器（ノートＰＣ）１０は、図２に示されているように、ＣＰＵ（central proc
essing unit）１０１、ノースブリッジ１０２、主メモリ１０３、サウスブリッジ１０４
、ＧＰＵ（Graphics Processing Unit）１０５、ＶＲＡＭ（ビデオＲＡＭ:random access
 memory）１０５Ａ、サウンドコントローラ１０６、ＢＩＯＳ－ＲＯＭ（basic input/out
put system-read only memory）１０７、ＬＡＮ（local area network）コントローラ１
０８、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ（記憶装置））１０９、光ディスクドライブ（Ｏ
ＤＤ）１１０、ＵＳＢコントローラ１１１Ａ、カードコントローラ１１１Ｂ、無線ＬＡＮ
コントローラ１１２、エンベデッドコントローラ／キーボードコントローラ（ＥＣ／ＫＢ
Ｃ）１１３、ＥＥＰＲＯＭ（electrically erasable programmable ROM）１１４等を備え
る。
【００１６】
　ＣＰＵ１０１は、本電子機器（ノートＰＣ）１０内の各部の動作を制御するプロセッサ
である。
　ＣＰＵ１０１は、ＢＩＯＳ－ＲＯＭ１０７に格納されたＢＩＯＳを実行する。ＢＩＯＳ
は、ハードウェア制御のためのプログラムである。
　ノースブリッジ１０２は、ＣＰＵ１０１のローカルバスとサウスブリッジ１０４との間
を接続するブリッジデバイスである。ノースブリッジ１０２には、主メモリ１０３をアク
セス制御するメモリコントローラも内蔵されている。また、ノースブリッジ１０２は、例
えば、PCI EXPRESS規格のシリアルバスなどを介してＧＰＵ１０５との通信を実行する機
能も有している。
【００１７】
　ＧＰＵ１０５は、本電子機器（ノートＰＣ）１０のディスプレイモニタとして使用され
るＬＣＤ１７を制御する表示コントローラである。
　このＧＰＵ１０５によって生成される表示信号はＬＣＤ１７に送られる。また、ＧＰＵ
１０５は、ＨＤＭＩ制御回路３およびＨＤＭＩ端子２を介して、外部ディスプレイ１にデ
ジタル映像信号を送出することもできる。
【００１８】
　ＨＤＭＩ端子２は、前述の外部ディスプレイ接続端子である。ＨＤＭＩ端子２は、非圧
縮のデジタル映像信号とデジタルオーディオ信号とを１本のケーブルでテレビのような外
部ディスプレイ１に送出することができる。ＨＤＭＩ制御回路３は、ＨＤＭＩモニタと称
される外部ディスプレイ１にデジタル映像信号を、ＨＤＭＩ端子２を介して送出するため
のインタフェースである。
【００１９】
　サウスブリッジ１０４は、ＰＣＩ（Peripheral Component Interconnect）バス上の各
デバイス及びＬＰＣ（Low Pin Count）バス上の各デバイスを制御する。また、サウスブ
リッジ１０４は、ＨＤＤ１０９及びＯＤＤ１１０を制御するためのＩＤＥ（Integrated D
rive Electronics）コントローラを内蔵している。
【００２０】
　さらに、サウスブリッジ１０４は、サウンドコントローラ１０６との通信を実行する機
能も有している。
　サウンドコントローラ１０６は音源デバイスであり、再生対象のオーディオデータをス
ピーカ１８Ａ，１８ＢまたはＨＤＭＩ制御回路３に出力する。ＬＡＮコントローラ１０８
は、例えばIEEE 802.3規格の有線通信を実行する有線通信デバイスであり、一方、無線Ｌ
ＡＮコントローラ１１２は、例えばIEEE 802.11g規格の無線通信を実行する無線通信デバ
イスである。ＵＳＢコントローラ１１１Ａは、（ＵＳＢコネクタ１９を介して接続される
）例えばUSB 2.0規格に対応した外部機器との通信を実行する。
【００２１】
　例えば、ＵＳＢコントローラ１１１Ａは、例えば、デジタルカメラに格納されている画
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像データファイルを受信するために使用される。カードコントローラ１１１Ｂは、コンピ
ュータ（ノートＰＣ）本体１１に設けられたカードスロットに挿入される、ＳＤカードの
ようなメモリカードに対するデータの書き込み及び読み出しを実行する。
【００２２】
　ＥＣ／ＫＢＣ１１３は、電力管理のためのエンベデッドコントローラと、キーボード１
３及びタッチパッド１６を制御するためのキーボードコントローラとが集積された１チッ
プマイクロコンピュータである。ＥＣ／ＫＢＣ１１３は、ユーザによるパワーボタン１４
の操作に応じて本電子機器（ノートＰＣ）１０を電源オン／電源オフする機能を有してい
る。
【００２３】
　この実施の形態における表示制御は、例えばＣＰＵ１０１が主メモリ１０３やＨＤＤ１
０９等に記録されたプログラムを実行させることにより行われる。
　また、後述するように、この実施の形態においては、映像表示部１２に複数のオブジェ
クトが表示され、これらの複数のオブジェクトが重なっている場合に、ユーザによって指
定されたオブジェクト（第１のオブジェクト）と重なるオブジェクト（第２のオブジェク
ト）を検出し、これらの検出結果は、例えば、主メモリ１０３に記憶される。
【００２４】
　そして、主メモリ１０３に記憶された検出結果を用い、ユーザによって指定されたオブ
ジェクト（第１のオブジェクト）と重なるオブジェクト（第２のオブジェクト）が、例え
ば、映像表示部１２に、指定可能に表示される。
【００２５】
　図３は、実施形態に係わる電子機器に表示される、重なりを持つ複数のオブジェクトの
表示例を示す図である。
　ここでは、例えば、電子機器（ＰＣ）１０の映像表示部１７に、符号１乃至符号９を付
した９つのオブジェクトからなるドキュメントが表示されている。例えば、このドキュメ
ントは図形である。
【００２６】
　そして、図に示すように、これら９つのオブジェクトは、表示上の重なりの順序を備え
ている。
　ここでは、オブジェクト１が最背面に位置し、オブジェクト２はその前面に位置する。
また、オブジェクト３はオブジェクト２の前面に位置する。
　同様に、オブジェクト４はオブジェクト３の前面に位置し、オブジェクト５はオブジェ
クト４の前面に位置し、オブジェクト６はオブジェクト５の前面に位置し、オブジェクト
７はオブジェクト６の前面に位置し、オブジェクト８はオブジェクト７の前面に位置し、
オブジェクト９はオブジェクト８の前面に位置する。そして、オブジェクト９は最前面に
位置している。
【００２７】
　すなわち、ここでは、一例として、オブジェクト１が最背面に位置し、数字が大きくな
る順に前面に重なるようになっている。
　また、符号３０は、例えばユーザがキーボード１３やタッチパッド１６を操作し、所望
のオブジェクトを指定する指定部（例えばマウスポインタ）である。
　図４は、実施形態に係わる電子機器において、指定部を用いて所望のオブジェクトを指
定する例を示す図である。
　ここでは、例えば、上記図３の図形に対し、オブジェクト２、オブジェクト５、オブジ
ェクト７等が映像表示部１７の表示画面内を移動している。
　そして、例えば、ユーザがキーボード１３やタッチパッド１６を操作し、映像表示部１
７の表示画面において、指定部（例えばマウスポインタ）３０を移動させる。
　そして、所望のオブジェクト（このオブジェクト（第１のオブジェクト）に重なるオブ
ジェクト（第２のオブジェクト）の検出を行うオブジェクト）を指定する。
　この所望のオブジェクトの指定は、映像表示部１７において、例えば、上記指定部（マ
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ウスポインタ）３０の移動が所定のオブジェクト上に、例えば１秒または２秒程度静止し
た場合に、電子機器（ＰＣ）１０のＣＰＵ１０１は、この指定部（マウスポインタ）３０
が静止した位置のオブジェクト（ここではオブジェクト７）が指定されたと判別する。
【００２８】
　この実施の形態においては、このようにして、所望のオブジェクトとしてオブジェクト
７が指定される。
　図５は、実施形態に係わる電子機器において、重なったオブジェクトを一覧させる一覧
リストの表示例を示す図である。
　ここでは、上記のように、オブジェクト７が所望のオブジェクトとして指定されている
。
　そして、このオブジェクト７に重なるオブジェクトが検出される。なお、ここでは、指
定オブジェクト（オブジェクト７）と重なるが半分以上見えているオブジェクトは検出し
ない処理が行われる。
【００２９】
　このオブジェクトの検出処理は、例えば、後述する図１０に示すように、予め設定され
た重なりオブジェクトに係る情報に基づいて実行される。ここでは、指定した所望のオブ
ジェクト（オブジェクト７）を含まない、指定オブジェクトから背面にあるオブジェクト
全てを検出する処理が行われる。
【００３０】
　そして、検出されたオブジェクト７に重なるオブジェクトに係る情報は、上記のように
、例えば、主メモリ１０３に記憶される。また、この検出結果に基づいて、「重なりオブ
ジェクト一覧リスト」５０が作成され、図５に示すように、オブジェクト７に重なるオブ
ジェクトであることが映像表示部１７に表示される。
【００３１】
　すなわち、ここでは、指定オブジェクト（オブジェクト７）に重なるオブジェクトであ
る「重なりオブジェクト」として、オブジェクト５、オブジェクト４、オブジェクト２が
検出され、「重なりオブジェクト一覧リスト」５０が作成され、映像表示部１７に表示さ
れる。
【００３２】
　なお、この「重なりオブジェクト一覧リスト」５０に表示される「重なりオブジェクト
」（第２のオブジェクト）は、上記映像表示部１７に表示されている複数のオブジェクト
と同じ大きさで表示しても良いし、大きさを変更して表示しても良い。
【００３３】
　図６は、実施形態に係わる電子機器における、重なったオブジェクトを一覧させる一覧
リストの他の表示例を示す図である。
　図６（ａ）は、上記指定オブジェクト（オブジェクト７）も表示する「重なりオブジェ
クト一覧リスト」の表示例を示す図である。
　ここでも、オブジェクト７が所望のオブジェクトとして指定されている。
　そして、このオブジェクト７に重なるオブジェクトが検出される。
　ここでは、指定した所望のオブジェクト（オブジェクト７）を含む、指定オブジェクト
から背面にあるオブジェクト全てを検出する処理が行われる。
　そして、上記と同様に、検出されたオブジェクト７に重なるオブジェクトに係る情報は
、主メモリ１０３に記憶される。また、この検出結果に基づいて、「重なりオブジェクト
一覧リスト」５０が作成され、図６（ａ）に示すように、オブジェクト７に重なるオブジ
ェクトであることが映像表示部１７に表示される。
【００３４】
　ここでは、「重なりオブジェクト」として、オブジェクト７、オブジェクト５、オブジ
ェクト４、オブジェクト２が検出され、「重なりオブジェクト一覧リスト」５０が作成さ
れ、映像表示部１７に表示される。
【００３５】



(8) JP 5221694 B2 2013.6.26

10

20

30

40

50

　図６（ｂ）は、上記指定オブジェクト（オブジェクト７）は表示せず、また、指定オブ
ジェクト（オブジェクト７）と重なるが半分以上見えているオブジェクトは検出する例を
示す図である。
【００３６】
　ここでも、オブジェクト７が所望のオブジェクトとして指定されている。
　そして、このオブジェクト７に重なるオブジェクトが検出される。
　ここでは、上記指定オブジェクト（オブジェクト７）は表示せず、また、指定オブジェ
クト（オブジェクト７）と重なるが半分以上見えているオブジェクトは検出する処理が行
われる。
【００３７】
　そして、上記と同様に、検出されたオブジェクト７に重なるオブジェクトに係る情報は
、主メモリ１０３に記憶される。また、この検出結果に基づいて、「重なりオブジェクト
一覧リスト」５０が作成され、図６（ｂ）に示すように、オブジェクト７に重なるオブジ
ェクトであることが映像表示部１７に表示される。
【００３８】
　ここでは、「重なりオブジェクト」として、オブジェクト３、オブジェクト５、オブジ
ェクト４、オブジェクト２が検出され、「重なりオブジェクト一覧リスト」５０が作成さ
れ、映像表示部１７に表示される。
【００３９】
　図７は、実施形態に係わる電子機器において、所定のオブジェクトに重なるオブジェク
トに所定の操作（メニュー表示）を行う例を示す図である。
　ここでは、上記図５に示すように、「重なりオブジェクト一覧リスト」５０が作成され
、映像表示部１７に「重なりオブジェクト」（第２のオブジェクト）として、オブジェク
ト５、オブジェクト４、オブジェクト２が表示されている。
【００４０】
　そして、ここでは、上記と同様に、ユーザがキーボード１３やタッチパッド１６を操作
し、上記「重なりオブジェクト」（第２のオブジェクト）の中から操作を行ないたいオブ
ジェクト（ここではオブジェクト４）上に指定部（マウスポインタ）３０を静止させ、オ
ブジェクト４（第２のオブジェクト）を指定する。
【００４１】
　そして、オブジェクト４（第２のオブジェクト）に対して可能な操作が、符号７０を付
すようにメニュー表示される。
　このオブジェクト４（第２のオブジェクト）は、ユーザがキーボード１３やタッチパッ
ド１６を操作し、メニュー表示７０に表示される操作を行うことが可能である。
【００４２】
　図８は、実施形態に係わる電子機器において、所定のオブジェクトに重なるオブジェク
トに他の操作を行う例を示す図である。
　図８（ａ）は、第２のオブジェクトを指定し、操作（移動）を行う例を示す図である。
　ここでも、上記と同様に、「重なりオブジェクト一覧リスト」５０が作成される。そし
て、映像表示部１７に「重なりオブジェクト」（第２のオブジェクト）として、オブジェ
クト５、オブジェクト４、オブジェクト２が表示されている。
【００４３】
　そして、ここでも、上記と同様に、ユーザがキーボード１３やタッチパッド１６を操作
し、上記「重なりオブジェクト」（第２のオブジェクト）の中から操作を行ないたいオブ
ジェクト（ここではオブジェクト４）上に指定部（マウスポインタ）３０を静止させ、オ
ブジェクト４（第２のオブジェクト）を指定する。
【００４４】
　そして、ここでは、指定されたオブジェクト４（第２のオブジェクト）に対してドラッ
ク操作が可能であり、図８（ａ）に示すように、オブジェクト４の移動操作が行なわれる
。
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【００４５】
　図８（ｂ）は、第２のオブジェクトを指定し、操作（拡大や縮小）を行う例を示す図で
ある。
　ここでも、上記と同様に、「重なりオブジェクト一覧リスト」５０が作成され、映像表
示部１７に「重なりオブジェクト」（第２のオブジェクト）として、オブジェクト５、オ
ブジェクト４、オブジェクト２が表示されている。
【００４６】
　図では、拡大操作を行なう例を示しているが、同様に、縮小操作を行なうことも可能で
ある。
　そして、上記と同様に、ユーザがキーボード１３やタッチパッド１６を操作し、上記「
重なりオブジェクト」（第２のオブジェクト）の中から操作（拡大や縮小）を行ないたい
オブジェクト（ここではオブジェクト４）上に指定部（マウスポインタ）３０を静止させ
、オブジェクト４（第２のオブジェクト）を指定する。
【００４７】
　そして、指定されたオブジェクト４（第２のオブジェクト）に対して操作（拡大や縮小
）が可能であり、図８（ｂ）に示すように、オブジェクト４の操作（拡大や縮小）が行な
われる。
【００４８】
　このように構成することにより、例えば、逐次、オブジェクト４を移動せずとも、上記
操作（拡大や縮小）を、今のＺ位置（例えば裏にある状態）のまま行うことが可能になる
。
【００４９】
　図９は、実施形態に係わる電子機器において、オブジェクトの重なりを評価する範囲で
ある重なり評価範囲の例を示す図である。
　この重なり評価範囲は、例えば、後述する図１０に示すように、予め設定される。
　図９（ａ）は、重なり評価範囲の一例を示す図である。
　ここでは、既定領域（デフォルト）が設定されている。
　そして、図に示すように、重なり評価範囲９０は、例えば、指定部（マウスポインタ）
３０を中心とした略四角形の既定領域（デフォルト）である。
　この実施の形態においては、この重なり評価範囲９０において、上記指定された第１の
オブジェクト（ここではオブジェクト７）と重なる第２のオブジェクトを検出し、上記の
ように指定可能に表示する。
【００５０】
　図９（ｂ）は、重なり評価範囲の他の例を示す図である。
　ここでも、既定領域（デフォルト）が設定されている。
　そして、図に示すように、重なり評価範囲９０は、例えば、指定部（マウスポインタ）
３０を中心とした略楕円形の既定領域（デフォルト）である。
　この実施の形態においても、この重なり評価範囲９０において、上記指定された第１の
オブジェクト（ここではオブジェクト７）と重なる第２のオブジェクトを検出し、上記の
ように指定可能に表示する。
【００５１】
　図１０は、実施形態に係わる電子機器において、重なりオブジェクトに係る情報の設定
例を示す図である。
　この実施の形態においては、電子機器（ＰＣ）は、例えば、以下に示す表示画面を映像
表示部１２に表示し、ユーザ入力によって重なりオブジェクトに係る情報が設定される。
これらのユーザ入力情報は、例えば、主メモリ１０３に記憶される。
【００５２】
　図１０（ａ）は、上記重なりオブジェクトの検出範囲の設定に係る入力画面の一例を示
す図である。
　図に示すように、ユーザは、重なりオブジェクト（第２のオブジェクト）の検出範囲と



(10) JP 5221694 B2 2013.6.26

10

20

30

40

50

して、映像表示部１７に表示された「既定領域（デフォルト）」または「画面全体」のい
ずれかを選択設定することが可能である。ここでは、「既定領域（デフォルト）」が設定
されている。
【００５３】
　図１０（ｂ）は、重なりオブジェクト（第２のオブジェクト）の表示数の設定に係る入
力画面の一例を示す図である。
　図に示すように、ユーザは、重なりオブジェクト（第２のオブジェクト）の検出範囲と
して、映像表示部１７に表示された「指定したオブジェクト（第１のオブジェクト）から
背面全部」、「指定したオブジェクトから背面３つ以内」または「指定したオブジェクト
から背面１つ以内」のいずれかを選択設定することが可能である。ここでは、「指定した
オブジェクト（第１のオブジェクト）から背面全部」が設定されている。
【００５４】
　図１０（ｃ）は、重なりオブジェクト（第２のオブジェクト）の表示対象の設定に係る
入力画面の一例を示す図である。
　図に示すように、ユーザは、重なりオブジェクト（第２のオブジェクト）の表示対象と
して、映像表示部１７に表示された「指定したものは表示しない」、「半分見えているも
のは表示しない」等を選択設定することが可能である。ここでは、「指定したものは表示
しない」、「半分見えているものは表示しない」の２つが設定されている。
【００５５】
　図１１は、実施形態に係わる電子機器の動作の一例を説明するフローチャートである。
　符号Ｓ１００は、ここでの開始ステップである。続いて、ステップＳ１０１に進む。
　ステップＳ１０１は、映像表示部（ＬＣＤ）１７にオブジェクト（第１のオブジェクト
）を表示するステップである。続いて、ステップＳ１０２に進む。
　ステップＳ１０２は、ユーザが表示画面上の指定部（マウスポインタ）３０を移動させ
、所望のオブジェクト（第１のオブジェクト、例えばオブジェクト７）上に静止させ、指
定するステップである。続いて、ステップＳ１０３に進む。
【００５６】
　ステップＳ１０３は、ユーザによって所望のオブジェクト（第１のオブジェクト）は指
定されたかを判別するステップである。所望のオブジェクト（第１のオブジェクト）は指
定されたと判別される場合はステップＳ１０４に進む（Ｙｅｓ）。所望のオブジェクト（
第１のオブジェクト）は指定されないと判別される場合はステップＳ１０２に進み、上記
処理を繰り返す（Ｎｏ）。
【００５７】
　ステップＳ１０４は、例えば図１０に示すように、予め、主メモリ１０３に設定された
重なりオブジェクトの「検出範囲」、「表示数」、「表示対象」等に係る情報を取得する
ステップである。続いて、ステップＳ１０５に進む。
【００５８】
　ステップＳ１０５は、上記指定されたオブジェクト７（第１のオブジェクト）と重なる
オブジェクト（第２のオブジェクト）を検出し、これら検出されたオブジェクト（第２の
オブジェクト）に係る情報を、上記取得された情報に基づいて検出するステップである。
続いて、ステップＳ１０６に進む。
【００５９】
　ステップＳ１０６は、上記検出されたオブジェクトに係る情報から、「重なりオブジェ
クト一覧リスト」５０を作成し、主メモリ１０３に記憶するステップである。続いて、ス
テップＳ１０７に進む。
【００６０】
　ステップＳ１０７は、上記「重なりオブジェクト一覧リスト」５０を映像表示部（ＬＣ
Ｄ）１７に表示するステップである。続いて、ステップＳ１０８に進む。
　ステップＳ１０８は、「重なりオブジェクト一覧リスト」５０に表示された所望のオブ
ジェクト（第１のオブジェクト）から、これに重なる第２の所望のオブジェクト（第２の
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、ステップＳ１０９に進む。
【００６１】
　ステップＳ１０９は、例えば、第２の所望のオブジェクト（第２のオブジェクト）上に
指定部（マウスポインタ）３０を静止させ、指定するステップである。続いて、ステップ
Ｓ１１０に進む。
【００６２】
　ステップＳ１１０は、上記ユーザが指定した第２の所望のオブジェクト（第２のオブジ
ェクト）にメニュー表示、オブジェクト移動、オブジェクト拡大／縮小等の操作を行なう
ステップである。続いて、ステップＳ１１１に進む。
【００６３】
　ステップＳ１１１は、終了ステップであり、ここでの処理は終了する。
　この実施形態においては、例えば、上記「検出範囲」において、重なりオブジェクトを
座標と面積から抽出している。
　上記のように構成することによって、この実施の形態においては、重なりあった複数の
オブジェクトにおいて、例えば、背面に位置するオブジェクトの操作をユーザが簡易に行
なうことが可能になる。
【００６４】
　また、例えば、上記ドキュメントのレイアウトの変更が許可されていないユーザが背面
に位置するオブジェクトを閲覧することが可能となる。
　上記のように構成することによって、この発明の実施の形態においては、複数のオブジ
ェクトが重なっている場合の操作において、煩雑さを低減し、ユーザの利便性を向上させ
ることが可能になる。
【００６５】
　なお、上記実施形態は、記述そのものに限定されるものではなく、実施段階では、その
趣旨を逸脱しない範囲で、構成要素を種々変形して具体化することが可能である。
【００６６】
　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よい。更に
、異なる実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【符号の説明】
【００６７】
　１０…電子機器（ＰＣ）、１７…映像表示部、３０…指定部（マウスポインタ）、５０
…重なりオブジェクト（第２のオブジェクト）一覧リスト、９０…重なり評価範囲。
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