
JP 2015-118585 A 2015.6.25

10

(57)【要約】
【課題】画像内に含まれる図形又は写真を拡大する際の
操作性を向上させる。
【解決手段】表示対象ページのページ画像が表示されて
いる状態で（ステップＳ２１）、タッチパネルにおいて
タップされた位置の座標を取得し（ステップＳ２２）、
処理対象ページの図形写真情報のうち第ｎレコードを取
得し（ステップＳ２４）、タップ位置が第ｎレコードに
対応する矩形領域の範囲内であるか否かを判別する（ス
テップＳ２６）。タップ位置が含まれる領域が図形であ
る場合には（ステップＳ２８；ＹＥＳ）、処理対象ペー
ジのページ画像ファイルの第ｎレコードに含まれる領域
情報で示される矩形領域を拡大して表示する（ステップ
Ｓ２９）。タップ位置が含まれる領域が写真である場合
には（ステップＳ２８；ＮＯ）、第ｎレコードに含まれ
るファイル名が示す写真画像ファイルのＪＰＥＧ画像を
拡大して表示する（ステップＳ３０）。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ページ毎に、図形又は写真を含むページ画像データと、当該ページに含まれる図形又は
写真のそれぞれに対応する当該図形又は写真を個別に表示させるための情報であって、当
該図形又は写真が当該ページに対応するページ画像データ内で占める領域を示す領域情報
を含む図形写真情報と、を対応付けて記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶されているページ画像データに基づいて、ページ画像を表示する表
示手段と、
　前記表示手段により表示されたページ画像上において位置の指定を受け付ける操作手段
と、
　表示中のページの図形写真情報に含まれる領域情報に基づいて、前記操作手段から指定
された位置が、前記表示中のページに含まれる図形又は写真の領域内であるか否かを判別
し、前記操作手段から指定された位置が、前記表示中のページに含まれる図形又は写真の
領域内であると判別された場合に、当該領域に対応する図形又は写真を特定する特定手段
と、
　前記特定手段により特定された図形又は写真に対応する図形写真情報に基づいて、前記
特定された図形又は写真を拡大して前記表示手段に表示させる表示制御手段と、
　を備える表示装置。
【請求項２】
　前記記憶手段には、ページ毎に、当該ページに含まれる写真のそれぞれに対応する写真
画像データが、当該ページに対応するページ画像データと対応付けられて記憶されており
、
　前記表示制御手段は、前記特定された写真に対応する写真画像データに基づいて、前記
特定された写真を拡大して前記表示手段に表示させる請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の表示装置において使用されるデータを作成するデータ処理装置
であって、
　図形又は写真を含む文書データをページ単位でページ画像データに変換する変換手段と
、
　ページ毎に、当該ページに含まれる図形又は写真のそれぞれについて、当該図形又は写
真が当該ページに対応するページ画像データ内で占める領域を示す領域情報を含む、当該
図形又は写真を個別に表示させるための図形写真情報を生成する生成手段と、
　ページ毎に、前記ページ画像データと、当該ページに含まれる図形又は写真のそれぞれ
に対応する図形写真情報と、を対応付けて記憶手段に記憶させる記憶制御手段と、
　を備えるデータ処理装置。
【請求項４】
　ページ毎に、当該ページに含まれる写真のそれぞれを写真画像データに変換する第２の
変換手段を備え、
　前記生成手段は、ページ毎に、当該ページに含まれる写真のそれぞれについて、当該写
真に対応する写真画像データを含めて、当該写真に対応する図形写真情報を生成する請求
項３に記載のデータ処理装置。
【請求項５】
　コンピュータを、
　ページ毎に、図形又は写真を含むページ画像データと、当該ページに含まれる図形又は
写真のそれぞれに対応する当該図形又は写真を個別に表示させるための情報であって、当
該図形又は写真が当該ページに対応するページ画像データ内で占める領域を示す領域情報
を含む図形写真情報と、を対応付けて記憶する記憶手段に記憶されているページ画像デー
タに基づいて、ページ画像を表示手段に表示させる手段、
　前記表示されたページ画像上において操作手段から指定された位置を取得する手段、
　表示中のページの図形写真情報に含まれる領域情報に基づいて、前記操作手段から指定
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された位置が、前記表示中のページに含まれる図形又は写真の領域内であるか否かを判別
し、前記操作手段から指定された位置が、前記表示中のページに含まれる図形又は写真の
領域内であると判別された場合に、当該領域に対応する図形又は写真を特定する手段、
　前記特定された図形又は写真に対応する図形写真情報に基づいて、前記特定された図形
又は写真を拡大して前記表示手段に表示させる手段、
　として機能させるためのプログラム。
【請求項６】
　コンピュータを、
　図形又は写真を含む文書データをページ単位でページ画像データに変換する手段、
　ページ毎に、当該ページに含まれる図形又は写真のそれぞれについて、当該図形又は写
真が当該ページに対応するページ画像データ内で占める領域を示す領域情報を含む、当該
図形又は写真を個別に表示させるための図形写真情報を生成する手段、
　ページ毎に、前記ページ画像データと、当該ページに含まれる図形又は写真のそれぞれ
に対応する図形写真情報と、を対応付けて記憶手段に記憶させる手段、
　として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置、データ処理装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、プレゼンテーション（以下、プレゼンという。）を行う際には、ＰＣ（Personal
 Computer）上でパワーポイント（登録商標）等のアプリケーションソフトウェアを使っ
てプレゼン用の文書データを作成し、文書データをページ毎にスライド表示する方法が用
いられている。
【０００３】
　プレゼンを実施する際には、画像中の注目すべき部分を拡大して表示することが多い。
表示情報の一部を拡大する技術として、例えば、標準サイズの文字列と拡大サイズの文字
列とをそれぞれ用意しておき、標準サイズの文字列が表示された状態で選択された文字列
を、当該文字列に対応する拡大サイズの文字列に置換して表示する携帯端末における表示
情報拡大方法が提案されている（特許文献１参照）。
【０００４】
　また、文書データを作成したアプリケーションソフトウェアが搭載されていないタブレ
ット端末を用いてプレゼンを行う際には、ＰＣにおいて、文書データをページ単位でＪＰ
ＥＧ（Joint Photographic Experts Group）形式の画像ファイルに変換した後に、ページ
毎のＪＰＥＧファイルをタブレット端末に送信し、タブレット端末上で各ページの画像を
表示してプレゼンを行っている。タブレット端末では、ユーザの操作により、次のページ
又は前のページの画像の表示や、画像の拡大又は縮小が指示される。
【０００５】
　ここで、図１３を参照して、タブレット端末で画像を表示する場合の一般的な操作につ
いて説明する。タブレット端末に表示されている１ページ分の画像４０には、図形（円グ
ラフ）４１と写真４２が含まれている。図形４１を拡大表示する場合、図形４１の左下４
３と右上４４を同時に指でタッチし、そのまま希望の大きさになるまで指の間を拡げるよ
うに移動させる操作（ピンチ操作）を行う。図１３の例では、図形４１の右上４４に触れ
た指を矢印Ｚの向きに動かすことにより、指の移動に応じて図形４１が拡大される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－１１９２２９号公報
【発明の概要】



(4) JP 2015-118585 A 2015.6.25

10

20

30

40

50

【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、タブレット端末の画面上でピンチ操作により拡大を指示する際には、指の移動
を検出する度にＪＰＥＧ画像を拡大して画面全体を再描画するため、画面がちらついて見
づらいという問題があった。
　また、ユーザが操作に慣れていないと、拡大操作を何段階かに分けて行ったり、拡大し
過ぎて逆に縮小操作が必要になったりする等、ピンチ操作を複数回行わなければならず、
操作性が良くなかった。
　さらに、タブレット端末では、ユーザが画面上で手を動かして操作するため、操作中は
手で画面が隠れてしまい、見苦しかった。
【０００８】
　本発明は、上記の従来技術における問題に鑑みてなされたものであって、画像内に含ま
れる図形又は写真を拡大する際の操作性を向上させることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の表示装置は、
　ページ毎に、図形又は写真を含むページ画像データと、当該ページに含まれる図形又は
写真のそれぞれに対応する当該図形又は写真を個別に表示させるための情報であって、当
該図形又は写真が当該ページに対応するページ画像データ内で占める領域を示す領域情報
を含む図形写真情報と、を対応付けて記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶されているページ画像データに基づいて、ページ画像を表示する表
示手段と、
　前記表示手段により表示されたページ画像上において位置の指定を受け付ける操作手段
と、
　表示中のページの図形写真情報に含まれる領域情報に基づいて、前記操作手段から指定
された位置が、前記表示中のページに含まれる図形又は写真の領域内であるか否かを判別
し、前記操作手段から指定された位置が、前記表示中のページに含まれる図形又は写真の
領域内であると判別された場合に、当該領域に対応する図形又は写真を特定する特定手段
と、
　前記特定手段により特定された図形又は写真に対応する図形写真情報に基づいて、前記
特定された図形又は写真を拡大して前記表示手段に表示させる表示制御手段と、
　を備える。
【００１０】
　また、本発明のデータ処理装置は、
　図形又は写真を含む文書データをページ単位でページ画像データに変換する変換手段と
、
　ページ毎に、当該ページに含まれる図形又は写真のそれぞれについて、当該図形又は写
真が当該ページに対応するページ画像データ内で占める領域を示す領域情報を含む、当該
図形又は写真を個別に表示させるための図形写真情報を生成する生成手段と、
　ページ毎に、前記ページ画像データと、当該ページに含まれる図形又は写真のそれぞれ
に対応する図形写真情報と、を対応付けて記憶手段に記憶させる記憶制御手段と、
　を備える。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、画像内に含まれる図形又は写真を拡大する際の操作性を向上させるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】プレゼンシステムの構成を示す図である。
【図２】ＰＣの機能的構成を示すブロック図である。
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【図３】プレゼンデータ作成処理の概要を説明するための図である。
【図４】ＰＣにより作成されるプレゼンデータの構成を示す図である。
【図５】ページ管理ファイルの構造を示す図である。
【図６】タブレット端末の機能的構成を示すブロック図である。
【図７】ＰＣにおいて実行されるプレゼンデータ作成処理を示すフローチャートである。
【図８】複数の要素から図形が構成されている場合の例である。
【図９】タブレット端末において実行されるプレゼンデータ表示処理を示すフローチャー
トである。
【図１０】タブレット端末に表示されるページ画像の表示例である。
【図１１】図形が拡大された状態の表示例である。
【図１２】写真が拡大された状態の表示例である。
【図１３】従来のピンチ操作による拡大方法を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して、本発明に係る表示装置及びデータ処理装置の実施の形態につい
て説明する。なお、本発明は、図示例に限定されるものではない。
【００１４】
　図１に、プレゼンシステム１００の構成を示す。プレゼンシステム１００は、データ処
理装置としてのＰＣ１０と、表示装置としてのタブレット端末２０と、から構成されてい
る。プレゼンシステム１００では、ＰＣ１０において作成されたプレゼンデータＤ２に基
づいて、タブレット端末２０においてプレゼン用の資料が表示される。
【００１５】
　図２に、ＰＣ１０の機能的構成を示す。
　ＰＣ１０は、変換手段、生成手段、記憶制御手段、第２の変換手段としてのＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）１１と、操作部１２と、表示部１３と、通信部１４と、ＲＡＭ
（Random Access Memory）１５と、ＲＯＭ（Read Only Memory）１６と、記憶部１７と、
を備え、各部はバス１８を介して接続されている。
【００１６】
　ＣＰＵ１１は、ＰＣ１０の各部の処理動作を統括的に制御する。具体的には、ＣＰＵ１
１は、ＲＯＭ１６に記憶されている各種処理プログラムを読み出してＲＡＭ１５に展開し
、当該プログラムとの協働により各種処理を行う。
【００１７】
　ＣＰＵ１１は、図形又は写真を含む文書データＤ１をページ単位でページ画像データに
変換し、ページ画像ファイルを生成する。本実施の形態では、ページ画像データのファイ
ル形式として、ＪＰＥＧを用いる。
【００１８】
　文書データＤ１は、複数のページからなるプレゼン用の資料の電子データであり、スラ
イド形式で文字や図表を表示するパワーポイント等のアプリケーションソフトウェアによ
り作成されたものである。文書データＤ１には、文字データ、図形データ、写真データが
含まれる。また、文書データＤ１としては、ワード（登録商標）、エクセル（登録商標）
等により作成された電子データであってもよい。
【００１９】
　ＣＰＵ１１は、ページ毎に、当該ページに含まれる写真のそれぞれを写真画像データに
変換し、写真画像ファイルを生成する。本実施の形態では、写真画像データのファイル形
式として、ＪＰＥＧを用いる。
【００２０】
　ＣＰＵ１１は、ページ毎に、当該ページに含まれる図形又は写真のそれぞれについて、
当該図形又は写真を個別に表示させるための図形写真情報を生成する。図形写真情報には
、図形又は写真が、当該図形又は写真が含まれるページに対応するページ画像データ内で
占める領域を示す領域情報が含まれる。具体的には、領域情報として、図形又は写真がペ
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ージ画像データ内で占める矩形領域の左上の座標及び右下の座標を用いる。
【００２１】
　ＣＰＵ１１は、ページ毎に、当該ページに含まれる写真のそれぞれについて、当該写真
に対応する写真画像データを含めて、当該写真に対応する図形写真情報を生成する。具体
的には、写真に係る図形写真情報には、当該写真に対応する写真画像データを示す情報（
ファイル名）が含まれる。
【００２２】
　ＣＰＵ１１は、ページ毎に、ページ画像データと、当該ページに含まれる図形又は写真
のそれぞれに対応する図形写真情報と、を対応付けて記憶部１７に記憶させる。
【００２３】
　操作部１２は、文字入力キー、数字入力キー、各種機能キー等を備えたキーボードと、
マウス等のポインティングデバイスと、を含む構成である。操作部１２は、ユーザによる
キーボードに対するキー操作やマウス操作により入力された操作信号をＣＰＵ１１に出力
する。
【００２４】
　表示部１３は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等で構成され、ＣＰＵ１１からの表
示制御信号に従って画面表示を行う。
【００２５】
　通信部１４は、ネットワークインターフェース等により構成され、通信ネットワークを
介して接続された外部機器との間でデータの送受信を行う。また、通信部１４は、ＵＳＢ
（Universal Serial Bus）ケーブルを介して接続されたタブレット端末２０との間でデー
タの送受信を行う。
【００２６】
　ＲＡＭ１５は、揮発性のメモリである。ＲＡＭ１５には、実行される各種プログラムや
これら各種プログラムに係るデータ等が格納される。
【００２７】
　ＲＯＭ１６は、各種プログラム及び各種データを記憶する読み出し専用の半導体メモリ
である。ＲＯＭ１６には、プレゼンデータ作成処理プログラム１６１が記憶されている。
【００２８】
　プレゼンデータ作成処理プログラム１６１は、ＣＰＵ１１に、プレゼンデータ作成処理
を実行させるためのプログラムである。プレゼンデータ作成処理では、図３に示すように
、文書データＤ１の１ページにつき１個のページ画像ファイル（ＪＰＥＧファイル）が生
成される。このページ画像ファイルに加え、ページに含まれる１個の写真につき１個の写
真画像ファイル（ＪＰＥＧファイル）が生成される。また、ページに含まれる図形又は写
真を管理するためのページ管理ファイルが生成される。
【００２９】
　記憶部１７は、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）や不揮発性メモリ等により構成され、情報
を読み出し及び書き込み可能に記憶する。例えば、記憶部１７には、文書データＤ１、プ
レゼンデータＤ２が記憶される。
【００３０】
　プレゼンデータＤ２は、プレゼンデータ作成処理により作成されるデータであり、タブ
レット端末２０に送信される。
【００３１】
　図４に、プレゼンデータＤ２の構成（ファイル体系）を示す。
　プレゼンデータＤ２は、ページ毎に、ページ画像ファイルと、ページ管理ファイルと、
このページに含まれる写真の数分の写真画像ファイルと、が対応付けられている。
【００３２】
　ページ画像ファイルは、文書データＤ１の１ページを１個のＪＰＥＧファイルに変換し
たファイルである。
　ページ管理ファイルは、ページ内の図形又は写真を管理するための１個のファイルであ
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る。
　写真画像ファイルは、ページに含まれる写真毎に、１個の写真を１個のＪＰＥＧファイ
ルに変換したファイルである。
【００３３】
　文書データＤ１が複数ページからなる場合には、プレゼンデータＤ２には、ページ数分
、ページ画像ファイル、ページ管理ファイル、一又は複数の写真画像ファイルの組が含ま
れる。
【００３４】
　図５に、ページ管理ファイルの構造を示す。
　ページ管理ファイルは、ページに含まれる図形又は写真のそれぞれに対応する図形写真
情報から構成される。
　図形写真情報には、タイプ、ファイル名、左上の座標、右下の座標が含まれる。
【００３５】
　タイプは、当該レコード（図形写真情報）が図形に関する情報であるか、写真に関する
情報であるかを示す情報である。
　ファイル名は、当該レコードのタイプが写真の場合に、写真に対応する写真画像ファイ
ルのファイル名を示す情報である。当該レコードのタイプが図形の場合には、本情報は使
用されない。
【００３６】
　左上の座標は、図形又は写真がページ画像データ内で占める矩形領域の左上の座標であ
る。
　右下の座標は、図形又は写真がページ画像データ内で占める矩形領域の右下の座標であ
る。
【００３７】
　なお、図形写真情報に、さらに、拡大方法が含まれていてもよい。拡大方法には、例え
ば、図形又は写真を拡大する際に基準となる基準位置、図形又は写真を拡大する際の拡大
率が含まれる。基準位置は、拡大処理の前後で動かない位置であり、ページ画像データ内
の座標で指定される。拡大方法は、図形又は写真の、当該図形又は写真が含まれるページ
における配置に応じて、予め定められている複数の拡大方法の中から選択されることとし
てもよいし、図形又は写真のそれぞれに対して、ユーザが指定可能としてもよい。
【００３８】
　図４及び図５に示したように、プレゼンデータＤ２では、ページ毎に、ページ画像ファ
イルとページ管理ファイルとが対応付けられていることから、ページ画像ファイルと、ペ
ージに含まれる図形又は写真のそれぞれに対応する図形写真情報と、が対応付けられてい
る。また、ページに写真が含まれる場合には、写真に対応する図形写真情報に、写真画像
ファイルのファイル名を示す情報が含まれることにより、当該写真画像ファイルとページ
画像ファイルとが対応付けられることになる。
【００３９】
　図６に、タブレット端末２０の機能的構成を示す。
　タブレット端末２０は、特定手段、表示制御手段としてのＣＰＵ２１と、操作部２２と
、表示部２３と、通信部２４と、ＲＡＭ２５と、ＲＯＭ２６と、記憶部２７と、を備え、
各部はバス２８を介して接続されている。
【００４０】
　ＣＰＵ２１は、タブレット端末２０の各部の処理動作を統括的に制御する。具体的には
、ＣＰＵ２１は、ＲＯＭ２６に記憶されている各種処理プログラムを読み出してＲＡＭ２
５に展開し、当該プログラムとの協働により各種処理を行う。
【００４１】
　ＣＰＵ２１は、ＰＣ１０から送信され、記憶部２７に記憶されたプレゼンデータＤ２に
含まれる何れかのページ画像データに基づいて、ページ画像を表示部２３に表示させる。
【００４２】
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　ＣＰＵ２１は、表示中のページの図形写真情報に含まれる領域情報に基づいて、操作部
２２から指定された位置が、表示中のページに含まれる図形又は写真の領域内であるか否
かを判別する。ＣＰＵ２１は、操作部２２から指定された位置が、表示中のページに含ま
れる図形又は写真の領域内であると判別された場合に、当該領域に対応する図形又は写真
を特定する。
【００４３】
　ＣＰＵ２１は、特定された図形又は写真に対応する図形写真情報に基づいて、特定され
た図形又は写真を拡大して表示部２３に表示させる。
【００４４】
　操作部２２から指定された位置が、表示中のページに含まれる図形の領域内である場合
には、ＣＰＵ２１は、当該図形に対応する図形写真情報に含まれる領域情報（左上の座標
、右下の座標）に基づいて、表示中のページに対応するページ画像データから図形に対応
する矩形領域を読み出し、読み出した領域を拡大し、拡大した図形を表示部２３に表示さ
せる。
【００４５】
　操作部２２から指定された位置が、表示中のページに含まれる写真の領域内である場合
には、ＣＰＵ２１は、当該写真に対応する図形写真情報に含まれるファイル名に基づいて
、ファイル名が示す写真画像データを読み出す。そして、ＣＰＵ２１は、特定された写真
に対応する写真画像データに基づいて、特定された写真を拡大して表示部２３に表示させ
る。
【００４６】
　なお、図形写真情報に基準位置や拡大率が含まれている場合には、ＣＰＵ２１は、基準
位置を中心として、拡大率に従って図形又は写真を拡大する。
　図形写真情報に基準位置や拡大率が含まれていない場合には、ＣＰＵ２１は、予め定め
られた基準位置及び拡大率で図形又は写真を拡大することとしてもよいし、拡大後の図形
又は写真が、表示部２３の表示画面からはみ出さないような基準位置及び拡大率で図形又
は写真を拡大することとしてもよい。例えば、特定された図形又は写真を表示画面全体に
拡大するようにしてもよい。
【００４７】
　操作部２２は、電源をオン／オフさせる電源キー等の操作キー２２Ａと、表示部２３に
積層されたタッチパネル２２Ｂと、により構成され、各操作キー２２Ａに対応する操作信
号、ユーザの指等によるタッチ操作の位置に応じた操作信号をＣＰＵ２１に出力する。例
えば、タッチパネル２２Ｂは、表示部２３により表示されたページ画像上において、拡大
対象となる図形又は写真の位置の指定を受け付ける。
【００４８】
　表示部２３は、ＬＣＤ等で構成され、ＣＰＵ２１からの表示制御信号に従って画面表示
を行う。
【００４９】
　通信部２４は、ネットワークインターフェース等により構成され、通信ネットワークを
介して接続された外部機器との間でデータの送受信を行う。また、通信部２４は、ＵＳＢ
ケーブルを介して接続されたＰＣ１０との間でデータの送受信を行う。
【００５０】
　ＲＡＭ２５は、揮発性のメモリである。ＲＡＭ２５には、実行される各種プログラムや
これら各種プログラムに係るデータ等が格納される。
【００５１】
　ＲＯＭ２６は、各種プログラム及び各種データを記憶する読み出し専用の半導体メモリ
である。ＲＯＭ２６には、プレゼンデータ表示処理プログラム２６１が記憶されている。
【００５２】
　記憶部２７は、ＨＤＤや不揮発性メモリ等により構成され、情報を読み出し及び書き込
み可能に記憶する。例えば、記憶部２７には、ＰＣ１０から受信したプレゼンデータＤ２
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が記憶される。
【００５３】
　プレゼンデータＤ２は、ページ毎に、ページ画像データ（ページ画像ファイル）と、当
該ページに含まれる図形又は写真のそれぞれに対応する図形写真情報（ページ管理ファイ
ル）と、当該ページに含まれる写真のそれぞれに対応する写真画像データ（写真画像ファ
イル）と、が対応付けられている（図４及び図５参照）。
【００５４】
　次に、プレゼンシステム１００における動作について説明する。
　図７は、ＰＣ１０において実行されるプレゼンデータ作成処理を示すフローチャートで
ある。この処理は、タブレット端末２０において使用されるプレゼンデータＤ２を作成す
る処理であって、ＣＰＵ１１とＲＯＭ１６に記憶されているプレゼンデータ作成処理プロ
グラム１６１との協働によるソフトウェア処理によって実現される。
【００５５】
　まず、ＣＰＵ１１は、記憶部１７に記憶されている文書データＤ１を読み出し、文書デ
ータＤ１に含まれる１ページ分の描画データをページ画像データに変換し、ページ画像フ
ァイルを生成する（ステップＳ１）。
【００５６】
　次に、ＣＰＵ１１は、文書データＤ１の処理対象のページに含まれる描画データを順に
取得する（ステップＳ２）。描画データは、文字データ、図形データ、写真データの何れ
かである。
【００５７】
　次に、ＣＰＵ１１は、取得した描画データのタイプが写真であるか否かを判断する（ス
テップＳ３）。取得した描画データのタイプが写真である場合には（ステップＳ３；ＹＥ
Ｓ）、ＣＰＵ１１は、取得した描画データ（写真データ）をＪＰＥＧファイルに変換して
写真画像ファイルを生成し（ステップＳ４）、生成した写真画像ファイルを処理対象ペー
ジのデータとして記憶部１７に保存する（ステップＳ５）。
【００５８】
　次に、ＣＰＵ１１は、処理対象ページのページ管理ファイルに新規のレコード（図形写
真情報）を追加し、「タイプ」に「写真」を格納し、「ファイル名」に「写真画像ファイ
ルの名前」を格納し、「左上の座標」に「写真がページ画像データ内で占める矩形領域の
左上の座標」を格納し、「右下の座標」に「写真がページ画像データ内で占める矩形領域
の右下の座標」を格納する（ステップＳ６）。
【００５９】
　ステップＳ３において、取得した描画データのタイプが写真でない場合には（ステップ
Ｓ３；ＮＯ）、ＣＰＵ１１は、取得した描画データのタイプが図形であるか否かを判断す
る（ステップＳ７）。取得した描画データのタイプが図形である場合には（ステップＳ７
；ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は、取得した描画データ（図形データ）が新規の図形に関するデ
ータであるか否かを判断する（ステップＳ８）。
【００６０】
　同じ図形を構成する複数の部分を、それぞれ別々の描画データとして取得する場合があ
る。そのため、各描画データに対応する部分同士の座標の差（距離）が予め定められた値
以下である場合や、各描画データに対応する部分同士が重なっている場合に、同じ図形を
構成すると判断する。
【００６１】
　ステップＳ８において、取得した描画データが新規の図形に関するデータである場合（
ステップＳ８；ＹＥＳ）、すなわち、取得した描画データがこれまでに処理した描画デー
タと同じ図形を構成するものでない場合には、ＣＰＵ１１は、処理対象ページのページ管
理ファイルに新規のレコード（図形写真情報）を追加し、「タイプ」に「図形」を格納し
、「左上の座標」に「図形がページ画像データ内で占める矩形領域の左上の座標」を格納
し、「右下の座標」に「図形がページ画像データ内で占める矩形領域の右下の座標」を格
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納する（ステップＳ９）。
【００６２】
　ステップＳ８において、取得した描画データが新規の図形に関するデータでない場合（
ステップＳ８；ＮＯ）、すなわち、取得した描画データがこれまでに処理した描画データ
と同じ図形を構成するものである場合には、ＣＰＵ１１は、処理対象ページのページ管理
ファイル内の同じ図形を構成すると判断されたレコード（図形写真情報）の座標を更新す
る（ステップＳ１０）。
【００６３】
　図８を参照して、３個の要素Ｅ１～Ｅ３から図形（円グラフ）が構成されている場合を
例にして説明する。図８に示すようにＸ軸及びＹ軸をとり、第１の要素Ｅ１の左上の座標
を（Ｘ１，Ｙ１）、第１の要素Ｅ１の右下の座標を（Ｘ２，Ｙ２）、第２の要素Ｅ２の左
上の座標を（Ｘ３，Ｙ３）、第２の要素Ｅ２の右下の座標を（Ｘ４，Ｙ４）、第３の要素
Ｅ３の左上の座標を（Ｘ５，Ｙ５）、第３の要素Ｅ３の右下の座標を（Ｘ６，Ｙ６）とす
る。各要素Ｅ１～Ｅ３の左上の座標及び右下の座標は、各描画データに含まれている。
【００６４】
　まず、第１の要素Ｅ１に対応する描画データのみについて、図形写真情報への記録が終
了した段階では、図形の領域の左上の座標には（Ｘ１，Ｙ１）、右下の座標には（Ｘ２，
Ｙ２）が格納されている。
【００６５】
　第１の要素Ｅ１に加えて第２の要素Ｅ２に対応する描画データについて、図形写真情報
への記録が終了した段階では、第１の要素Ｅ１と第２の要素Ｅ２を合わせた矩形領域の左
上の座標（Ｘ軸における最小値，Ｙ軸における最小値）及び右下の座標（Ｘ軸における最
大値，Ｙ軸における最大値）が、図形の領域を示す座標として格納される。すなわち、左
上の座標には（Ｘ３，Ｙ１）、右下の座標には（Ｘ２，Ｙ４）が格納される。
【００６６】
　第１の要素Ｅ１及び第２の要素Ｅ２に加えて第３の要素Ｅ３に対応する描画データにつ
いて、図形写真情報への記録が終了した段階では、第１の要素Ｅ１と第２の要素Ｅ２と第
３の要素Ｅ３を合わせた矩形領域の左上の座標及び右下の座標が、図形の領域を示す座標
として格納される。すなわち、左上の座標には（Ｘ５，Ｙ１）、右下の座標には（Ｘ２，
Ｙ４）が格納される。
　このようにして、複数の要素から構成されている図形について、当該図形に対応する図
形写真情報に含まれる領域情報（左上の座標及び右下の座標）が順次更新されていく。
【００６７】
　ステップＳ６、ステップＳ９、ステップＳ１０の後、又は、ステップＳ７において、取
得した描画データのタイプが図形でない場合には（ステップＳ７；ＮＯ）、ＣＰＵ１１は
、１ページ分の処理が終了したか否かを判断する（ステップＳ１１）。１ページ分の処理
が終了していない場合には（ステップＳ１１；ＮＯ）、ステップＳ２に戻り、処理対象ペ
ージの他の描画データについて、ステップＳ２～ステップＳ１１の処理が繰り返される。
【００６８】
　ステップＳ１１において、１ページ分の処理が終了した場合には（ステップＳ１１；Ｙ
ＥＳ）、ＣＰＵ１１は、ページ画像ファイル、ページ管理ファイル、処理対象ページに含
まれる写真の数分の写真画像ファイルを、処理対象ページのデータとして対応付けて記憶
部１７に記憶させる（ステップＳ１２）。
【００６９】
　次に、ＣＰＵ１１は、文書データＤ１に次のページがあるか否かを判断する（ステップ
Ｓ１３）。文書データＤ１に次のページがある場合には（ステップＳ１３；ＹＥＳ）、ス
テップＳ１に戻り、次のページを処理対象として、ステップＳ１～ステップＳ１３の処理
が繰り返される。
【００７０】
　ステップＳ１３において、文書データＤ１に次のページがない場合（ステップＳ１３；
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ＮＯ）、すなわち、全ページ分の処理が終了した場合には、ページ毎に、ページ画像ファ
イル、ページ管理ファイル及び写真画像ファイルの組を対応付けたプレゼンデータＤ２を
作成し、作成したプレゼンデータＤ２を記憶部１７に記憶させる。
　以上で、プレゼンデータ作成処理が終了する。
【００７１】
　プレゼンデータ作成処理後、ＰＣ１０とタブレット端末２０とがＵＳＢケーブルを介し
て接続され、ＰＣ１０からタブレット端末２０にプレゼンデータＤ２が送信される。タブ
レット端末２０では、ＰＣ１０から受信したプレゼンデータＤ２が記憶部２７に記憶され
る。
【００７２】
　図９は、タブレット端末２０において実行されるプレゼンデータ表示処理を示すフロー
チャートである。この処理は、ＣＰＵ２１とＲＯＭ２６に記憶されているプレゼンデータ
表示処理プログラム２６１との協働によるソフトウェア処理によって実現される。
【００７３】
　まず、ＣＰＵ２１は、記憶部２７に記憶されたプレゼンデータＤ２に含まれる表示対象
ページのページ画像ファイルを読み出し、このページ画像ファイルに基づいて、ページ画
像を表示部２３に表示させる（ステップＳ２１）。
【００７４】
　次に、ユーザのタッチパネル２２Ｂからの操作により、表示部２３に表示されているペ
ージ画像上の何れかの位置がタップされると、ＣＰＵ２１は、タッチパネル２２Ｂから出
力された操作信号に基づいて、タップされた位置の座標を取得する（ステップＳ２２）。
ＣＰＵ２１は、取得した座標をＲＡＭ２５に格納する。
【００７５】
　次に、ＣＰＵ２１は、レコード番号ｎを１に初期化する（ステップＳ２３）。
　次に、ＣＰＵ２１は、プレゼンデータＤ２の処理対象ページのページ管理ファイルに含
まれる図形写真情報のうち第ｎレコードを取得する（ステップＳ２４）。
【００７６】
　ここで、ＣＰＵ２１は、処理対象ページのページ管理ファイルから第ｎレコードを取得
することができたか否かを判別する（ステップＳ２５）。処理対象ページのページ管理フ
ァイルから第ｎレコードを取得することができた場合には（ステップＳ２５；ＹＥＳ）、
ＣＰＵ２１は、タップ位置が、第ｎレコードに含まれる「左上の座標」及び「右下の座標
」で示される矩形領域の範囲内であるか否かを判別する（ステップＳ２６）。
【００７７】
　タップ位置が、第ｎレコードに含まれる「左上の座標」及び「右下の座標」で示される
矩形領域の範囲内でない場合には（ステップＳ２６；ＮＯ）、ＣＰＵ２１は、レコード番
号ｎを１だけインクリメントして（ステップＳ２７）、ステップＳ２４に戻る。
【００７８】
　ステップＳ２６において、タップ位置が、第ｎレコードに含まれる「左上の座標」及び
「右下の座標」で示される矩形領域の範囲内である場合には（ステップＳ２６；ＹＥＳ）
、ＣＰＵ２１は、当該領域に対応する図形又は写真を特定し、タップ位置が含まれる領域
に対応する第ｎレコード（図形写真情報）のタイプが図形であるか否かを判断する（ステ
ップＳ２８）。
【００７９】
　タップ位置が含まれる領域に対応する第ｎレコードのタイプが図形である場合には（ス
テップＳ２８；ＹＥＳ）、ＣＰＵ２１は、処理対象ページのページ画像ファイルの第ｎレ
コードに含まれる「左上の座標」及び「右下の座標」で示される矩形領域を一旦ＲＡＭ２
５に読み出し、読み出した領域を拡大し、拡大された図形の画像を、表示部２３のページ
画像上に重ねて表示させる（ステップＳ２９）。
【００８０】
　ステップＳ２８において、タップ位置が含まれる領域に対応する第ｎレコードのタイプ
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が写真である場合には（ステップＳ２８；ＮＯ）、ＣＰＵ２１は、第ｎレコードに含まれ
る「ファイル名」が示す写真画像ファイルのＪＰＥＧ画像を拡大し、拡大された写真の画
像を、表示部２３のページ画像上に重ねて表示させる（ステップＳ３０）。
【００８１】
　ステップＳ２９、ステップＳ３０の後、又は、ステップＳ２５において、処理対象ペー
ジのページ管理ファイルから第ｎレコードを取得することができなかった場合（ステップ
Ｓ２５；ＮＯ）、すなわち、タップ位置に拡大対象となる図形又は写真が存在しなかった
場合には、プレゼンデータ表示処理が終了する。
【００８２】
　図１０に、タブレット端末２０の表示部２３に表示されているページ画像３０の例を示
す。ページ画像３０には、図形３１及び写真３２が含まれている。
【００８３】
　図１０に示す状態で、タッチパネル２２Ｂにおける操作により、図形３１の領域内がタ
ップされると、図１１に示すように、拡大された図形３１Ａがページ画像３０に重ねられ
て表示される。ここで、図形３１Ａは、元の図形３１の左下の点を基準として拡大されて
いる。なお、図形３１Ａを拡大する際は、図１１に示すように、写真３２をすべて隠さな
いように制御すると共に、ページ画像３０の範囲を超えないように制御する。
【００８４】
　図１０に示す状態で、タッチパネル２２Ｂにおける操作により、写真３２の領域内がタ
ップされると、図１２に示すように、拡大された写真３２Ａがページ画像３０に重ねられ
て表示される。ここで、写真３２Ａは、元の写真３２の右上の点を基準として拡大されて
いる。なお、写真３２Ａを拡大する際は、図１２に示すように、図形３１をすべて隠さな
いように制御すると共に、ページ画像３０の範囲を超えないように制御する。
【００８５】
　以上説明したように、本実施の形態におけるタブレット端末２０によれば、ページ画像
データとは別に、各ページに含まれる図形又は写真の領域情報を含む図形写真情報が記憶
されているので、ページ画像上において指定された位置に対応する図形又は写真を容易に
特定し、拡大することができる。ユーザは、タッチパネル２２Ｂ上で、拡大対象となる図
形又は写真をタップするだけで、図形又は写真を拡大した表示状態を得ることができる。
したがって、画像内に含まれる図形又は写真を拡大する際の操作性を向上させることがで
きる。
【００８６】
　また、各ページに含まれる写真については、写真画像データが記憶されているので、写
真画像データに基づいて、写真を拡大して表示することができる。したがって、ページ画
像データの写真領域を拡大する場合と比較して、画像の劣化を防ぐことができるとともに
、写真を表示するための処理を簡略化することができる。
【００８７】
　また、本実施の形態におけるＰＣ１０によれば、ページ毎に、ページ画像データと、各
ページに含まれる図形又は写真の領域情報を含む図形写真情報と、を対応付けることによ
り、タブレット端末２０において使用されるプレゼンデータＤ２を作成することができる
。したがって、ページ画像データとは別に、各ページに含まれる図形又は写真に対応する
図形写真情報を利用することができ、画像内に含まれる図形又は写真を拡大する際の操作
性を向上させることができる。
【００８８】
　また、各ページに含まれる写真については、図形写真情報に写真画像データが含まれる
ので、ページ画像データを利用することなく、写真を拡大して表示することができる。
【００８９】
　なお、上記実施の形態における記述は、本発明に係る表示装置及びデータ処理装置の例
であり、これに限定されるものではない。装置を構成する各部の細部構成及び細部動作に
関しても本発明の趣旨を逸脱することのない範囲で適宜変更可能である。
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【００９０】
　例えば、上記実施の形態では、写真の拡大表示による画像の劣化を防ぐために、写真を
別ファイルとしたが、図形についても画像の劣化を防ぎたい場合には、図形を別ファイル
としてもよい。
【００９１】
　また、各ページに含まれる図形又は写真について、ページ画像データとは別に個々の図
形写真情報を生成する処理を行う際に、ページ毎に本処理を行うか否かを選択できること
としてもよい。また、重要な図形又は写真、後に拡大して説明する予定のある図形又は写
真のみについて、ページ画像データとは別に図形写真情報を生成することとしてもよい。
【００９２】
　また、上記実施の形態では、ＰＣ１０からタブレット端末２０にプレゼンデータＤ２を
送信する際に、ＵＳＢケーブルを用いる場合について説明したが、ＰＣ１０からタブレッ
ト端末２０にプレゼンデータＤ２を移す方法は、これに限定されない。例えば、ＰＣ１０
からタブレット端末２０に、Bluetooth（登録商標）通信や赤外線通信によりプレゼンデ
ータＤ２を送信することとしてもよいし、通信ネットワークを介してプレゼンデータＤ２
を送信することとしてもよい。また、ＰＣ１０において、プレゼンデータＤ２を記憶媒体
に記憶させ、タブレット端末２０において、記憶媒体からプレゼンデータＤ２を取得する
こととしてもよい。
【００９３】
　また、ページ画像データ及び写真画像データのファイル形式としては、ＪＰＥＧの他、
ＴＩＦＦ（Tagged Image File Format）、ＧＩＦ（Graphic Interchange Format）、ＰＮ
Ｇ（Portable Network Graphics）等を用いることとしてもよい。
【００９４】
　以上の説明では、各処理を実行するためのプログラムを格納したコンピュータ読み取り
可能な媒体としてＲＯＭを使用した例を開示したが、この例に限定されない。その他のコ
ンピュータ読み取り可能な媒体として、フラッシュメモリ等の不揮発性メモリ、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ等の可搬型記録媒体を適用することも可能である。また、プログラムのデータを通信
回線を介して提供する媒体として、キャリアウェーブ（搬送波）を適用することとしても
よい。
【００９５】
　本発明の実施の形態を説明したが、本発明の範囲は、上述の実施の形態に限定するもの
ではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲とその均等の範囲を含む。
　以下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。
付記に記載した請求項の項番は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通り
である。
〔付記〕
＜請求項１＞
　ページ毎に、図形又は写真を含むページ画像データと、当該ページに含まれる図形又は
写真のそれぞれに対応する当該図形又は写真を個別に表示させるための情報であって、当
該図形又は写真が当該ページに対応するページ画像データ内で占める領域を示す領域情報
を含む図形写真情報と、を対応付けて記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶されているページ画像データに基づいて、ページ画像を表示する表
示手段と、
　前記表示手段により表示されたページ画像上において位置の指定を受け付ける操作手段
と、
　表示中のページの図形写真情報に含まれる領域情報に基づいて、前記操作手段から指定
された位置が、前記表示中のページに含まれる図形又は写真の領域内であるか否かを判別
し、前記操作手段から指定された位置が、前記表示中のページに含まれる図形又は写真の
領域内であると判別された場合に、当該領域に対応する図形又は写真を特定する特定手段
と、
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　前記特定手段により特定された図形又は写真に対応する図形写真情報に基づいて、前記
特定された図形又は写真を拡大して前記表示手段に表示させる表示制御手段と、
　を備える表示装置。
＜請求項２＞
　前記記憶手段には、ページ毎に、当該ページに含まれる写真のそれぞれに対応する写真
画像データが、当該ページに対応するページ画像データと対応付けられて記憶されており
、
　前記表示制御手段は、前記特定された写真に対応する写真画像データに基づいて、前記
特定された写真を拡大して前記表示手段に表示させる請求項１に記載の表示装置。
＜請求項３＞
　請求項１又は２に記載の表示装置において使用されるデータを作成するデータ処理装置
であって、
　図形又は写真を含む文書データをページ単位でページ画像データに変換する変換手段と
、
　ページ毎に、当該ページに含まれる図形又は写真のそれぞれについて、当該図形又は写
真が当該ページに対応するページ画像データ内で占める領域を示す領域情報を含む、当該
図形又は写真を個別に表示させるための図形写真情報を生成する生成手段と、
　ページ毎に、前記ページ画像データと、当該ページに含まれる図形又は写真のそれぞれ
に対応する図形写真情報と、を対応付けて記憶手段に記憶させる記憶制御手段と、
　を備えるデータ処理装置。
＜請求項４＞
　ページ毎に、当該ページに含まれる写真のそれぞれを写真画像データに変換する第２の
変換手段を備え、
　前記生成手段は、ページ毎に、当該ページに含まれる写真のそれぞれについて、当該写
真に対応する写真画像データを含めて、当該写真に対応する図形写真情報を生成する請求
項３に記載のデータ処理装置。
＜請求項５＞
　コンピュータを、
　ページ毎に、図形又は写真を含むページ画像データと、当該ページに含まれる図形又は
写真のそれぞれに対応する当該図形又は写真を個別に表示させるための情報であって、当
該図形又は写真が当該ページに対応するページ画像データ内で占める領域を示す領域情報
を含む図形写真情報と、を対応付けて記憶する記憶手段に記憶されているページ画像デー
タに基づいて、ページ画像を表示手段に表示させる手段、
　前記表示されたページ画像上において操作手段から指定された位置を取得する手段、
　表示中のページの図形写真情報に含まれる領域情報に基づいて、前記操作手段から指定
された位置が、前記表示中のページに含まれる図形又は写真の領域内であるか否かを判別
し、前記操作手段から指定された位置が、前記表示中のページに含まれる図形又は写真の
領域内であると判別された場合に、当該領域に対応する図形又は写真を特定する手段、
　前記特定された図形又は写真に対応する図形写真情報に基づいて、前記特定された図形
又は写真を拡大して前記表示手段に表示させる手段、
　として機能させるためのプログラム。
＜請求項６＞
　コンピュータを、
　図形又は写真を含む文書データをページ単位でページ画像データに変換する手段、
　ページ毎に、当該ページに含まれる図形又は写真のそれぞれについて、当該図形又は写
真が当該ページに対応するページ画像データ内で占める領域を示す領域情報を含む、当該
図形又は写真を個別に表示させるための図形写真情報を生成する手段、
　ページ毎に、前記ページ画像データと、当該ページに含まれる図形又は写真のそれぞれ
に対応する図形写真情報と、を対応付けて記憶手段に記憶させる手段、
　として機能させるためのプログラム。
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【符号の説明】
【００９６】
１０　ＰＣ
１１　ＣＰＵ
１２　操作部
１３　表示部
１４　通信部
１６　ＲＯＭ
１７　記憶部
２０　タブレット端末
２１　ＣＰＵ
２２　操作部
２２Ａ　操作キー
２２Ｂ　タッチパネル
２３　表示部
２４　通信部
２６　ＲＯＭ
２７　記憶部
１００　プレゼンシステム
１６１　プレゼンデータ作成処理プログラム
２６１　プレゼンデータ表示処理プログラム
Ｄ１　文書データ
Ｄ２　プレゼンデータ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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