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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のページからなる画像ファイルを表示する画像表示装置であって、
　ページ送りを行いながら、画像ファイルの各ページに対応するページ画像を連続的に表
示する連続表示手段と、
　ページ送りを停止させて所望のページを表示させるための停止操作を受け付ける停止操
作受付手段と、
　前記停止操作受付手段により停止操作が受け付けられた場合に、この停止操作が受け付
けられたタイミングで表示されているページ画像に対応するページを基準ページとして、
外部からの指示に応じて、前記連続表示手段が表示する方向とは逆の方向に戻ったページ
数を記憶する記憶手段と、
　前記基準ページから、前記記憶手段に記憶されたページ数にカルマンフィルタを適用し
たページ数だけ戻ったページを、表示すべきページとして決定するページ決定手段と、
　前記ページ決定手段により決定されたページを表示するページ表示手段と
　を有する画像表示装置。
【請求項２】
　複数のページからなる画像ファイルを表示する画像表示方法であって、
　ページ送りを行いながら、画像ファイルの各ページに対応するページ画像を連続的に表
示し、
　ページ送りを停止させて所望のページを表示させるための停止操作を受け付け、
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　前記停止操作が受け付けられた場合に、この停止操作が受け付けられたタイミングで表
示されているページ画像に対応するページを基準ページとして、外部からの指示に応じて
、連続表示される方向とは逆の方向に戻ったページ数を記憶し、
　前記基準ページから、前記記憶されたページ数にカルマンフィルタを適用したページ数
だけ戻ったページを、表示すべきページとして決定し、
　表示すべきページとして決定されたページを表示する
　画像表示方法。
【請求項３】
　複数のページからなる画像ファイルを表示する画像表示装置において、
　ページ送りを行いながら、画像ファイルの各ページに対応するページ画像を連続的に表
示するステップと、
　ページ送りを停止させて所望のページを表示させるための停止操作を受け付けるステッ
プと、
　前記停止操作が受け付けられた場合に、この停止操作が受け付けられたタイミングで表
示されているページ画像に対応するページを基準ページとして、外部からの指示に応じて
、連続表示される方向とは逆の方向に戻ったページ数を記憶するステップと、
　前記基準ページから、前記記憶されたページ数にカルマンフィルタを適用したページ数
だけ戻ったページを、表示すべきページとして決定するステップと、
　表示すべきページとして決定されたページを表示するステップと
　を前記画像表示装置に実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像ファイルに含まれる複数のページに対応する画像を連続的に表示する画
像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１は、複数のページを有する電子データをページ数に応じた厚みとと
もに表示するデータ装置を開示する。これにより、実際の文書をぱらぱらめくっていると
きと同様の感覚で、電子データにおけるページ検索を行うことができる。
【特許文献１】特開２００３－１５７１３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、上述した背景からなされたものであり、複数のページからなる画像ファイル
の閲覧を容易にする画像表示装置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】
【０００４】
　[画像表示装置]
　上記目的を達成するために、本発明にかかる画像表示装置は、複数のページからなる画
像ファイルを表示する画像表示装置であって、ページ送りを行いながら、画像ファイルの
各ページに対応するページ画像を連続的に表示する連続表示手段と、ページ送りを停止さ
せて所望のページを表示させるための停止操作を受け付ける停止操作受付手段と、前記停
止操作受付手段により停止操作が受け付けられた場合に、この停止操作が受け付けられた
タイミングで表示されているページ画像に対応するページを基準ページとして、外部から
の指示に応じて、前記連続表示手段が表示する方向とは逆の方向に戻ったページ数を記憶
する記憶手段と、前記基準ページから、前記記憶手段に記憶されたページ数にカルマンフ
ィルタを適用したページ数だけ戻ったページを、表示すべきページとして決定するページ
決定手段と、前記ページ決定手段により決定されたページを表示するページ表示手段とを
有する。
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【００１０】
　[画像表示方法]
　また、本発明にかかる画像表示方法は、複数のページからなる画像ファイルを表示する
画像表示方法であって、ページ送りを行いながら、画像ファイルの各ページに対応するペ
ージ画像を連続的に表示し、ページ送りを停止させて所望のページを表示させるための停
止操作を受け付け、前記停止操作が受け付けられた場合に、この停止操作が受け付けられ
たタイミングで表示されているページ画像に対応するページを基準ページとして、外部か
らの指示に応じて、連続表示される方向とは逆の方向に戻ったページ数を記憶し、前記基
準ページから、前記記憶されたページ数にカルマンフィルタを適用したページ数だけ戻っ
たページを、表示すべきページとして決定し、表示すべきページとして決定されたページ
を表示する。
【００１２】
　[プログラム]
　また、本発明にかかるプログラムは、複数のページからなる画像ファイルを表示する画
像表示装置において、ページ送りを行いながら、画像ファイルの各ページに対応するペー
ジ画像を連続的に表示するステップと、ページ送りを停止させて所望のページを表示させ
るための停止操作を受け付けるステップと、前記停止操作が受け付けられた場合に、この
停止操作が受け付けられたタイミングで表示されているページ画像に対応するページを基
準ページとして、外部からの指示に応じて、連続表示される方向とは逆の方向に戻ったペ
ージ数を記憶するステップと、前記基準ページから、前記記憶されたページ数にカルマン
フィルタを適用したページ数だけ戻ったページを、表示すべきページとして決定するステ
ップと、表示すべきページとして決定されたページを表示するステップとを前記画像表示
装置に実行させる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の画像表示装置によれば、複数のページからなる画像ファイルの閲覧が容易にな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　［背景と概略］
　まず本発明の理解を助けるために、その背景を説明する。
　辞書等の文書の中から所望のページを見付け出す場合に、閲覧者は、文書のページを速
いスピードでめくりながらそれぞれのページ（ページ数、タイトル、インデクス等）を視
認して所望のページを探し出す。探索の対象が電子化された文書（以下、電子文書）であ
っても、上記のようにページ送りを適用することにより、閲覧者は、電子文書の中から所
望のページを高速に探索できる。
　また、高速かつ快適なページ探索を実現するためには、自動的に順次ページをめくる機
能（以下、自動ページ送り機能）が備えられていることが望ましい。しかしながら、電子
文書に対して自動ページ送り機能を実現する場合には特有の問題がある。
【００１６】
　図１は、電子文書が表示される表示画面を例示する図である。
　電子文書に対して自動ページ送り機能を実現するためには、図１（Ａ）に例示するよう
に、自動ページ送り機能の開始及び停止を指示するユーザインタフェースが必要になる。
本例では、電子文書の各ページに対応する要約画像（ページ画像）が表示されるコンテン
ツ表示部２６２に加えて、順方向の自動ページ送りを開始させる順方向ページ送り開始ボ
タン２６４、逆方向の自動ページ送りを開始させる逆方向ページ送り開始ボタン２６６、
１ページずつ順方向にページを送らせる順方向ページめくりボタン２６８、１ページずつ
逆方向にページを送らせる逆方向ページめくりボタン２７０、及び、自動ページ送りを停
止させるページ送り停止ボタン２７２などが表示画面２６０に設けられている。
　閲覧者は、例えば、これらのボタンが表示された領域をクリックすることにより、自動
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ページ送りを開始又は停止させることができ、コンテンツ表示部２６２には、閲覧者のク
リック操作に応じて、電子文書の各ページに対応する要約画像が連続的に表示される。こ
こで、要約画像とは、電子文書の各ページを想起させる画像であり、高速表示が可能な程
度にデータ量が抑えられた画像であることが望ましい。
　また、閲覧者は、順方向ページめくりボタン２６８、又は、逆方向ページめくりボタン
２７０をクリックすることにより、表示されるページを１ページずつ変更することもでき
る。
【００１７】
　しかしながら、自動ページ送りの開始又は停止を行うたびに、ポインタを移動させて所
定の領域をクリックすることは面倒である。また、自動ページ送りが開始された直後に自
動ページ送りを停止させたい場合に、順方向ページ送り開始ボタン２６４又は逆方向ペー
ジ送り開始ボタン２６６の表示位置からページ送り停止ボタン２７２の表示位置までポイ
ンタを移動させてクリックするまでにある程度の時間を要し、所望のタイミングで自動ペ
ージ送りを停止させることができない場合もある。
【００１８】
　そこで、本実施形態における画像表示装置２は、自動ページ送りを開始させるユーザイ
ンタフェースと、自動ページ送りを停止させるユーザインタフェースとを略同一の位置に
配設する。より具体的には、画像表示装置２は、図１（Ｂ）に例示するように、順方向ペ
ージ送り開始ボタン２６４又は逆方向ページ送り開始ボタン２６６がクリックされて自動
ページ送りが開始された場合に、このページ送り開始ボタン（順方向ページ送り開始ボタ
ン２６４又は逆方向ページ送り開始ボタン２６６）をページ送り停止ボタン２７２に切り
換える。また、画像表示装置２は、ページ送り停止ボタン２７２がクリックされて自動ペ
ージ送りが停止された場合に、このページ送り停止ボタン２７２をページ送り開始ボタン
（順方向ページ送り開始ボタン２６４又は逆方向ページ送り開始ボタン２６６）に切り換
える。
　これにより、閲覧者は、ポインタを移動させることなく、自動ページ送りの開始操作及
び停止操作を行うことができる。
【００１９】
　また、上記のように、ページ送り開始ボタンとページ送り停止ボタンとが略同一の位置
に設けられたとしても、所望のページが表示されてからページ送りが停止されるまでの間
には、閲覧者の生理的な対応時間及び画像表示装置２の対応時間により、タイムラグが生
じ、ページ送りが停止されるまでにある程度ページが送られてしまう。なお、閲覧者は、
順方向ページめくりボタン２６８又は逆方向ページめくりボタン２７０をクリックするこ
とにより、表示されるページを補正することができるが、高速でページ送りが行われる場
合には、ページ送りが停止されるまでに多数のページが送られてしまい、ページの補正が
面倒である。
　そこで、本実施形態における画像表示装置２は、ページ送り停止ボタンに対する操作が
検知されたタイミングで表示されているページ（以下、基準ページ）を基準として、自動
ページ送りとは逆方向に既定ページ数だけ戻ったページを表示する。より具体的には、画
像表示装置２は、閲覧者によりなされたページの補正量をページ補正履歴として記憶し、
基準ページからこのページ補正履歴に対応するページ数だけ戻ったページを表示する。
【００２０】
　図２は、ページ補正履歴を例示する図である。
　図２に例示するように、画像表示装置２は、基準ページを基準として自動的に補正した
ページ数（自動補正量）と、その後に閲覧者により補正されたページ数（手動補正量）と
をページ補正履歴として記憶する。
　手動補正は、例えば、順方向ページめくりボタン２６８、又は、逆方向ページめくりボ
タン２７０に対する閲覧者のクリック操作によりなされ、所望のページが見つかった場合
に、確定ボタン２７４（図１）がクリックされる。
　本例の画像表示装置２は、自動ページ送りが停止されてから、この確定ボタン２７４が
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クリックされるまでの間に変更されたページ数を、手動補正量として記憶する。
　画像表示装置２は、このように記憶された自動補正量及び手動補正量（すなわちページ
補正履歴）に基づいて、統計的に自動補正量を決定する。
　このように、本実施形態における画像表示装置２は、ページ補正履歴に基づいて、表示
すべきページを自動的に補正するため、閲覧者が補正すべき手動補正量を少なくすること
ができる。
【００２１】
　［実施形態］
　次に、本実施形態における画像表示装置２の構成を説明する。
　図３は、本発明にかかる画像表示装置２のハードウェア構成を例示する図である。
　図３に示すように、画像表示装置２は、ＣＰＵ２０２及びメモリ２０４などを含む制御
装置２０、通信装置２２、ＨＤＤ・ＣＤ装置などの記録装置２４、並びに、ＬＣＤ表示装
置あるいはＣＲＴ表示装置及びキーボード・タッチパネルなどを含むユーザインタフェー
ス装置（ＵＩ装置）２６などから構成される。
　例えば、画像表示装置２は、汎用コンピュータなどであり、ネットワークを介してプリ
ンタ装置１０に画像印刷又は原稿画像のスキャンを依頼することができる。
【００２２】
　［閲覧プログラム］
　図４は、制御装置２０（図２）により実行され、本発明にかかる画像表示方法を実現す
る閲覧プログラム５の構成を例示する図である。
　図４に示すように、閲覧プログラム５は、データ取得部５００、部分データ選択部５１
０、復号化部５２０、連続表示部５３０、ＵＩ制御部５４０、ページ決定部５５０、履歴
データベース（履歴ＤＢ）５６０及び内容表示部５７０を有する。
　閲覧プログラム５は、例えば、記録媒体２４０（図２）又はネットワークを介して制御
装置２０に供給され、メモリ２０４にロードされて実行される。
【００２３】
　閲覧プログラム５において、データ取得部５００は、閲覧対象となる電子文書のデータ
ファイルをプリンタ装置１０（図３）又は記録装置２４（図３）等から取得する。本例の
データ取得部５００は、複数のページからなる電子文書の符号データを記録装置２４から
読み出す。なお、データ取得部５００は、通信装置２２（図３）を介して、電子文書のデ
ータファイルを取得してもよい。
【００２４】
　部分データ選択部５１０は、データ取得部５００により取得されたデータファイルの中
から、各ページ毎に一部のデータファイルを選択して復号化部５２０に対して出力する。
例えば、部分データ選択部５１０は、自動ページ送りがなされる場合には、電子文書の符
号データの中から、各ページ毎に一部の符号データ（画像領域で分割されたもの、周波数
分割されたもの、ビットプレーン分割されたもの等）を選択して復号化部５２０に対して
出力し、自動ページ送りが停止されている場合等には、電子文書の符号データの中から、
表示すべきページの全符号データを選択して復号化部５２０に対して出力する。
【００２５】
　復号化部５２０は、部分データ選択部５１０から入力された符号データを復号化して連
続表示部５３０又は内容表示部５７０に対して出力する。例えば、復号化部５２０は、自
動ページ送りがなされる場合には、電子文書の各ページについて符号データの一部のみを
復号化し、復号化されたデータ（部分データ）を連続表示部５３０に対して出力し、自動
ページ送りが停止されている場合には、電子文書の全符号データ、又は、表示されている
ページの全符号データを復号化し、復号化されたデータ（全体データ）を内容表示部５７
０に対して出力する。
【００２６】
　連続表示部５３０は、自動ページ送りを行うよう指示された場合に、復号化部５２０か
ら入力された部分データに基づいて、電子文書の各ページを想起させる要約画像（ページ
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画像）を作成し、作成された要約画像を、ページ送りを行いながら連続的にＵＩ装置２６
に表示させる。なお、連続表示部５３０は、電子文書の各ページそのものを要約画像（ペ
ージ画像）として連続的に表示させてもよい。
【００２７】
　ＵＩ制御部５４０は、閲覧者の操作を受け付けて、閲覧者の操作に応じて部分データ選
択部５１０又はページ決定部５５０に指示を出力する。例えば、ＵＩ制御部５４０は、自
動ページ送りを開始させる操作（例えば、順方向ページ送り開始ボタン２６４（図１）又
は逆方向ページ送り開始ボタン２６６（図１）のクリック操作）を受け付けると、部分デ
ータ選択部５１０に対して部分データの選択を指示して自動ページ送りを開始させる。ま
た、ＵＩ制御部５４０は、自動ページ送りを停止させる操作（例えば、ページ送り停止ボ
タン２７２（図１）のクリック操作）を受け付けると、ページ決定部５５０に対して、こ
の操作を受け付けたタイミングを通知して表示すべきページの決定を指示る。また、ＵＩ
制御部５４０は、所望のページを表示するよう指示する操作（例えば、順方向ページめく
りボタン２６８又は逆方向ページめくりボタン２７０のクリック操作）を受け付けると、
部分データ選択部５１０に対して、指示されたページの全符号データを選択するよう指示
する。
【００２８】
　また、ＵＩ制御部５４０は、自動ページ送りを開始させる操作、又は、自動ページ送り
を停止させる操作を受け付けると、これらの操作領域の機能を相互に切り換える。すなわ
ち、ＵＩ制御部５４０は、自動ページ送りを開始させる操作を受け付けた場合に、この操
作が受け付けられた操作領域を、自動ページ送りを停止させる操作を受け付ける操作領域
に切り替え、自動ページ送りを停止させる操作を受け付けた場合に、この操作が受け付け
られた操作領域を、自動ページ送りを開始させる操作を受け付ける操作領域に切り替る。
【００２９】
　ページ決定部５５０は、自動ページ送りを停止させる操作を受け付けたタイミングに基
づいて、表示すべきページを決定し、決定されたページを表示するよう部分データ選択部
５１０に対して指示する。より具体的には、ページ決定部５５０は、自動ページ送りを停
止される操作を受け付けたタイミングにおいて、自動ページ送り（連続表示部５３０）に
より表示されていた要約画像（ページ画像）に対応するページを基準ページとし、この基
準ページから、自動ページ送りの方向とは逆の方向に既定の自動補正量だけ移動したペー
ジを、表示すべきページとして決定する。
【００３０】
　履歴ＤＢ５６０は、自動ページ送りが停止された後になされるページの変更に関する情
報をページ補正履歴として記憶する。ページ変更に関する情報は、例えば、図２に例示し
たように、ページ決定部５５０により自動的に補正されたページ数（自動補正量）と、閲
覧者により手動で補正されたページ数（手動補正量）とを含む。
【００３１】
　ページ決定部５５０は、上記履歴ＤＢ５６０に記憶されているページ補正履歴に基づい
て、自動補正量を決定する。例えば、ページ決定部５５０は、履歴ＤＢ５６０に記憶され
ているページ補正履歴に基づいて、直前までのページ補正量（自動補正量及び手動補正量
の和）の平均値又は最頻値を自動補正量として決定する。また、ページ決定部５５０は、
直近のＮ個（Ｎは整数）のページ補正量の平均値又は最頻値を自動補正量として決定して
もよい。
　また、ページ決定部５５０は、自動ページ送りが停止された場合にその都度自動補正量
を算出してもよいし、既定数回だけ自動ページ送りが停止された場合に自動補正量を算出
するようにしてもよい。また、ページ決定部５５０は、例えば、カルマンフィルタなどを
適用して、履歴ＤＢ５６０に記憶されているページ補正履歴に基づいて、自動補正量を予
測により算出してもよい。
　なお、ページ決定部５５０は、ページ補正履歴によらずに、既定の固定値を自動補正量
として適用してもよい。
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【００３２】
　内容表示部５７０は、自動ページ送りが停止するよう指示された場合に、復号化部５２
０から入力された全体データに基づいて、ページ決定部５５０により決定されたページの
画像をＵＩ装置２６に表示させる。また、内容表示部５７０は、望のページを表示するよ
う閲覧者に指示された場合（例えば、順方向ページめくりボタン２６８又は逆方向ページ
めくりボタン２７０がクリックされた場合）に、復号化部５２０から入力された全体デー
タに基づいて、閲覧者に指示されたページの画像をＵＩ装置２６に表示させる。
【００３３】
　［部分データ］
　次に、部分データ選択部５１０により選択される部分データについて説明する。
　部分データは、自動ページ送りにおけるページ画像の表示を高速化させるために、でき
るだけ小さなデータ量となることが望ましい。また、部分データに基づいて要約画像が作
成されるため、部分データは、各ページの内容を想起させる情報を表示させる画像データ
であることが望ましい。
　そこで、本実施形態におけるデータ取得部５００は、レイヤ構造で構成された画像デー
タの符号データを取得し、部分データ選択部５１０は、複数のレイヤの符号データの中か
ら、一部のレイヤの符号データのみを選択する。
【００３４】
　画像をレイヤ構造で管理する方法には主に２種類ある。１つは、多値の画像要素が割り
当てられるイメージレイヤと、２値の画像要素が割り当てられる少なくとも１つのマスク
レイヤとで画像データを構成する方法（以下、マルチマスク方式という）であり、もう１
つは、多値の画像要素が割り当てられる２以上のイメージレイヤ、及び、これらのイメー
ジレイヤから画像領域毎に出力させる画像要素を選択する選択レイヤで画像データを構成
するＭＲＣ（Mixed Raster Content）方式である。ここで、イメージレイヤ及びマスクレ
イヤなどのレイヤは、互いに重なりあうことにより１つの画像を構成するものであり、複
数のレイヤ間で予め相対的な位置関係（重なる位置など）が規定されている。
　このように画像を複数のレイヤに分けて管理することにより、各レイヤに含まれる画像
要素のデータ特性（階調変化の特性など）に応じた圧縮方式が適用でき、効率のよい圧縮
が可能である。例えば、とりうる階調数が既定値以下の画像要素（例えば、とりうる階調
が２値の画像）で構成されるマスクレイヤ又は選択レイヤなどに対しては、可逆なランレ
ングス圧縮又はＬＺ圧縮（Ziv-Lempel coding）などを適用し、とりうる階調数が既定値
よりも大きな画像要素（例えば、２５６階調の中で階調変化する画像）で構成されるイメ
ージレイヤに対しては、非可逆なＪＰＥＧ（Joint Photographic Coding Experts Group
）圧縮を適用する。マスクレイヤ及び選択レイヤなどは、階調数の少ない画像で構成され
るため、ランレングス圧縮等の可逆圧縮でも十分に高い圧縮率を実現できる。また、イメ
ージレイヤは、階調が擬似連続的に変化するスキャン画像などで構成されるため、非可逆
圧縮を施しても画質劣化が顕在化せず高い圧縮率を実現できる。
【００３５】
　図５は、マルチマスク方式のレイヤ構造を説明する図である。
　図５に示すように、２層レイヤ構造の画像データ７００は、複数のマスクレイヤ７１０
ａ～７１０ｄと、１つのイメージレイヤ７２０とで構成される。
　マスクレイヤ７１０は、文字画像又は簡単なＣＧ（Computer Graphics）画像など階調
変化の少ない画像要素（例えば１６階調以下）が割り当てられるレイヤであり、本例では
２値の画像要素が割り当てられている。したがって、それぞれのマスクレイヤ７１０に含
まれる画像要素は、単一の色で構成され、２階調で表現される。
　イメージレイヤ７２０は、写真画像などのマスクレイヤ７１０よりも階調数が多い画像
要素が割り当てられるレイヤであり、本例では多値（１６階調以上）の画像要素が割り当
てられている。例えば、イメージレイヤ７２０には、複雑なＣＧ画像又は連続階調画像な
どが含まれる。ここで、連続階調画像とは、人間の視覚特性に鑑み十分に連続的なグラデ
ーションが表現される画像であり、例えば、１色あたり１６階調以上で表現される画像で
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ある。
　表示画像７５０は、イメージレイヤ７２０の上に、予め設定された順番でマスクレイヤ
７１０ａ～７１０ｄを重ねあわせて表示または印刷等されたものである。
【００３６】
　上記のように、マルチマスク方式で符号化された符号データがデータ取得部（図４）に
より取得された場合には、部分データ選択部５１０は、自動ページ送りを行うよう指示さ
れると、一部のレイヤの符号データを選択する。部分データ選択部５１０は、例えば、文
字画像が割り当てられたレイヤ（黒のマスクレイヤ）などのように、表示画像の内容を想
起させるレイヤを選択することが望ましい。
【００３７】
　図６は、ＭＲＣ方式のレイヤ構造を説明する図である。
　ＭＲＣ方式の画像データは、画像を構成する画像要素が割り振られた複数の画像レイヤ
と、出力させる画像要素を画像領域毎に選択する選択レイヤとで構成される。本例の場合
、図６に示すように、３層レイヤ構造の画像データ８００は、画像レイヤして前景レイヤ
８１０及びイメージレイヤ８２０を有し、これらのレイヤから画像要素を選択する選択レ
イヤ８３０をさらに有する。
　前景レイヤ８１０は、簡単なＣＧ画像又は文字画像などの低階調画像が割り当てられて
いる。なお、前景レイヤ８１０は、ＣＧ画像又は文字画像に含まれる複数の色情報及び中
間調情報を有する。
　イメージレイヤ８２０は、前景レイヤ８１０よりも階調数が多い連続階調画像などが割
り当てられる。
　選択レイヤ８２０は、画像領域毎に（例えば画素毎に）前景レイヤ８１０及びイメージ
レイヤ８２０のいずれの画像要素を出力させるかを示す２値データで構成され、この２値
データによるパターン像が形成される。本例における選択レイヤ８２０の黒色の部分は、
前景レイヤ８１０の画像要素を選択するパターン像であり、白色の部分は、イメージレイ
ヤ８２０の画像要素を選択するパターン像である。
　表示画像８５０は、前景レイヤ８１０及びイメージレイヤ８２０に含まれる画像要素か
ら、選択レイヤ８２０に含まれる２値パターンに応じて選択された画像要素を表示又は印
刷等されたものである。
【００３８】
　この場合も同様に、ＭＲＣ方式で符号化された符号データがデータ取得部（図４）によ
り取得された場合には、部分データ選択部５１０は、自動ページ送りを行うよう指示され
ると、一部のレイヤの符号データを選択する。部分データ選択部５１０は、例えば、いず
れか１つのレイヤのみを選択してもよいし、少なくとも選択レイヤ８３０を含む２つのレ
イヤを選択してもよい。
　これにより、画像表示装置２は、たとえイメージ画像と文字画像とが重なっているよう
な場合であっても、イメージ画像又は文字画像のいずれか一方のみをきれいに抽出して要
約画像として表示することができる。
【００３９】
　［全体動作］
　次に、画像表示装置２の全体動作を説明する。
　図７は、閲覧プログラム５の動作（Ｓ１０）を示すフローチャートである。なお、説明
の便宜のためにＭＲＣ方式で符号化された画像データが入力される場合を具体例とする。
　図７に示すように、ステップ１００（Ｓ１００）において、閲覧者がＵＩ装置２６（図
３）を用いて閲覧対象となる電子文書を選択すると、データ取得部５００（図４）は、選
択された電子文書の符号データを記録装置２４（図３）等から取得する。
　ステップ１０５（Ｓ１０５）において、ＵＩ制御部５４０は、自動ページ送りの開始操
作がなされたか否かを判定し、自動ページ送りの開始操作がなされた場合に、部分データ
選択部５１０に対して自動ページ送りを開始するよう指示する。
　閲覧プログラム５は、自動ページ送りの開始操作（図１に例示した順方向ページ送り開
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始ボタン２６４又は逆方向ページ送り開始ボタン２６６のクリック操作）がなされた場合
に、Ｓ１１０の処理に移行し、これ以外の場合に開始操作がなされるまで待機する。
【００４０】
　ステップ１１０（Ｓ１１０）において、部分データ選択部５１０は、データ取得部５０
０により取得された符号データ（ＭＲＣ方式で符号化されたデータ）の中から、選択レイ
ヤ８３０の符号データを選択し、選択された符号データを復号化部５２０に対して出力す
る。
　ステップ１１５（Ｓ１１５）において、復号化部５２０は、部分データ選択部５１０か
ら入力された符号データ（選択レイヤ８３０の符号データ）を復号化し、復号化された選
択レイヤのデータ（部分データ）を連続表示部５３０に対して出力する。
【００４１】
　ステップ１２０（Ｓ１２０）において、連続表示部５３０は、復号化部５２０から入力
された選択レイヤのデータに基づいて、各ページの選択レイヤに割り当てられた画像を連
続的にＵＩ装置２６（図３）に表示する。
　ステップ１２５（Ｓ１２５）において、ＵＩ制御部５４０は、自動ページ送りが開始さ
れると、開始操作を受け付ける操作領域（図１に例示した順方向ページ送り開始ボタン２
６４又は逆方向ページ送り開始ボタン２６６）を、自動ページ送りの停止操作を受け付け
る操作領域（図１に例示したページ送り停止ボタン２７２）に切り換える。
【００４２】
　ステップ１３０（Ｓ１３０）において、閲覧者は、自動ページ送りにより連続して表示
される各ページの要約画像を見ながら、所望のページを探索し、所望のページの要約画像
が表示されたことを確認してから、自動ページ送りの停止操作（ページ送り停止ボタン２
７２のクリック操作）を行う。
　ＵＩ制御部５４０は、自動ページ送りの停止操作がなされたか否かを判定し、自動ペー
ジ送りの停止操作がなされた場合に、ページ決定部５５０に対して、表示すべきページの
決定を指示する。
　閲覧プログラム５は、自動ページ送りの停止操作（ページ送り停止ボタン２７２のクリ
ック操作）がなされた場合に、Ｓ１３０の処理に移行し、これ以外の場合に、停止操作が
なされるまで自動ページ送りを継続する。
【００４３】
　ステップ１３５（Ｓ１３５）において、ＵＩ制御部５４０は、自動ページ送りの停止操
作がなされると、停止操作を受け付ける操作領域（図１に例示したページ送り停止ボタン
２７２）を、自動ページ送りの開始操作を受け付ける操作領域（図１に例示した順方向ペ
ージ送り開始ボタン２６４又は逆方向ページ送り開始ボタン２６６）に切り換える。
【００４４】
　ステップ１４０（Ｓ１４０）において、ページ決定部５５０は、自動ページ送りの停止
操作が検知されたタイミングと、予め決定されていた自動補正量とに基づいて、表示すべ
きページを決定し、決定されたページを部分データ選択部５１０に対して通知する。
【００４５】
　ステップ１４５（Ｓ１４５）において、部分データ選択部５１０は、決定されたページ
の他のレイヤ（前景レイヤ８１０及びイメージレイヤ８２０）の符号データを選択し、選
択された他のレイヤの符号データを復号化部５２０に対して出力する。
　復号化部５２０は、選択された他のレイヤの符号データを復号化し、復号化された他の
レイヤ（前景レイヤ８１０及びイメージレイヤ８２０）のデータを、選択レイヤ８３０の
データと共に内容表示部５７０に対して出力する。
【００４６】
　ステップ１５０（Ｓ１５０）において、内容表示部５７０は、復号化部５２０から入力
されたデータ（前景レイヤ８１０、イメージレイヤ８２０及び選択レイヤ８３０のデータ
）に基づいて、ページ決定部５５０により決定されたページの画像を表示する。
【００４７】



(10) JP 4730509 B2 2011.7.20

10

20

30

40

50

　ステップ１５５（Ｓ１５５）において、閲覧者は、表示されたページが所望のページで
ない場合に、ページを手動により変更する操作（順方向ページめくりボタン２６８又は逆
方向ページめくりボタン２７０のクリック操作）を行う。
　ＵＩ制御部５４０は、ページを手動により変更する操作がなされたか否かを判定し、変
更する操作がなされた場合に、部分データ選択部５１０に対して閲覧者に指定されたペー
ジの符号データを選択するよう指示し、閲覧者に指定されたページの画像を内容表示部５
７０に表示させる。
　閲覧プログラム５は、ページを手動により変更する操作（順方向ページめくりボタン２
６８又は逆方向ページめくりボタン２７０のクリック操作）がなされた場合に、Ｓ１４５
の処理に戻り、ページを手動により変更する操作がなされない場合に、Ｓ１６０の処理に
移行する。
【００４８】
　ステップ１６０（Ｓ１６０）において、閲覧者は、表示されたページが所望のページで
ある場合に、ページを確定させる操作（確定ボタン２７４（図１）のクリック操作）を行
う。
　ＵＩ制御部５４０は、ページを確定させる操作（確定操作）がなされたか否かを判定し
、確定操作がなされた場合に、自動ページ送りを停止させた時から確定操作がなされたと
きまでの期間に、手動で変更されたページ数（すなわち、手動補正量）を算出し、算出さ
れた手動補正量をページ決定部５５０に対して出力する。
　閲覧プログラム５は、確定操作（確定ボタン２７４のクリック操作）がなされた場合に
、Ｓ１６５の処理に移行し、確定操作がなされない場合に、Ｓ１５５の処理に戻る。
【００４９】
　ステップ１６５（Ｓ１６５）において、ページ決定部５５０は、ＵＩ制御部５４０から
入力された手動補正量と、直近の自動補正量とを履歴ＤＢ５６０に対して出力して、ペー
ジ補正履歴（図２）を更新する。
【００５０】
　以上説明したように、本実施形態における画像表示装置２は、自動ページ送りを開始さ
せる操作領域と、自動ページ送りを停止させる操作領域とを略同一の位置で実現する。こ
れにより、自動ページ送りを停止させるまでのタイムラグが最小限に抑えられ、所望のペ
ージの近傍で自動ページ送りが停止されるため、ページの探索が容易になる。
　また、本画像表示装置２は、自動ページ送りが停止された場合に、表示すべきページを
自動的に補正する。これにより、自動ページ送りがなされている時に発見したページを容
易に表示させることができる。特に、ページ補正履歴に基づいて自動補正量が決定される
場合には、対応時間の個人差を加味して、表示されるページが補正されるため好適である
。
【００５１】
　［変形例］
　次に、上記実施形態の変形例を説明する。
　画像表示装置２は、自動ページ送りがなされている場合に、一定の速度でページ送りを
行ってもよいが、自動ページ送りが開始されてから徐々にページ送りの速度を上げていっ
てもよい。具体的には、連続表示部５３０は、電子文書の各ページに対応する要約画像の
切替え速度（すなわち、ページ送りの速度）を、自動ページ送りが開始されてから徐々に
速くする。換言すると、連続表示部５３０は、自動ページ送りが開始された直後において
、ゆっくりとページ送りを行う。これにより、閲覧者は、自動ページ送りを開始させる操
作及び停止させる操作によって、１ページ単位でページを変更することができる。特に、
上記のように、自動ページ送りの開始操作及び停止操作が受け付けられる領域が略同一で
ある場合に、この操作領域のみをクリック等するだけでページ探索を行うことができ、１
ページずつページを移動させる操作領域（順方向ページめくりボタン２６８及び逆方向ペ
ージめくりボタン２７０）を設ける必要がなくなる。
【００５２】
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　また、上記実施形態では、画像表示装置２は、ページの確定操作（図１に示した確定ボ
タン２７４のクリック操作）を基準として、手動補正量を決定しているがこれに限定され
るものではなく、例えば、自動ページ送りが停止された時から既定の期間内におけるペー
ジの変更量を手動補正量としてもよいし、自動ページ送りが停止された時から次の自動ペ
ージ送りが開始されるまでの期間におけるページの変更量を手動補正量としてもよい。
【００５３】
　また、上記実施形態では、画像表示装置２は、レイヤ構造で構成された画像データのう
ち、一部のレイヤの符号データのみを復号化して要約画像を作成しているが、これに限定
されるものではなく、例えば、電子文書の画像データに含まれる一部の色成分のみを復号
化して要約画像を作成してもよい。
　また、画像表示装置２は、それぞれのページに含まれる領域ごとに符号量を算出し、算
出された符号量に対応する濃度値を用いて要約画像を作成してもよい。
【００５４】
　図８は、符号量に基づいて要約画像９０２を作成する方法を説明する図であり、図８（
Ａ）は、各ページにおける画像の領域を例示し、図８（Ｂ）は、各画像領域の符号量に基
づいて作成された要約画像９０２を例示する。
　画像表示装置２は、図８（Ａ）に例示するように、各ページを複数の画像領域に分割し
、分割された画像領域ごとに符号量を算出する。画像表示装置２は、算出された符号量に
応じて、各画像領域に濃度値を決定し、決定された濃度値で各画像領域を塗りつぶすこと
により、図８（Ｂ）に例示する要約画像９０２を作成する。
　例えば、画像表示装置２は、画像領域の符号量が多い程、高い濃度値を割り当てること
により、画像がこみいってごみごみした画像領域を高い濃度値で表示して、各ページの印
象を閲覧者に想起させる。
　この場合には、画像表示装置２は、自動ページ送りを行っているときに、符号データを
復号化する必要がないため、高速に要約画像を表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】電子文書が表示される表示画面を例示する図である。
【図２】ページ補正履歴を例示する図である。
【図３】本発明にかかる画像表示装置２のハードウェア構成を例示する図である。
【図４】制御装置２０（図２）により実行され、本発明にかかる画像表示方法を実現する
閲覧プログラム５の構成を例示する図である。
【図５】マルチマスク方式のレイヤ構造を説明する図である。
【図６】ＭＲＣ方式のレイヤ構造を説明する図である。
【図７】閲覧プログラム５の動作（Ｓ１０）を示すフローチャートである。
【図８】符号量に基づいて要約画像９０２を作成する方法を説明する図であり、（Ａ）は
、各ページにおける画像の領域を例示し、（Ｂ）は、各画像領域の符号量に基づいて作成
された要約画像９０２を例示する。
【符号の説明】
【００５６】
　２・・・画像表示装置
　２６・・・ユーザインタフェース装置
　２６０・・・表示画面
　２６４・・・順方向ページ送り開始ボタン
　２６６・・・逆方向ページ送り開始ボタン
　２７２・・・ページ送り停止ボタン
　５・・・閲覧プログラム
　５００・・・データ取得部
　５１０・・・部分データ選択部
　５２０・・・復号化部
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　５３０・・・連続表示部
　５４０・・・ＵＩ制御部
　５５０・・・ページ決定部
　５６０・・・履歴データベース
　５７０・・・内容表示部

【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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