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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】表示画面上の手書き領域を阻害せずに電子ペン
の残量低下を通知する表示制御装置を提供する。
【解決手段】表示制御装置２００は、指示手段から受信
した電力残量値が閾値未満であるか否かの判定をする判
定手段２０６ａと、判定手段により電力残量値が閾値未
満であると判定された場合、描画データ生成手段が生成
した描画データを、所定の規則に基づいて加工し、電力
低下通知用の描画データを生成する描画データ加工手段
２０４と、描画データ加工手段により生成された電力低
下通知用の描画データを、表示部へ表示させる表示制御
手段２０６ｂとを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　信号出力手段を有する指示手段と、
　前記指示手段の先端の座標を検出する座標検出手段と、
　前記座標検出手段が検出した座標に基づいて、描画データを生成する描画データ生成手
段と、
　前記生成された描画データが表示される表示部と、を有する表示制御装置であって、
　前記指示手段から受信した電力残量値が閾値未満であるか否かの判定をする判定手段と
、
　前記判定手段により前記電力残量値が閾値未満であると判定された場合、前記描画デー
タ生成手段が生成した描画データを、所定の規則に基づいて加工し、電力低下通知用の描
画データを生成する描画データ加工手段と、
　前記描画データ加工手段により生成された前記電力低下通知用の描画データを、前記表
示部へ表示させる表示制御手段と、
を有することを特徴とする、表示制御装置。
【請求項２】
　前記描画データ加工手段は、
　前記指示手段からの連続する出力信号を描画線として形成する際、描画方向に対して、
平行する方向に空白ラインを形成した描画線に加工して、前記電力低下通知用の描画デー
タを生成することを特徴とする、請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記描画データ加工手段は、
　前記指示手段からの連続する出力信号を描画線として形成する際、描画方向に対して、
直交する方向に空白ラインを形成した描画線に加工して、前記電力低下通知用の描画デー
タを生成することを特徴とする、請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記描画データ加工手段は、
　前記指示手段からの連続する出力信号を描画線として形成する際、加工前の描画データ
の濃度より薄くした描画線に加工して、前記電力低下通知用の描画データを生成すること
を特徴とする、請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項５】
　前記描画線に形成される直交する方向の空白ラインの数を、
　前記出力信号の出力時間に応じて段階的に変化させることを特徴とする、請求項３に記
載の表示制御装置。
【請求項６】
　前記描画線の濃度を、
　前記出力信号の出力時間に応じて段階的に変化させることを特徴とする、請求項２～５
の何れか一項に記載の表示制御装置。
【請求項７】
　前記描画データ加工手段は、
　加工前の描画データの色とは異なる色に加工して、前記電力低下通知用の描画データを
生成することを特徴とする、請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項８】
　ユーザが指示手段の電力低下を認識したことを検知するユーザ認識検知部を備えており
、
　前記ユーザ認識検知部が、前記ユーザが電力低下を認識したことを検知すると、前記表
示部に加工前の描画データを表示させることを特徴とする、請求項１～７の何れか一項に
記載の表示制御装置。
【請求項９】
　前記描画データ生成手段により生成された描画データを、保存用データとして記憶する
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記憶部を有することを特徴とする、請求項１～８の何れか一項に記載の表示制御装置。
【請求項１０】
　少なくとも信号出力手段を有する指示手段と、前記指示手段による描画データが表示さ
れる表示部とを有する表示制御システムであって、
　前記指示手段の先端の座標を検出する座標検出手段と、
　前記座標検出手段が検出した座標に基づいて、描画データを生成する描画データ生成手
段と、
　前記指示手段から受信した電力残量値が閾値未満であるか否かの判定をする判定手段と
、
　前記判定手段により前記電力残量値が閾値未満であると判定された場合、前記描画デー
タ生成手段が生成した描画データを、所定の規則に基づいて加工し、電力低下通知用の描
画データを生成する描画データ加工手段と、
　前記描画データ加工手段により生成された前記電力低下通知用の描画データを、前記表
示部へ表示させる表示制御手段と、
を有することを特徴とする、表示制御システム。
【請求項１１】
　前記描画データ加工手段は、
　前記指示手段からの連続する出力信号を描画線として形成する際、描画方向に対して、
平行する方向に空白ラインを形成した描画線に加工して、前記電力低下通知用の描画デー
タを生成することを特徴とする、請求項１０に記載の表示制御システム。
【請求項１２】
　前記描画データ加工手段は、
　前記指示手段からの連続する出力信号を描画線として形成する際、描画方向に対して、
直交する方向に空白ラインを形成した描画線に加工して、前記電力低下通知用の描画デー
タを生成することを特徴とする、請求項１０に記載の表示制御システム。
【請求項１３】
　前記描画データ加工手段は、
　前記指示手段からの連続する出力信号を描画線として形成する際、加工前の描画データ
の濃度より薄くした描画線に加工して、前記電力低下通知用の描画データを生成すること
を特徴とする、請求項１０に記載の表示制御システム。
【請求項１４】
　前記描画線に形成される直交する方向の空白ラインの数を、
　前記出力信号の出力時間に応じて段階的に変化させることを特徴とする、請求項１２に
記載の表示制御システム。
【請求項１５】
　前記描画線の濃度を、
　前記出力信号の出力時間に応じて段階的に変化させることを特徴とする、請求項１０～
１４の何れか一項に記載の表示制御システム。
【請求項１６】
　前記描画データ加工手段は、
　加工前の描画データの色とは異なる色に加工して、前記電力低下通知用の描画データを
生成することを特徴とする、請求項１０に記載の表示制御システム。
【請求項１７】
　ユーザが指示手段の電力低下を認識したことを検知するユーザ認識検知部を備えており
、
　前記ユーザ認識検知部が、前記ユーザが電力低下を認識したことを検知すると、前記表
示部に加工前の描画データを表示させることを特徴とする、請求項１０～１６の何れか一
項に記載の表示制御システム。
【請求項１８】
　前記描画データ生成手段により生成された描画データを、保存用データとして記憶する



(4) JP 2015-102896 A 2015.6.4

10

20

30

40

50

記憶部を有することを特徴とする、請求項１０～１７の何れか一項に記載の表示制御シス
テム。
【請求項１９】
　請求項１～９に記載した表示制御装置の画像処理プログラムであって、
　指示手段の先端の座標に基づいて、描画データを生成する描画データ生成ステップと、
　前記指示手段の電力残量値が閾値未満であると判定された場合、前記描画データ生成ス
テップが生成した描画データを構成する描画線を、描画方向に対して、平行する方向に空
白ラインを形成した描画線に加工して、電力低下通知用の描画データを生成する描画デー
タ加工ステップと、
　を、コンピュータに実行させることを特徴とする、画像処理プログラム。
【請求項２０】
　請求項１～９に記載した表示制御装置の画像処理プログラムであって、
　指示手段の先端の座標に基づいて、描画データを生成する描画データ生成ステップと、
　前記指示手段の電力残量値が閾値未満であると判定された場合、前記描画データ生成ス
テップが生成した描画データを構成する描画線を、描画方向に対して、直交する方向に空
白ラインを形成した描画線に加工して、電力低下通知用の描画データを生成する描画デー
タ加工ステップと、
　を、コンピュータに実行させることを特徴とする、画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示制御装置、表示制御システム、及び画像処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、会議や授業などでは表示制御装置としてホワイトボードを電子化した電子黒板装
置が利用され、ユーザが表示画面上で電子ペンを用いることで、黒板上の板書のように、
電子ペンで書かれた描画データを表示画面上に表示する技術が知られている（例えば、特
許文献１参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、電子黒板装置の表示画面へ描画する際に使用される電子ペンは、通常電池など
のバッテリーにより赤外線（又は超音波）などの信号を発信する構成であるため、電力が
無くなると、電子黒板装置は電子ペンからの信号を検出できなくなってしまう。したがっ
て、電力が少なくなってきた場合には、表示画面上に電力残量値の低下をアイコンにより
表示する方法や、電池交換や充電を促すメッセージなどを表示させることが考えられる。
【０００４】
　しかし、表示画面上に上記のような電力低下に関する表示を行なうと、手書き領域が狭
くなる課題点があった。
【０００５】
　本発明の一つの実施形態の目的は、上記課題点に鑑み、表示画面上の手書き領域を阻害
せずに電子ペンの残量低下を通知する表示制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題に鑑み、本発明の表示制御装置の一つの実施形態において、
　信号出力手段を有する指示手段と、
　前記指示手段の先端の座標を検出する座標検出手段と、
　前記座標検出手段が検出した座標に基づいて、描画データを生成する描画データ生成手
段と、
　前記生成された描画データが表示される表示手段と、を有する表示制御装置であって、
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　前記指示手段から受信した電力残量値が閾値未満であるか否かの判定をする判定手段と
、
　前記判定手段により前記電力残量値が閾値未満であると判定された場合、前記描画デー
タ生成手段が生成した描画データを、所定の規則に基づいて加工し、電力低下通知用の描
画データを生成する描画データ加工手段と、
　前記描画データ加工手段により生成された前記電力低下通知用の描画データを、前記表
示部へ表示させる表示制御手段と、を有する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の一つの実施形態によれば、表示画面上の手書き領域を阻害せずに電子ペンの残
量低下を通知する表示制御装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施形態に係る電子黒板装置の構成例を示す機能ブロック図である。
【図２】電子ペンの構成例を示す機能ブロック図である。
【図３】描画データの表示形態の一例を示す参考図である。
【図４】描画データの表示形態の他の例を示す参考図である。
【図５】第１の実施形態に係る電子黒板装置の描画データ生成処理流れの一例を示すフロ
ーチャートである。
【図６】第２の実施形態に係る電子黒板装置の描画データ生成処理流れの一例を示すフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、添付図面を参照して、本発明に係る表示制御装置、表示制御システム、及び画像
処理プログラムの実施形態を説明する。なお、本実施形態では表示制御装置の一例として
の電子黒板装置を例に説明するが、電子黒板装置に限定するものではない。表示制御シス
テムは、一例として電子黒板システムとして説明するが、投影システムや表示システムの
他、蓄積先に蓄積してある表示データを表示するシステムであってもよい。また、各実施
形態は、内容を矛盾させない範囲で適宜組み合わせることができる。
【００１０】
　＜電子黒板装置の構成＞
　図１は、第１の実施形態に係る電子黒板装置１の構成例を示す機能ブロック図である。
本実施形態の電子黒板装置１は、指示手段としての電子ペン３００と、電子ペン３００に
よる描画データを表示する表示部１０１を有する電子黒板１００と、表示部１０１へ表示
する描画データなどの表示制御を行なう表示制御部２００を有している。
【００１１】
　電子黒板１００と表示制御部２００と電子ペン３００とは、双方向に情報通信可能に接
続されており、電子黒板１００は、電子ペン３００から送信された出力信号、電力量、出
力信号の座標などの情報を表示制御部２００へ随時出力する。表示制御部２００は、電子
ペン３００の出力信号と座標、及び電力量に基づいて生成した描画データを電子黒板へ随
時送信する構成とされている。
【００１２】
　（電子ペンの構成）
　電子ペン３００は、図２に示すように、スイッチ部３０１と、スイッチ検出部３０２、
信号出力手段としての信号発信部３０３、電池部３０４を有している。信号発信部３０３
は、赤外線信号発信部３０３ａと電力量発信部３０３ｂとを有している。
【００１３】
　スイッチ部３０１は、ペン先に配置され、スイッチ検出部３０２は、スイッチ部３０１
が表示部１０１へ押圧されたどうかを検出する。そして、検出された結果に応じて赤外線
信号発信部３０３ａを制御し、スイッチ部３０１が押圧されている時間に赤外線信号を発
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信（発光）する。電池部３０４は、汎用されているバッテリーである。電力量発信部３０
３ｂは、電池部３０４の電力量を随時発信する機能を有し、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標）などの近距離無線通信手段により、電子黒板１００へ電力量が発信される。発
信される電力量とは、バッテリの残量が検出可能な電気信号であれば良い。また、電力量
発信部３０３ｂを搭載せず、例えば電力低下時に赤外線信号発信部３０３ａが、事前に決
められた信号パターンを発信することで、電力残量値を通知する方法も考えられる。
【００１４】
　（電子黒板の構成）
　電子黒板１００は、表示部１０１に対してタッチされた電子ペン３００の点（ペン先）
を光学的に検出する座標検出手段としての検出部１０２ａ～１０２ｄを有している。各検
出部１０２は、赤外線信号発信部３０３ａにより発信された信号に基づき電子ペン３００
のペン先の座標情報を検出する。検出部１０２ａ～１０２ｄは、検出した座標情報を表示
制御部２００へ出力する。図示した検出部１０２ａ～１０２ｄは、表示部１０１の四隅に
配置されているがこの限りではない。
【００１５】
　（表示制御部の構成）
　表示制御部２００は、座標検出部２０１、電力残量検出部２０２、描画データ生成手段
としての通常用描画データ生成部２０３、描画データ加工手段としての通知用描画データ
生成部２０４、ユーザ認識検知部２０５、判定手段と表示制御手段としての制御部２０６
、メモリ部２０７、出力部２０８、データ出力部２０９を有している。
【００１６】
　座標検出部２０１は、各検出部１０２が有している電子ペン３００の座標情報をそれぞ
れ取得するインターフェースである。座標検出部２０１は、各検出部１０２から取得した
電子ペン３００の座標情報を通常用描画データ生成部２０３へ出力する。
【００１７】
　電力残量検出部２０２は、電子ペン３００の電力量発信部３０３ｂから電子黒板１００
を介して送信される電力量情報を取得するインターフェースである。電力残量検出部２０
２は、取得した電力量を制御部２０６へ出力する。電子ペン３００の電力残量値の把握に
関しては、電子ペン３００から電力情報を取得した電子黒板１００と通信されることで把
握することができる。勿論、他の通信手段を用いて把握しても良い。取得される電力量と
は、バッテリの残量が検出可能な電気信号であれば良い。
【００１８】
　通常用描画データ生成部２０３は、座標検出部２０１が検出した座標情報に基づいて、
描画データを生成する機能を有する。この通常用描画データ生成部２０３は、ユーザが電
子ペン３００を表示部１０１上で描画操作した通りに、表示部１０１上へ表示させる描画
データを生成するものであり、初期設定された色、濃度、太さ、フォントなどで生成され
る。この通常用の描画データは、座標検出部２０１が座標情報を検出すると、常に生成さ
れるものである。この通常用描画データ生成部２０３により生成された描画データを、本
明細書では通常用の描画データと称する。この通常用の描画データは、メモリ部２０７に
出力される。
【００１９】
　通知用描画データ生成部２０４は、通常用描画データ生成部２０３が生成した通常用の
描画データを、所定の規則に基づいて加工し、ユーザに電力低下を通知する電力低下通知
用の描画データを生成する機能を有する。
【００２０】
　これは、電子ペン３００の電力量が所定の量より少なくなった場合、ユーザに電力低下
を通知するための通知手段に寄与する。所定の規則に基づいた加工とは、電力低下を表示
する形態に加工することを意味し、例えば描画データを構成する描画線の密度、濃度、色
、形状などを修正加工することを意味する。また、電力残量値に基づいて描画データの加
工を随時変化させることも意味している。
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【００２１】
　修正加工として、描画データを構成する描画線を、例えばインク式ペンのインク残量が
少なくなった場合に生じる擦れを再現する加工を施すことが好ましい。電力低下を表示す
る具体的な形態については、後述する。この通知用描画データ生成部２０４により生成さ
れた描画データを、本明細書では通知用の描画データと称する。特許請求の範囲では「電
力低下通知用の描画データ」と記載している。この通知用の描画データは、メモリ部２０
７に出力される。
【００２２】
　ユーザ認識検知部２０５は、ユーザが表示部１０１に表示された、電力低下を通知する
通知用の描画データを見て、電子ペン３００の電力低下を認識したことを検知するインタ
ーフェースである。例えばユーザが電子黒板１００に設けられた認知ボタンを押すことに
より検知する構成でも良いし、電子ペン３００に備えた認知ボタンを押すことにより検知
する方法でも良い。また、電子ペン３００により特定の操作、例えば振ったり、表示部１
０１以外を数回タッチすることにより検知する構成としても良い。いずれにしても、ユー
ザが電力低下を認識したことを何からの認識信号で通知した際に、検知する機能を有して
いる。したがって、その機能は認識信号の種類によって適宜変更されるものである。ユー
ザが発信する認識信号は、前記したＢｌｕｅｔｏｏｔｈなどの近距離無線通信手段により
情報のやり取りを行うことができる。
【００２３】
　制御部２０６は、判定手段２０６ａと表示制御手段２０６ｂを有しており、各手段は制
御プログラムにより動作する。判定手段２０６ａは、電力残量検出部２０２が検出した電
力量から電力残量値を算出し、通常状態か、電力低下状態かを判定する判定機能を有して
いる。これは、後述するが例えば電力残量値が所定の閾値（例えば電力残量値が２０％未
満）を下回っているかどうかで判定する。電力残量検出部２０２が検出した電子ペン３０
０の電力残量値が閾値未満である判定すると、通知用描画データ生成部２０４に、通知用
の描画データを生成させる。
【００２４】
　表示制御手段２０６ｂは、出力部２０８に適切な描画データを表示部１０１へ出力させ
る制御を行なう機能を有する。また、表示制御手段２０６ｂは、前記したユーザ認識検知
部２０５が、ユーザが電力低下を認識したことを検知すると、表示部１０１に、通常用描
画データ生成部２０３により生成された通常用の描画データに切替えて表示させる機能を
有している。このとき表示制御手段２０６ｂは、メモリ部２０７に蓄積された通常用の描
画データを出力部２０８へ読み出させて表示を切り替える。
【００２５】
　メモリ部２０７は、例えばＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、Ｈ
ＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）、光ディスクなどの読み出し書き込みが可能な
記憶装置である。このメモリ部２０７には、少なくとも通常用描画データ生成部２０３が
生成した通常用の描画データ、通知用描画データ生成部２０４が生成した通知用の描画デ
ータを記憶している。また、メモリ部２０７は、会議又は授業が終了すると、蓄積してき
た通常用の描画データを会議又は授業の保存用データとして取り出し可能に記憶する機能
と、記憶領域を有していることが好ましい。通知用の描画データは、ユーザが電子黒板装
置１の使用を終了する際に、自動的に抹消されることが好ましい。
【００２６】
　出力部２０８は、通常用描画データ生成部２０３により生成された通常用の描画データ
、及び通知用描画データ生成部２０４により生成された通知用の描画データを、表示制御
手段２０６ｂの制御指示に従って、メモリ部２０７から読み出し表示部１０１へ出力する
機能を有する。
【００２７】
　データ出力部２０９は、メモリ部２０７に記憶された通常用の描画データを、ＵＳＢ（
Universal　Serial　Bus）メモリなどのストレージデバイスやネットワークを介してサー
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バなどにストレージ保存する際に使用されるインターフェースである。
【００２８】
　（通知用の描画データの表示形態）
　次に、通知用描画データ生成部２０４により生成される通知用の描画データの表示形態
について説明する。
　ユーザに電力低下を通知するための通知用の描画データとして、例えば図３に示す表示
形態に加工する一例がある。図３に示す特徴は、電子ペンの描画方向に対して、平行する
方向に空白ラインを形成して、インク文字のような文字の擦れを表現する点にある。
【００２９】
　図３（Ａ）は、通常用の描画データを示している。図３（Ｂ）は、描画方向と平行する
方向に空白ラインを有する通知用の描画データの一例を示した。図３（Ｃ）は、図３（Ｂ
）より幅広な空白ラインを有する通知用の描画データの一例を示した。
【００３０】
　通知用描画データ生成部２０４は、図３（Ａ）に示すように、電子ペン３００からの連
続する出力信号を描画線Ｇとして形成する際、図３（Ｂ）に示すように、描画方向に対し
て、平行する方向に空白ラインＸ１を形成した描画線Ｇ１に加工して、通知用の描画デー
タを生成する。
【００３１】
　具体的には、例えば図３（Ａ）に示すように、通常時の描画線Ｇを垂直方向に描画５ド
ットで描画している場合には、２ドット目と４ドット目の横ラインに空白ラインＸ１を発
生させる。すると、インク文字の擦れを表現することができる。
【００３２】
　また、図３（Ｃ）に示すように、２ドット目から４ドット目までの連続する横ラインに
空白ラインＸ２を発生させた描画線Ｇ２を生成して、より大きな擦れを表現しても良い。
　したがって、描画線に空白ラインＸを形成することで、インク文字のような擦れを表現
でき、ユーザは擦れ表示により電子ペン３００の電力低下を感覚的に視認することができ
る。
【００３３】
　上記した２つのパターンは、例えば、電力残量値が第１の閾値の２０％を切った場合、
図３（Ｂ）の描画線Ｇ１を有する通知用の描画データを生成させ、電力残量値が第２の閾
値の１０％を切った場合、図３（Ｃ）の描画線Ｇ２を有する通知用の描画データを生成さ
せる方法が好ましい。これによりインクの擦れ具合と電力残量値が対応しているため、電
力残量値の低下具合も一目で視認することができる。
【００３４】
　図４に、通知用描画データ生成部２０４により生成される通知用の描画データの他の表
示形態を示した。
　図４の特徴は、描画方向に対して、直交する方向に空白ラインを形成して、インク文字
の擦れを表現する点にある。
　図４（Ａ）は、通常用の描画データを示している。図４（Ｂ）、は、描画方向と直交す
る方向に空白ラインを有する通知用の描画データの一例を示した。図４（Ｃ）は、図４（
Ｂ）より幅広な空白ラインを有する通知用の描画データの一例を示した。
【００３５】
　通知用描画データ生成部２０４は、図４（Ａ）に示すように、電子ペン３００からの連
続する出力信号を描画線Ｈとして形成する際、図４（Ｂ）に示すように、描画方向に対し
て、直交する方向に空白ラインＹ１０～Ｙ１２を形成した描画線Ｈ１に加工して、通知用
の描画データを生成する。更に、空白ラインＹの数は、電子ペン３００の出力信号の出力
時間に応じて段階的に変化させることが好ましい。出力信号の出力時間とは、要するに電
子ペン３００の表示部１０１への接触時間である。以下、電子ペンの接触時間とも記載す
る。
【００３６】
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　図面上右方向が電子ペン３００の描画方向であり、右に進むにしたがって、電子ペン３
００の接触時間が増える。生成される描画線Ｈ１には、電子ペン３００の接触時間が短い
左側Ｌ１においては、水平（描画）方向の描画４ドットおきに１ドットの空白ラインＹ１
０が形成される。図面中央Ｍ１においては、描画３ドットおきに２ドットの空白ラインＹ
１１が形成される。図面右側Ｒ１においては、描画２ドットおきに３ドットの空白ライン
Ｙ１２が形成されている。
【００３７】
　また、図４（Ｃ）に示す描画線Ｈ２には、電子ペン３００の接触時間が短い左側Ｌ２に
おいては、水平（描画）方向の描画３ドットおきに２ドットの空白ラインＹ２０が形成さ
れる。図面中央Ｍ２においては、描画２ドットおきに３ドットの空白ラインＹ２１が形成
される。図面右側Ｒ２においては、描画１ドットおきに４ドットの空白ラインＹ２２が形
成されている。
【００３８】
　したがって、電子ペンの接触時間が増えるにしたがって、空白ラインＹの数（幅）も増
えて、インク文字の擦れをより現実的に表現できる。このように、書き出し（描画開始時
）はある程度の濃度で書けるが、次第に擦れていく状態を表現することで、ユーザがイン
クの残量低下と電池の残量低下を容易に結び付けて、電子ペン３００の電力低下を感覚的
に視認することができる。
【００３９】
　上記した２つのパターンは、例えば、電力残量値が第１の閾値の２０％を切った場合、
図４（Ｂ）の描画線Ｈ１を有する通知用の描画データを生成させ、電力残量値が第２の閾
値の１０％を切った場合、図４（Ｃ）の描画線Ｈ２を有する通知用の描画データを生成さ
せる方法が好ましい。これによりインクの擦れ具合と電力残量値が対応しているため、電
力残量値の低下具合も一目で視認することができる。
【００４０】
　また、電力低下を視認可能な描画データとして、図示することは省略したが、電子ペン
３００からの連続する出力信号を描画線として形成する際、通常用の描画データに初期設
定されている濃度より薄くした描画線に加工して、通知用の描画データに生成することも
好ましい。
【００４１】
　濃度を薄くすることで、インク式のペンがインク切れを起こした状態を擬似的に表現し
て、ユーザに電力低下を一目で視認させることができる。これは、図３、図４に記載した
通知用の描画データに比して、描画データの加工処理が簡易に済むため、装置の小型化、
処理時間の短縮化の点で利点がある。
【００４２】
　また、描画線の濃度を、出力信号の出力時間（電子ペン３００の表示部１０１への接触
時間）に応じて、段階的に薄くして、より直感的にインク切れ＝電力低下を認識させるこ
とも好ましい。
【００４３】
　更に、電力低下を視認可能な描画データとして、やはり図示することは省略したが、通
常用の描画データに初期設定されている色とは異なる色に配色して、通知用の描画データ
を生成することも好適に実施される。
【００４４】
　因みに、上記してきた通知用の描画データの表示形態のパターンを、適宜組み合わせて
実施することもできる。例えば、上記した電子ペン３００の接触時間に応じて空白ライン
Ｙの数が変化する描画線と、上記した電子ペン３００の接触時間に応じて濃度が段階的に
薄く変化する描画線とを組み合わせた描画線に加工して通知用の描画データを生成しても
良い。
【００４５】
　上記してきたように、本実施の形態に係る電子黒板装置１は、電子ペン３００の電力低
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下をユーザに通知する際、描画データを構成する描画線を、電力低下を表示する形態に加
工する。したがって、従来のように表示部上に電力低下通知用のアイコンやメッセージを
表示して、手書き領域を阻害することを防止できる。また、表示アイコンやメッセージを
画面上から削除する操作などをして、会議や授業を一時的に中断させてしてしまうことも
防止できる。
【００４６】
　また、表示画面上にアイコンやメッセージを表示して通知する方法は、アイコンの意味
を知らないユーザが使用する場合、残量低下を示すアイコン表示は意味をなさない。更に
メッセージにより残量通知をする場合であっても、特定の言葉が分からないユーザに対し
ては意味をなさないものであった。しかし、本実施の形態に係る電子黒板装置１は、描画
線に、インク式ペンがインク切れを起こした際に生じる擦れ状態を模擬的に表現する表示
加工を施したことで、ユーザがインク切れと同じ要領で電力低下を容易に視認できる。
【００４７】
　＜第１の実施形態＞
　図５は、第１の実施形態における電子黒板装置１の描画データ生成処理流れの一例を示
すフローチャートである。
　先ず、ユーザが電子ペン３００により、表示部１０１上へ書き込み（描画操作）を行な
うと、検出部１０２ａ～１０２ｄは、電子ペン３００のペン先から発光された赤外線信号
を検出して電子ペン３００を検出すると共に、電子ペン３００の座標情報を取得して表示
制御部２００の座標検出部２０１へ送信する（Ａ１）。
【００４８】
　通常用描画データ生成部２０３は、座標検出部２０１へ送信された電子ペン３００の座
標情報を取得すると、当該座標情報に基づいて通常用の描画データを生成し、生成した通
常用の描画データをメモリ部２０７へ出力し記憶させる（Ａ２）。
【００４９】
　次に、制御部２０６の判定手段２０６ａは、電力残量検出部２０２から電子ペン３００
の電力残量値を取得し、電力残量値が閾値以上か判定して、電子ペン３００の電力値が通
常状態か、残量低下状態かを判定する（Ａ３）。通常状態か残量低下状態かの判定は、例
えば、電力残量値が１５％未満となった場合を、残量低下状態と判定する方法や、電子ペ
ン３００の残りの稼働時間が３０分を切った場合の電力残量値を、残量低下状態と判定す
る方法がある。本実施形態では、電力残量値の閾値を１５％として、以下に説明する。
【００５０】
　Ａ３において、電力残量値が１５％未満である場合（ＮＯ）、制御部２０６は、通知用
描画データ生成部２０４に、通常用描画データ生成部２０３が生成した通常用の描画デー
タをメモリ部２０７から読み出させ、読み出した当該描画データを電力低下を表示する形
態に加工して、通知用の描画データを生成させる（Ａ４）。
【００５１】
　ここで、通知用描画データ生成部２０４で生成される通知用の描画データは、前述した
ように、例えば図３（Ｂ）、図４（Ｂ）に示した通知用の描画データが生成される。勿論
この限りではなく、前述した他の表示形態の通知用の描画データが生成されても良い。
【００５２】
　Ａ５において、制御部２０６の表示制御手段２０６ｂは、出力部２０８に、生成され、
メモリ部２０７に蓄積された描画データを表示部１０１へ出力させ、表示部１０１上に表
示させる。
【００５３】
　表示させる描画データとして、Ａ３で電子ペン３００の電力残量値が１５％以上である
場合（ＹＥＳ）、制御部２０６は、出力部２０８にメモリ部２０７に蓄積された通常用の
描画データを表示部１０１へ出力させ、表示部１０１上へ表示させる。
【００５４】
　また、Ａ３で電子ペン３００の電力残量値が１５％未満で、Ａ４において通知用の描画
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データが生成されている場合、表示制御手段２０６ｂは、出力部２０８にメモリ部２０７
に蓄積された通知用の描画データを表示部１０１へ出力させ、表示部１０１上へ表示させ
る。
【００５５】
　次に、Ａ６において、表示制御手段２０６ｂは、表示部１０１に通知用の描画データが
表示されているかどうか確認する。通常用の描画データが表示されている場合（ＮＯ）、
描画データ生成処理フローを終了し、スタートに戻って上記した各ステップが会議又は授
業の終了まで繰り返される。
【００５６】
　Ａ６において、通知用の描画データが表示されている場合（ＹＥＳ）、制御部２０６は
、ユーザ認識検知部２０５が、ユーザが電力低下を認識したことを検知したかを確認する
（Ａ７）。ユーザ認識検知部２０５がユーザ認識を検知する方法としては、様々あるが例
えば前述したようにユーザが電子黒板１００に設けられた認知ボタンを押すことにより検
知する構成でも良いし、電子ペン３００に備えた認知ボタンを押すことにより検知する方
法でも良い。
【００５７】
　ユーザが電力低下を認識していない場合（ＮＯ）、通知用の描画データを表示し続ける
。ユーザ認識検知部２０５が、ユーザが電力低下を認識したことを検知すると（ＹＥＳ）
、制御部２０６の表示制御手段２０６ｂは、表示部１０１に表示されている通知用の描画
データを、通常用描画データ生成部２０３により生成された通常用の描画データに切替え
て表示させる（Ａ８）。このとき表示制御手段２０６ｂは、メモリ部２０７に蓄積された
通常用の描画データを、出力部２０８に読み出させて表示部１０１へ出力させることで表
示を切り替える。
【００５８】
　しかる後に、ユーザは電子ペン３００の電池の入れ替え、又は充電を行なう。会議や授
業が続く場合には、スタートに戻って上記した各ステップが繰り返される。
【００５９】
　会議や授業を終了すると、メモリ部２０７は、蓄積してきた通常用の描画データを会議
又は授業の保存用データとして取り出し可能に記憶する。通知用の描画データは、ユーザ
が電子黒板装置１の使用を終了する際に、自動的に抹消されることが好ましい。保存用デ
ータは、メモリ部２０７内に記憶されず、他の専用の記憶媒体に記憶される構成としても
良い。
【００６０】
　したがって、第１の実施形態に係る電子黒板装置１は、会議や授業中に電子ペン３００
の電力量が所定の閾値未満になった場合、電力低下を表示する形態に加工された描画デー
タを表示することで、ユーザに一目で分かる電力低下通知を行える。従来のパーソナルコ
ンピュータのように電力低下をアイコンやメッセージで表示して、表示画面上の手書き領
域を阻害したり、会議や授業を中断させることがない。
【００６１】
　特に、加工された通知用の描画データの描画線は、インク式ペンがインク切れを起こし
た擦れ状態を模擬的に表現する表示加工が施されているので、ユーザにインク切れと電力
低下が感覚的に視認できる表示形態で電子ペンの残量低下を通知できる。
　また、電子ペンの電力低下をユーザが認識した場合、直ぐに通常用の描画データ表示に
切り替わるので、会議や授業の続きを快適に行うことができる。
【００６２】
　＜第２の実施形態＞
　図６は、第２の実施形態における電子黒板装置１の描画データ生成処理流れの一例を示
すフローチャートである。
　図６に示すＢ１～Ｂ２及びＢ５～Ｂ８の処理は、上述した図５に示すＡ１～Ａ２及びＡ
５～Ａ８の処理と同様であるため、ここでの具体的な説明は省略し、相違点のみ説明する
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。
　相違点の要点は、電力残量値の閾値が複数設けられ、複数の閾値に対応した通知用の描
画データが生成されることにある。以下、その点を具体的に説明する。
【００６３】
　Ｂ３０において、制御部２０６の判定手段２０６ａは、電力残量値が第１の閾値以上か
判定する。第１の閾値は、例えば電力残量値が２０％未満となった場合を残量低下状態と
判定する方法や、電子ペン３００の残りの稼働時間が４０分を切った場合の電力残量値を
残量低下状態と判定する方法がある。本実施形態では、閾値を２０％として以下に説明す
る。
【００６４】
　Ｂ３０において、電子ペン３００の電力残量値が２０％以上である場合（ＹＥＳ）、制
御部２０６の表示制御手段２０６ｂは、出力部２０８にメモリ部２０７に蓄積された通常
用の描画データを表示部１０１へ出力させ、表示部１０１上へ表示させる（Ｂ５）。この
点は図５のＡ５と同じである。
【００６５】
　Ｂ３０において、電子ペン３００の電力残量値が２０％未満である場合（ＮＯ）、制御
部２０６の判定手段２０６ａは、更に電力残量値が第２の閾値以上かどうかを確認する（
Ｂ３１）。第２の閾値は、第１の閾値よりも少数であり、これ以上の電力低下は危険であ
ることを示す値とされる。例えばここでは、１０％とする。
【００６６】
　Ｂ３１で、電子ペン３００の電力残量値が１０％以上である場合（２０％未満、１０％
以上）（ＹＥＳ）、制御部２０６の判定手段２０６ａは、通知用描画データ生成部２０４
に、第１の通知用の描画データを生成させる（Ｂ４０）。第１の通知用の描画データとは
、例えば、図３（Ｂ）又は図４（Ｂ）に示したように、図３（Ｃ）、図４（Ｃ）に比して
、描画線の擦れ状態が緩い表示加工がされた描画データである。このとき描画線は、電子
ペンの表示部１０１に対する接触時間が増えるに従い、擦れ具合（空白ラインＸの幅及び
数、空白ラインＹの連続数）が増していく表示がより好ましい。勿論、図示例に限らず、
擦れ状態が緩い加工であれば、他の表示形態も実施できる。
【００６７】
　Ｂ３１で、電子ペン３００の電力残量値が１０％未満である場合（ＮＯ）、制御部２０
６の判定手段２０６ａは、通知用描画データ生成部２０４に第２の通知用の描画データを
生成させる（Ｂ４１）。
【００６８】
　第２の通知用の描画データとは、例えば、図３（Ｃ）又は図４（Ｃ）に示したように、
図３（Ｂ）、図４（Ｂ）に比して、描画線の擦れ状態が激しい表示加工がされた描画デー
タである。このとき描画線は、電子ペンの表示部１０１に対する接触時間が増えるに従い
、擦れ具合（空白ラインＸの幅及び数、空白ラインＹの連続数）が増していく表示がより
好ましい。勿論、図示例に限らず、擦れ状態が激しい（強い）加工であれば、他の表示形
態も実施できる。
【００６９】
　上記したＢ４０又はＢ４１で第１又は第２の通知用の描画データが生成され、メモリ部
２０７に蓄積されると、制御部２０６の表示制御手段２０６ｂは、Ｂ５において、出力部
２０８に第１又は第２の通知用の描画データを表示部１０１へ出力させ、表示部１０１上
に表示させる。因みに、Ｂ６～Ｂ８の処理は、図５のＡ６～Ａ８で説明したとおりである
。
【００７０】
　因みに、図６では、２つの閾値に応じた通知用の描画データを生成し、表示する一例を
示したが、この限りではなく２つ以上の閾値を設定して実施しても良い。
【００７１】
　上記してきたように、第２の実施形態に係る電子黒板装置１は、電子ペン３００の電力
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残量値が第１の閾値を切った場合、第１の通知用の描画データを生成させ、電力残量値が
第２の閾値を切った場合、第１の通知用描画データより電力低下が激しい表示形態に加工
した第２の通知用の描画データを生成させ通知する構成である。このように、描画データ
が電力残量値に応じて変化することにより、ユーザが電子ペンの電力残量値の低下具合を
一目で視認できる。また、通知用の描画データは、インク式ペンの残量が次第に低下する
擦れ具合を表現しているので、誰でも感覚的に電力低下を認識できる。
【００７２】
　＜第３の実施形態＞
　上記文書中や図面中で示した処理手順、具体的名称、各種のデータやパラメタ等を含む
情報は、特記する場合を除いて任意に変更することができる。また、図示した各装置の各
要素構成は、機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示のごとく合成されているこ
とを要しない。即ち、各装置の分散又は統合の具体的形態は、図示のものに限られず、そ
の全部又は一部を各種の負担や使用状況などに応じて、任意の単位で機能的又は物理的に
分散又は統合することができる。つまり、上述した実施形態で説明した電子黒板装置１（
表示制御装置）は、用途や目的に応じて様々なシステム内に組み込まれて構成されても良
いし、電子黒板装置１の各機能部を分散又は統合した電子黒板システム（表示制御システ
ム）として実施できる。
＜プログラム＞
　また、表示制御部２００の通知用描画データ生成部２０４で実行される画像処理プログ
ラムは、一つの様態として、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルで、
ＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ―Ｒ、ＤＶＤなどのコンピュータで
読み取り可能な記憶媒体に記録されて提供される。また、通知用描画データ生成部２０４
で実行される画像処理プログラムを、インターネットなどのネットワークに接続されたコ
ンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせることにより提供するよう
に構成しても良い。また、通知用描画データ生成部２０４で実行される画像処理プログラ
ムを、インターネットなどのネットワーク経由で提供又は配布するように構成しても良い
。また、画像処理プログラムを、ＲＯＭなどに予め組み込んで提供するようにしてもよい
。
【００７３】
　また、前記した画像処理プログラムを、記憶媒体から読み出してＣＰＵ（プロセッサ）
により実行することができる。
【００７４】
　以上、図面を用いて本発明の実施形態を詳細に説明した。なお、上記の記載は、実施形
態を理解するためのものであり、実施形態の範囲を限定するものではない。また、上記の
複数の実施形態は、相互に排他的なものではない。したがって、矛盾が生じない限り、異
なる実施形態の各要素を組み合わせることも意図しており、特許請求の範囲に記載された
開示の技術の要旨の範囲内において、種々の変形、変更が可能である。
【符号の説明】
【００７５】
１　　　　電子黒板装置
１００　　電子黒板
１０１　　表示部
１０２　　検出部（座標検出手段）
２００　　表示制御部
２０１　　座標検出部
２０２　　電力残量検出部
２０３　　通常用描画データ生成部（描画データ生成手段）
２０４　　通知用描画データ生成部（描画データ加工手段）
２０５　　ユーザ認識検知部
２０６　　制御部
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２０６ａ　判定手段
２０６ｂ　表示制御手段
２０７　　メモリ部（記憶部）
２０８　　出力部
２０９　　データ出力部
３００　　電子ペン（指示手段）
３０１　　スイッチ部
３０２　　スイッチ検出部
３０３　　信号発信部（信号出力手段）
３０４　　電池部
Ｇ、Ｇ１、Ｇ２、Ｈ、Ｈ１、Ｈ２　描画線
Ｘ、Ｘ１、Ｘ２　　空白ライン
Ｙ１０、Ｙ１１、Ｙ１２、Ｙ２０、Ｙ２１、Ｙ２２　　空白ライン
【先行技術文献】
【特許文献】
【００７６】
【特許文献１】特許第４００１７５８号公報

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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