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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
画面の一部を拡大表示する場合に、拡大表示を行う範囲を指定する拡大対象範囲指定手段
と、
前記拡大対象範囲内にあるウィンドウの表示優先順位を判定する優先順位判定手段と、
前記拡大対象範囲の画像を前記優先順位に基づいて加工して拡大を行う拡大手段とを備え
、
前記拡大手段は、前記拡大対象範囲内において、前記優先順位の高いウィンドウを前記優
先順位の低いウィンドウと異なる態様で表示するウィンドウ表示装置。
【請求項２】
ウィンドウ表示装置に表示されているウィンドウの表示順位を格納する表示順位格納手段
をさらに備え、
前記優先順位判定手段は前記拡大対象範囲の中心にあるウィンドウのうち前記表示順位に
おいて上位であるウィンドウを優先とする請求項１記載のウィンドウ表示装置。
【請求項３】
前記優先順位判定手段は、前記拡大対象範囲に占める各ウィンドウの面積が大きいウィン
ドウを優先とする請求項１記載のウィンドウ表示装置。
【請求項４】
ウィンドウ表示装置に表示されているウィンドウについて最後に利用された時刻を格納す
る利用履歴格納手段をさらに備え、
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前記優先順位判定手段はウィンドウが最後に利用されてからの時間経過が少ないウィンド
ウを優先とする、請求項１記載のウィンドウ表示装置。
【請求項５】
前記拡大手段は、前記優先順位の低いウィンドウを暗く加工して拡大することを特徴とす
る請求項１記載のウィンドウ表示装置。
【請求項６】
前記拡大手段は、前記優先順位の高いウィンドウを明るく加工して拡大することを特徴と
する請求項１記載のウィンドウ表示装置。
【請求項７】
前記拡大手段は、前記優先順位が一定以下であるウィンドウを削除して拡大することを特
徴とする請求項１記載のウィンドウ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はマルチウィンドウ表示を行う情報表示装置に関し、特に拡大表示機能を持つウ
ィンドウ表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般のウィンドウ表示装置においては、ユーザーはウィンドウ枠の重なりから、各ウィ
ンドウの表示順位を認識している。特許文献１ではウィンドウの前後関係をより視認しや
すくするために、最前面のウィンドウを明るく、他のウィンドウは表示順位に基づいて暗
くしていくウィンドウ表示装置を提案している。この表示装置ではユーザーが直感的にウ
ィンドウの表示順位を認識することができる。
【特許文献１】特開２００１－１４７７６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　コンピュータのディスプレイなどのウィンドウ表示装置において、画面の一部を虫眼鏡
のように拡大するアプリケーションがあるとする。一般のウィンドウ表示装置では、ウィ
ンドウの表示順位をウィンドウ枠の重なりで視認するため、拡大図の中にウィンドウ枠の
重なり部分が入っていない場合、ユーザーは表示順位を認識することが出来なかった。
【０００４】
　特許文献１では、枠の重なりに加えて明暗でも表示順位を表現している。このため、拡
大図の中にウィンドウ枠の重なりが入っていなくても表示順位を幾分視認しやすくなる。
しかしながら、最前面（表示順位１）ではないウィンドウを拡大表示すると、暗く表示さ
れたウィンドウをそのまま暗く表示することになる。これではユーザーが注目しているウ
ィンドウが暗く表示されて見づらくなる。拡大の対象としているウィンドウを明るく表示
するには、そのウィンドウの表示順位を最前面に移動させる操作が別途必要になってしま
う。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記従来の課題を解決するために、本発明の表示装置では、ユーザーの拡大したい位置
と範囲を指定する拡大対象範囲指定手段、拡大図内でユーザーがもっとも注目しているウ
ィンドウを拡大図内の面積比率、拡大図内での位置などにより優先順位を判定する判定手
段、拡大対象範囲の中でユーザーの注目するウィンドウを明るく表示し、そのウィンドウ
より背後にあるウィンドウは前面よりも暗く表示することを特徴とする拡大手段を備える
表示装置としたものである。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の表示装置によれば、ユーザーが画面の一部を拡大表示する場合に、前後関係を
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視認しやすく、かつ注目するウィンドウを見やすく拡大表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら説明する。
【０００８】
　（実施の形態１）
　図１は、実施の形態１の構成図である。
【０００９】
　図１において、表示順位格納手段１には、ウィンドウ表示装置において現在表示されて
いるすべてのウィンドウの表示順位が記憶されている。複数のウィンドウを重ねて表示す
る場合、表示順位が高いウィンドウを上に重ねて表示する。拡大対象範囲指定手段２は入
力手段３から画面の範囲指定情報を受け取り、どのウィンドウが拡大対象範囲に含まれる
のかを判別する。優先順位判定手段４は表示順位格納手段１からのウィンドウの表示順位
の情報と、拡大対象範囲指定手段２からの拡大対象範囲の情報から、拡大対象範囲内にあ
るウィンドウについて、表示順位の高いウィンドウを優先とする優先順位を決定する。拡
大手段５は、拡大対象範囲指定手段２で指定された範囲の画像を、優先順位の高いウィン
ドウを明るく、低いウィンドウを暗く加工し、拡大する。表示手段６は拡大手段５によっ
て加工、拡大された画像を表示する。
【００１０】
　（実施の形態２）
　図２は、実施の形態２の構成図である。図２において、実施の形態１と同様、拡大対象
範囲指定手段２は入力手段３から画面の範囲指定情報を受け取る。
【００１１】
　表示順位格納手段１には、ウィンドウ表示装置において現在表示されているすべてのウ
ィンドウの表示順位が格納されている。表示位置格納手段７には、ウィンドウ表示装置に
おいて現在表示されているすべてのウィンドウの表示位置、幅、高さが格納されている。
【００１２】
　優先順位判定手段４は表示順位格納手段１からのウィンドウの表示順位と、表示位置格
納手段７からのウィンドウの表示位置、幅、高さと、拡大対象範囲指定手段２からの拡大
対象範囲の情報を受け取り、拡大対象範囲内において各ウィンドウの占める面積を比較し
、面積の大きいウィンドウを優先とする優先順位を決定する。拡大手段５は、拡大対象範
囲指定手段２で指定された範囲の画像を、優先順位の高いウィンドウを明るく、低いウィ
ンドウを暗く加工し、拡大する。表示手段６は拡大手段５によって加工、拡大された画像
を表示する。
【００１３】
　（実施の形態３）
　実施の形態１，２に加えて、優先順位判定手段４、拡大手段５においてさまざまな実施
方法が考えられる。
【００１４】
　たとえば、拡大手段５においては、優先順位に応じて、網掛け処理をする、色の反転表
示をする、色合いを変更する、優先順位の低いウィンドウのみ白黒表示にするという強調
方法も考えられる。また、ウィンドウの明るさを変えるだけでなく、各ウィンドウの優先
順位を表す文字列を補助的に表示する、優先順位の高いウィンドウの境界線を太く表示す
る、あるいは優先順位の高いウィンドウの影を優先順位の低いウィンドウの上に描画する
などの加工を行うことも可能である。表示を加工するだけでなく、優先順位の高いウィン
ドウのみ拡大表示し、優先順位が低いウィンドウを拡大図内で表示しないという手法も、
余分な情報を使用者に見せないという点から有効と考えられる。また、どのウィンドウを
拡大した図であるかを明示するため、ウィンドウタイトル、ウィンドウのプログラム名を
拡大図に重ねて表示する手法も有効である。拡大図を拡大対象範囲から離れた場所に表示
する場合、対応するウィンドウと拡大図を線や矢印で結んで表示することで、対応関係を
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明確に表示することも出来る。
【００１５】
　優先順位判定手段４においては、事前に使用者がウィンドウごとの優先順位を指定して
おく、もっとも最近使用されたウィンドウを優先とする、拡大対象範囲の中心にあるウィ
ンドウを最優先とする、などの判定方法が考えられる。
【００１６】
　拡大対象範囲の中心を優先とする場合、中心点にはウィンドウがなく背景のみという場
合も考えられる。この場合、拡大表示範囲内にある各ウィンドウについて、中心点からの
距離が近いウィンドウを優先とする判定方法が有効である。
【００１７】
　（実施の形態４）
　本発明のより具体的な実施の形態について図を参照して説明する。
【００１８】
　図３は、パソコンのウィンドウ表示装置において実施の形態１を実施した場合の構成図
である。
【００１９】
　パソコンにおいては、入力手段３の具体例としてマウス、キーボード、タッチパッド、
タッチスクリーン、などさまざまな入力装置が考えられる。また、表示手段６はＣＲＴや
ＬＣＤ、プロジェクターなどの表示装置が考えられる。
【００２０】
　座標やボタンの押下などの入力手段３からの情報は、入力制御部９で処理される。入力
制御部９は使用者が拡大を行いたい範囲を指定する拡大対象範囲指定手段２を備える。各
ウィンドウの制御はウィンドウ制御部８で行われる。具体的にはマイクロソフト社のウィ
ンドウズ（登録商標）などのＯＳが基本的なウィンドウ制御や入力制御を行う。使用者は
、現在表示されている画面のうち、拡大表示したい部分の範囲を入力手段３から入力し、
拡大対象範囲指定手段２に格納する。
【００２１】
　ウィンドウ制御部８は、ウィンドウを重ねて表示するときに前面に来るウィンドウを高
い順位とする表示順位をすべてのウィンドウについて記憶する表示順位格納手段１を備え
る。
【００２２】
　処理部１０は優先順位判定手段４と拡大手段５を備え、拡大表示に関する処理を行うア
プリケーションプログラムである。
【００２３】
　優先順位判定手段４は拡大対象範囲指定手段２から、使用者が拡大を行いたい範囲を取
得し、表示順位格納手段１から、現在表示されているすべてのウィンドウの表示順位を取
得する。優先順位判定手段４は拡大対象範囲に含まれるすべてのウィンドウについて、表
示順位を比較し、表示順位の高いウィンドウを優先とする優先順位を決定する。
【００２４】
　拡大手段５では、優先順位の低いウィンドウは暗く表示するように前記拡大対象範囲の
画像を加工し、拡大して表示手段６へ出力する。
【００２５】
　図４は、３つのウィンドウが表示されている場合に拡大表示を行った場合の表示例を示
す図である。画面１７には表示順位が１のウィンドウ１１、表示順位が２のウィンドウ１
２、表示順位が３のウィンドウ１３の３つが表示されている。使用者はウィンドウ１２と
ウィンドウ１３の境界付近を拡大対象範囲として指定したとする。ウィンドウ１２はウィ
ンドウ１３よりも表示順位が高いので、拡大対象範囲内での優先順位は、ウィンドウ１２
の優先順位が１、ウィンドウ１３の優先順位が２と判定される。
【００２６】
　拡大図１４にはウィンドウ１２の拡大図１５、ウィンドウ１３の拡大図１６が表示され
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る。このときウィンドウ１２はウィンドウ１３よりも優先順位が高いので、拡大図１６は
拡大図１５より暗く加工されて表示される。拡大図１２の明るさを変更するかわりに、網
掛けにして暗く見せる、モノクロ表示にする、色合いを変更する、色を反転するなどの加
工にしてもよい。
【００２７】
　（実施の形態５）
　図５は、実施の形態４における拡大手段５が、優先順位の高いウィンドウと優先順位の
低いウィンドウの境界線１８を太く加工して拡大表示する場合の表示結果を示す図である
。境界線を太くする以外にも、優先順位の高いウィンドウの影を優先順位の低いウィンド
ウの上に描画することで優先順位を立体的に表現してもよい。
【００２８】
　（実施の形態６）
　図６は、実施の形態４における拡大手段５が、優先順位を表す数字をウィンドウの拡大
図の上に重ねて表示するように加工して拡大表示する場合の表示結果を示す図である。優
先順位を表示するだけでなく、ウィンドウのタイトルの文字列や、ウィンドウを表示して
いるアプリケーション名を表示するように加工してもよい。
【００２９】
　（実施の形態７）
　図７は、実施の形態４における拡大手段５が、拡大対象となっているウィンドウ１２、
１３と対応する拡大図１５、１６をそれぞれ結ぶ矢印を表示する場合の表示結果を示す図
である。矢印に限らず、単線、破線であってもよい。
【００３０】
　（実施の形態８）
　図８は、実施の形態４における拡大手段５が、優先順位の高いウィンドウ１２のみを表
示して拡大する場合の表示結果を示す図である。優先順位が１であるウィンドウのみを表
示するという方法のほかに、あらかじめ定められた順位以上のウィンドウのみを表示する
という方法もある。
【００３１】
　（実施の形態９）
　図９は、パソコンのウィンドウ表示装置において実施の形態２を実施した場合の構成図
である。
【００３２】
　実施の形態２と同様に、入力手段３からの情報は、入力制御部９で処理される。入力制
御部９は使用者が拡大を行いたい範囲を指定する拡大対象範囲指定手段２を備える。
【００３３】
　各ウィンドウの制御はウィンドウ制御部８で行われる。ウィンドウ制御部８は、ウィン
ドウを重ねて表示するときに前面に来るウィンドウを高い順位とする表示順位をすべての
ウィンドウについて記憶する表示順位格納手段１と、現在表示されているすべてのウィン
ドウの位置座標と幅、高さの情報を格納する表示位置格納手段７を備える。
【００３４】
　処理部１０は優先順位判定手段４と拡大手段５を備え、拡大表示に関する処理を行うア
プリケーションプログラムである。
【００３５】
　優先順位判定手段４は拡大対象範囲指定手段２から、使用者が拡大を行いたい範囲を取
得し、表示位置格納手段７から、現在表示されているすべてのウィンドウの位置座標と幅
、高さを取得する。優先順位判定手段４は拡大対象範囲に含まれるすべてのウィンドウに
ついて拡大対象範囲で、表示順位と位置座標、幅、高さから拡大対象範囲内に表示されて
いる部分の面積を算出し、面積の大きいウィンドウを優先とする優先順位を決定する。
【００３６】
　拡大手段５では、優先順位の高いウィンドウを明るく、低いウィンドウは暗く表示する
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ように前記拡大対象範囲の画像を加工し、拡大して表示手段６へ出力する。
【００３７】
　図１０は、３つのウィンドウが表示されている場合に拡大表示を行った場合の表示例を
示す図である。画面１７には表示順位が１のウィンドウ１１、表示順位が２のウィンドウ
１２、表示順位が３のウィンドウ１３の３つが表示されている。使用者はウィンドウ１１
とウィンドウ１２とウィンドウ１３の３つを含む範囲を拡大対象範囲として指定したとす
る。
【００３８】
　優先順位判定手段４は、ウィンドウの重なりを考慮して、拡大対象範囲で表示される部
分の占める面積を各ウィンドウについて求める。ウィンドウ１１は表示順位がウィンドウ
１２よりも高く重なって表示されるので、ウィンドウ１１と重なる部分ではウィンドウ１
２は表示されない。同様にウィンドウ１２はウィンドウ１３よりも表示順位が高いため、
ウィンドウ１２と重なる部分ではウィンドウ１３は表示されない。このようなウィンドウ
の重なりを考慮して、拡大対象範囲内に表示されている面積のもっとも大きいウィンドウ
はウィンドウ１２、２番目はウィンドウ１１、３番目はウィンドウ１３であったとする。
このとき、ウィンドウの占める面積の順に優先順位を決定するので、ウィンドウ１２の優
先順位は１、ウィンドウ１１の優先順位は２、ウィンドウ１３の優先順位は３となる。
【００３９】
　拡大図１４にはウィンドウ１１の拡大図１９、ウィンドウ１２の拡大図１５、ウィンド
ウ１３の拡大図１６が表示される。このときウィンドウ１２はウィンドウ１１、ウィンド
ウ１３よりも優先順位が高いので、拡大図１６と拡大図１９は、拡大図１５より暗く加工
されて表示される。
【００４０】
　（実施の形態１０）
　優先順位判定手段４では、表示内容だけではなく、ユーザーの操作をもとに優先順位を
判定することも考えられる。たとえば、ユーザーはもっとも最近利用したウィンドウに注
目している可能性が高いと仮定すると、ウィンドウの利用履歴で優先順位を判定すること
も有効である。
【００４１】
　図１１は実施の形態１０の構成図である。図１１において、実施の形態１と同様、拡大
対象範囲指定手段２は入力手段３から画面の範囲指定情報を受け取る。ウィンドウ表示装
置に表示されている各ウィンドウについて、ユーザーが最後に操作した時刻を格納する利
用履歴格納手段２０を用意する。優先順位判定手段４は、ユーザーが拡大表示を行ったと
き、拡大対象範囲内にあるウィンドウのうち、最後にウィンドウが利用されてからの時間
経過が少ないウィンドウを優先とする。拡大手段５は、拡大対象範囲指定手段２で指定さ
れた範囲の画像を加工し、拡大する。表示手段６は拡大手段５によって加工、拡大された
画像を表示する。
【００４２】
　利用履歴格納手段２０に時刻を格納するタイミングは、ウィンドウが表示されたとき、
ウィンドウに対してマウスやキーボードなど入力装置から入力があったとき、ウィンドウ
の表示内容が更新されたとき、などが考えられる。
【００４３】
　（実施の形態１１）
　優先順位判定手段４では、ユーザーが各ウィンドウの優先順位をあらかじめ指定してお
く方法も考えられる。たとえば、各ウィンドウの表示内容の重要度に差がある場合、あら
かじめユーザーが重要度に応じて優先順位を指定しておく。
【００４４】
　図１２は実施の形態１１の構成図である。図１２において、実施の形態１と同様、拡大
対象範囲指定手段２は入力手段３から画面の範囲指定情報を受け取る。ウィンドウ表示装
置に表示されている各ウィンドウについて、ユーザーが指定した優先順位を格納しておく
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優先順位格納手段２１を用意する。優先順位判定手段４は、拡大対象範囲内のウィンドウ
について優先順位格納手段２１に格納されている優先順位が高いウィンドウを優先とする
。
【００４５】
　拡大手段５は、拡大対象範囲指定手段２で指定された範囲の画像を加工し、拡大する。
表示手段６は拡大手段５によって加工、拡大された画像を表示する。
【００４６】
　（実施の形態１２）
　拡大表示時にマウスカーソルの位置やキーボードのキー操作など、入力装置からの入力
で優先順位をユーザーが指定できるという方法も有効である。拡大表示時にメニューを表
示するなどして、拡大対象ウィンドウのうちどのウィンドウを優先として表示するかをユ
ーザーに選択させるようにする。
【００４７】
　図１３は実施の形態１２の構成図である。図１３において、実施の形態１と同様、拡大
対象範囲指定手段２は入力手段３から画面の範囲指定情報を受け取る。優先順位指定手段
２２は、拡大表示を行うときに入力手段３を通じてユーザーに各ウィンドウの優先順位を
指定させる。拡大手段５は、拡大対象範囲指定手段２で指定された範囲の画像を加工し、
拡大する。表示手段６は拡大手段５によって加工、拡大された画像を表示する。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明にかかる表示装置は、ユーザーが画面の一部を拡大表示する場合に、前後関係を
視認しやすく、かつ注目するウィンドウを見やすく拡大表示することができ、コンピュー
タなど情報機器の表示装置等として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】実施の形態１の構成図
【図２】実施の形態２の構成図
【図３】パソコンのウィンドウ表示装置において実施の形態１を実施した場合の構成図
【図４】３つのウィンドウが表示されている場合に拡大表示を行った場合の表示例を示す
図
【図５】実施の形態４における拡大手段５が、優先順位の高いウィンドウと優先順位の低
いウィンドウの境界線１８を太く加工して拡大表示する場合の表示結果を示す図
【図６】実施の形態４における拡大手段５が、優先順位を表す数字をウィンドウの拡大図
の上に重ねて表示するように加工して拡大表示する場合の表示結果を示す図
【図７】実施の形態４における拡大手段５が、拡大対象となっているウィンドウ１２、１
２と対応する拡大図１５、１５をそれぞれ結ぶ矢印を表示する場合の表示結果を示す図
【図８】実施の形態４における拡大手段５が、優先順位の高いウィンドウ１２のみを表示
して拡大する場合の表示結果を示す図
【図９】パソコンのウィンドウ表示装置において実施の形態２を実施した場合の構成図
【図１０】３つのウィンドウが表示されている場合に拡大表示を行った場合の表示例を示
す図
【図１１】実施の形態１０の構成図
【図１２】実施の形態１１の構成図
【図１３】実施の形態１２の構成図
【符号の説明】
【００５０】
　１　表示順位格納手段
　２　拡大対象範囲指定手段
　３　入力手段
　４　優先順位判定手段
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　５　拡大手段
　６　表示手段
　７　表示位置格納手段
　８　ウィンドウ制御部
　９　入力制御部
　１０　処理部
　１１　表示順位が１のウィンドウ
　１２　表示順位が２のウィンドウ
　１３　表示順位が３のウィンドウ
　１４　拡大図
　１５　ウィンドウ１２の拡大図
　１６　ウィンドウ１３の拡大図
　１７　画面
　１８　ウィンドウ１２とウィンドウ１３の境界線
　１９　ウィンドウ１１の拡大図
　２０　利用履歴格納手段
　２１　優先順位格納手段
　２２　優先順位指定手段

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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