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(57)【要約】
【課題】情報の閲覧性の低下を抑制しつつ、覗き見によ
る情報漏洩を確実に防止する。
【解決手段】表示部と、表示情報と当該表示情報中の閲
覧制限部分が記述された閲覧制限情報とを記憶する記憶
部と、を少なくとも備える情報表示装置であって、前記
閲覧制限情報に基づいて表示するページに前記閲覧制限
部分が含まれるか、及び、前記情報表示装置の近傍に当
該情報表示装置の使用者以外の他者（又は前記閲覧制限
部分に対して閲覧権限を有する者以外の他者）がいるか
、を判定する判定部と、前記表示部に前記表示情報を表
示させる際に、表示するページに前記閲覧制限部分が含
まれ、かつ、前記情報表示装置の近傍に他者（又は前記
閲覧制限部分に対して閲覧権限を有する者以外の他者）
がいる場合は、少なくとも前記閲覧制限部分を視認しに
くい表示形態に変更する表示制御部と、を備える。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、表示情報と当該表示情報中の閲覧制限部分が記述された閲覧制限情報とを記
憶する記憶部と、を少なくとも備える情報表示装置であって、
　前記閲覧制限情報に基づいて表示するページに前記閲覧制限部分が含まれるか、及び、
前記情報表示装置の近傍に当該情報表示装置の使用者以外の他者がいるか、を判定する判
定部と、
　前記表示部に前記表示情報を表示させる際に、表示するページに前記閲覧制限部分が含
まれ、かつ、前記情報表示装置の近傍に他者がいる場合は、少なくとも前記閲覧制限部分
を視認しにくい表示形態に変更する表示制御部と、を備える、ことを特徴とする情報表示
装置。
【請求項２】
　前記閲覧制限情報には、各々の前記閲覧制限部分に対して閲覧権限を有する者が規定さ
れており、
　前記判定部は、前記閲覧制限情報に基づいて表示するページに前記閲覧制限部分が含ま
れるか、及び、前記情報表示装置の近傍に前記閲覧制限部分に対して閲覧権限を有する者
以外の他者がいるか、を判定し、
　前記表示制御部は、前記表示部に前記表示情報を表示させる際に、表示するページに前
記閲覧制限部分が含まれ、かつ、前記情報表示装置の近傍に前記閲覧制限部分に対して閲
覧権限を有する者以外の他者がいる場合は、少なくとも前記閲覧制限部分を視認しにくい
表示形態に変更する、ことを特徴とする請求項１に記載の情報表示装置。
【請求項３】
　前記情報表示装置の近傍とは、当該情報表示装置を使用している管理区域の内部であり
、
　前記判定部は、前記管理区域への入退室を管理する管理装置から取得した入室者情報に
基づいて、前記管理区域の内部に他者がいるかを判定する、ことを特徴とする請求項１又
は２に記載の情報表示装置。
【請求項４】
　前記情報表示装置は、撮像手段又は音声検出手段を備え、
　前記判定部は、前記撮像手段が撮像した画像又は前記音声検出手段が検出した音声を解
析して、前記情報表示装置の近傍に他者がいるかを判定する、ことを特徴とする請求項１
又は２に記載の情報表示装置。
【請求項５】
　前記閲覧制限部分は、ファイル単位、ページ単位、領域単位、単語単位の少なくとも一
つで設定可能であり、
　前記表示制御部は、表示するページ中の前記閲覧制限部分のみ、若しくは、表示するペ
ージ全体に対して、所定の色での塗りつぶし、所定のパターンの重ね合わせ、所定の画像
への置換、バックライト光の消灯のいずれかの処理を行う、ことを特徴とする請求項１乃
至４のいずれか一に記載の情報表示装置。
【請求項６】
　前記表示制御部は、特定の操作を監視し、前記特定の操作が行われたら、前記視認しに
くい表示形態を通常の表示形態に変更する制御を行う、ことを特徴とする請求項１乃至５
のいずれか一に記載の情報表示装置。
【請求項７】
　前記表示制御部は、前記特定の操作が行われなくなったら、前記通常の表示形態を前記
視認しにくい表示形態に戻す制御を行う、ことを特徴とする請求項６に記載の情報表示装
置。
【請求項８】
　前記表示制御部は、第２の特定の操作が行われたら、前記通常の表示形態を前記視認し
にくい表示形態に戻す制御を行う、ことを特徴とする請求項６に記載の情報表示装置。
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【請求項９】
　前記特定の操作は、前記表示部に配置されたタッチパネルのタッチであり、
　前記表示制御部は、タッチされた前記閲覧制限部分を前記通常の表示形態に変更する、
ことを特徴とする請求項６に記載の情報表示装置。
【請求項１０】
　前記表示制御部は、少なくとも前記閲覧制限部分を視認しにくい表示形態に変更する前
に、警告表示を行う、ことを特徴とする請求項１乃至９のいずれか一に記載の情報表示装
置。
【請求項１１】
　前記表示制御部は、前記警告表示を行った後、ページの表示が指示された場合は、前記
ページを通常の表示形態で表示する、ことを特徴とする請求項１０に記載の情報表示装置
。
【請求項１２】
　前記表示制御部は、前記警告表示を行った後、ページめくりが指示された場合は、少な
くとも前記閲覧制限部分を視認しにくい表示形態に変更して次のページを表示、若しくは
、前記閲覧制限部分が含まれないページを抽出して表示する、ことを特徴とする請求項１
０に記載の情報表示装置。
【請求項１３】
　表示部を備える情報表示装置で動作する表示制御プログラムであって、
　前記情報表示装置を、
　予め記憶された、表示情報中の閲覧制限部分が記述された閲覧制限情報に基づいて表示
するページに前記閲覧制限部分が含まれるか、及び、前記情報表示装置の近傍に当該情報
表示装置の使用者以外の他者がいるか、を判定する判定部、
　前記表示部に前記表示情報を表示させる際に、表示するページに前記閲覧制限部分が含
まれ、かつ、前記情報表示装置の近傍に他者がいる場合は、少なくとも前記閲覧制限部分
を視認しにくい表示形態に変更する表示制御部、として機能させる、ことを特徴とする表
示制御プログラム。
【請求項１４】
　前記閲覧制限情報には、各々の前記閲覧制限部分に対して閲覧権限を有する者が規定さ
れており、
　前記判定部は、前記閲覧制限情報に基づいて表示するページに前記閲覧制限部分が含ま
れるか、及び、前記情報表示装置の近傍に前記閲覧制限部分に対して閲覧権限を有する者
以外の他者がいるか、を判定し、
　前記表示制御部は、前記表示部に前記表示情報を表示させる際に、表示するページに前
記閲覧制限部分が含まれ、かつ、前記情報表示装置の近傍に前記閲覧制限部分に対して閲
覧権限を有する者以外の他者がいる場合は、少なくとも前記閲覧制限部分を視認しにくい
表示形態に変更する、ことを特徴とする請求項１３に記載の表示制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報表示装置及び表示制御プログラムに関し、特に、入退室が管理された部
屋で使用される情報表示装置及び当該情報表示装置で動作する表示制御プログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子ペーパーや電子ブック、パーソナルコンピュータ、ＰＤＡ（Personal Digit
al Assistants）、携帯電話機等の表示デバイスを備えた装置を用いて資料や書籍などの
ドキュメントを閲覧するユーザが増えている。このような装置（以下、情報表示装置と呼
ぶ。）を用いて閲覧が制限された機密情報を閲覧する際、装置の近くに他者がいると、表
示された機密情報が漏洩する恐れがある。
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【０００３】
　また、上記の電子ペーパー等の中にはメモリ性を有するものがある。例えば、一対の透
明なフィルム基板の内表面に透明導電性の電極が形成され、電極間に導電性を有する黒色
トナーと電気絶縁性を有する白色トナーが封入された構造の電子ペーパーは、電極間に電
圧を印加すると黒色トナーが移動して白色トナーと入れ替わって色が変化するため、電源
ＯＦＦ時においても表示が継続する。そのため、特にこのような電子パーパー等の場合、
意識的に表示を消去しない限り表示が残存してしまい、情報漏洩の危険性が高くなる。
【０００４】
　このような情報漏洩の問題に対して、下記特許文献１には、個人認証により使用者に閲
覧許可があると認証できなかった場合に情報を非表示とし、また、閲覧可能エリア外に端
末が持ち出された場合、情報を非表示とすることにより、情報漏洩を防ぐ電子情報端末が
開示されている。
【０００５】
　また、下記特許文献２には、ディスプレイ上に移動式の可視領域を設け、入力箇所等、
使用者が操作している部分を含む１行または前後の行などのみ可視とすることで、傍観に
よる情報の漏洩を低減するシステムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－５３６８８号公報
【特許文献２】特開平７－１７５４５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述したように、特許文献１では、機密情報を表示する際、使用者に情報閲覧の権限が
あるかを確認することで情報漏洩を防ぐ方法を提案している。しかしながら、この方法で
は、使用者が表示装置を使用して情報を閲覧している時に、他者が表示装置を覗き見るこ
とによって情報が漏洩することは考慮されておらず、情報漏洩を確実に防止することがで
きないという問題がある。
【０００８】
　また、特許文献２では、使用者が操作を行っている範囲に表示を制限することによって
覗き見による情報漏洩を低減する方法を提案している。しかしながら、この方法では、周
囲に人間がおらず、情報漏洩の危険がない場合でも表示が制限されてしまうため、情報の
閲覧性を常に低下させ、作業効率が低下するという問題がある。
【０００９】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その主たる目的は、情報の閲覧
性の低下を抑制しつつ、覗き見による情報漏洩を確実に防止することができる情報表示装
置及び表示制御プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明は、表示部と、表示情報と当該表示情報中の閲覧制限
部分が記述された閲覧制限情報とを記憶する記憶部と、を少なくとも備える情報表示装置
であって、前記閲覧制限情報に基づいて表示するページに前記閲覧制限部分が含まれるか
、及び、前記情報表示装置の近傍に当該情報表示装置の使用者以外の他者がいるか、を判
定する判定部と、前記表示部に前記表示情報を表示させる際に、表示するページに前記閲
覧制限部分が含まれ、かつ、前記情報表示装置の近傍に他者がいる場合は、少なくとも前
記閲覧制限部分を視認しにくい表示形態に変更する表示制御部と、を備えるものである。
【００１１】
　また、本発明は、表示部を備える情報表示装置で動作する表示制御プログラムであって
、前記情報表示装置を、予め記憶された、表示情報中の閲覧制限部分が記述された閲覧制
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限情報に基づいて表示するページに前記閲覧制限部分が含まれるか、及び、前記情報表示
装置の近傍に当該情報表示装置の使用者以外の他者がいるか、を判定する判定部、前記表
示部に前記表示情報を表示させる際に、表示するページに前記閲覧制限部分が含まれ、か
つ、前記情報表示装置の近傍に他者がいる場合は、少なくとも前記閲覧制限部分を視認し
にくい表示形態に変更する表示制御部、として機能させるものである。
【００１２】
　本発明においては、前記閲覧制限情報には、各々の前記閲覧制限部分に対して閲覧権限
を有する者が規定されており、前記判定部は、前記閲覧制限情報に基づいて表示するペー
ジに前記閲覧制限部分が含まれるか、及び、前記情報表示装置の近傍に前記閲覧制限部分
に対して閲覧権限を有する者以外の他者がいるか、を判定し、前記表示制御部は、前記表
示部に前記表示情報を表示させる際に、表示するページに前記閲覧制限部分が含まれ、か
つ、前記情報表示装置の近傍に前記閲覧制限部分に対して閲覧権限を有する者以外の他者
がいる場合は、少なくとも前記閲覧制限部分を視認しにくい表示形態に変更する構成とす
ることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の情報表示装置及び表示制御プログラムによれば、情報の閲覧性の低下を抑制し
つつ、覗き見による情報漏洩を確実に防止することができる。
【００１４】
　その理由は、表示部を備える情報表示装置に、表示するページに閲覧制限部分が含まれ
るか、及び、装置の近傍に他者がいるかを判定する判定部と、表示部に表示情報を表示さ
せる際に、表示するページに閲覧制限部分が含まれ、かつ、装置の近傍に他者がいる場合
は、少なくとも閲覧制限部分を視認しにくい表示形態に変更する表示制御部と、を備える
からである。
【００１５】
　また、表示部を備える情報表示装置に、表示するページに閲覧制限部分が含まれるか、
及び、装置の近傍に閲覧制限部分に対して閲覧権限を持たない他者がいるかを判定する判
定部と、表示部に表示情報を表示させる際に、表示するページに閲覧制限部分が含まれ、
かつ、装置の近傍に閲覧制限部分に対して閲覧権限を持たない他者がいる場合は、少なく
とも閲覧制限部分を視認しにくい表示形態に変更する表示制御部と、を備えるからである
。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施例に係る情報表示制御システムの一例を模式的に示す図であ
る。
【図２】本発明の第１の実施例に係る入退室管理装置の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施例に係る情報表示装置の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施例に係る情報表示装置の一例を模式的に示す斜視図である。
【図５】本発明の第１の実施例に係る情報表示装置の他の例を模式的に示す斜視図である
。
【図６】本発明の第１の実施例に係る情報表示制御システムで利用される情報（入室者リ
スト及び閲覧制限リストの一例）を示す図である。
【図７】本発明の第１の実施例に係る入退室管理装置の動作を示すフローチャート図であ
る。
【図８】本発明の第１の実施例に係る情報表示装置の動作（表示制御動作）を示すフロー
チャート図である。
【図９】本発明の第１の実施例に係る情報表示装置に表示される画面の一例（部分消去表
示）を示す図である。
【図１０】本発明の第１の実施例に係る情報表示装置の動作（警告動作）を示すフローチ
ャート図である。
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【図１１】本発明の第１の実施例に係る情報表示装置に表示される画面の一例（警告表示
）を示す図である。
【図１２】本発明の第１の実施例に係る情報表示装置の動作（警告及びページめくり制御
動作）を示すフローチャート図である。
【図１３】本発明の第１の実施例に係る情報表示装置の動作（再表示制御動作）を示すフ
ローチャート図である。
【図１４】本発明の第１の実施例に係る情報表示装置に表示される画面の一例（消去部分
の再表示）を示す図である。
【図１５】本発明の第２の実施例に係る情報表示制御システムで利用される情報（閲覧制
限リストの一例）を示す図である。
【図１６】本発明の第２の実施例に係る情報表示装置の動作（表示制御動作）を示すフロ
ーチャート図である。
【図１７】本発明の第２の実施例に係る情報表示装置の動作（警告動作）を示すフローチ
ャート図である。
【図１８】本発明の第２の実施例に係る情報表示装置に表示される画面の一例（警告表示
）を示す図である。
【図１９】本発明の第２の実施例に係る情報表示装置の動作（警告及びページめくり制御
動作）を示すフローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　背景技術で示したように、情報表示装置で機密情報を閲覧する場合、装置近傍に他者（
機密情報に対して閲覧権限を持たない他者）がいると覗き見されてしまい、情報が漏洩し
てしまう。特に、メモリ性表示デバイスを備える情報表示装置では、電源をＯＦＦにして
も画面上に表示が残存してしまうため、情報漏洩の危険性が高くなる。
【００１８】
　このような情報漏洩の問題に対して、使用者の個人認証を行い、使用者に情報閲覧の権
限があるかを確認したとしても、他者による覗き見を防止することはができない。また、
使用者が操作を行っている範囲に表示を制限すると、周囲に他者がいない時も表示が制限
されてしまうため、情報の閲覧性が低下してしまう。
【００１９】
　そこで、本発明の一実施の形態では、表示デバイスを備える情報表示装置で、表示する
ページに閲覧制限部分が含まれるか、及び、装置の近傍に他者がいるかを判定し、表示す
るページに閲覧制限部分が含まれ、かつ、装置の近傍に他者がいる場合は、少なくとも閲
覧制限部分を視認しにくい表示形態に変更する制御を行う。
【００２０】
　また、表示デバイスを備える情報表示装置で動作する表示制御プログラムで、表示する
ページに閲覧制限部分が含まれるか、及び、装置の近傍に閲覧制限部分に対して閲覧権限
を持たない他者がいるかを判定し、表示するページに閲覧制限部分が含まれ、かつ、装置
の近傍に閲覧制限部分に対して閲覧権限を持たない他者がいる場合は、少なくとも閲覧制
限部分を視認しにくい表示形態に変更する制御を行う。
【００２１】
　これにより、情報の閲覧性の低下を抑制しつつ、覗き見による情報漏洩を確実に防止す
ることができる。
【実施例１】
【００２２】
　上記した本発明の一実施の形態についてさらに詳細に説明すべく、本発明の第１の実施
例に係る情報表示装置及び表示制御プログラムについて、図１乃至図１４を参照して説明
する。図１は、本実施例の情報表示制御システムの構成を模式的に示す図であり、図２は
、入退室管理装置の構成を示すブロック図、図３は、情報表示装置の構成を示すブロック
図、図４及び図５は、情報表示装置の一例を示す斜視図である。また、図６は、入室者リ
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スト及び閲覧制限リストの一例を示す図であり、図７は、入退室管理装置の動作を示すフ
ローチャート図である。また、図８、１０、１２、１４は、情報表示装置の動作を示すフ
ローチャート図であり、図９、１１、１３は、情報表示装置に表示される画面の一例を示
す図である。
【００２３】
　図１に示すように、本実施例の情報表示制御システムは、管理区域（例えば、壁などで
仕切られた部屋）の内部で使用される情報表示装置１０１と、管理区域の出入り口に設置
され、入室者及び退室者を管理する入退室管理装置２０１と、で構成される。情報表示装
置１０１と入退室管理装置２０１とは、有線若しくは無線ＬＡＮ（Local Area Network）
やBluetooth（登録商標）などによって接続されている。以下、各装置の具体的構成につ
いて説明する。
【００２４】
　［情報表示装置１０１］
　情報表示装置１０１は、表示デバイスを備えた装置であり、例えば、電子ペーパーや電
子ブック、パーソナルコンピュータ、ＰＤＡ、携帯電話機などであり（図３及び図４参照
）、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１０２、電池１０３、操作部（タッチパネル）
１０４、表示部１０５、表示制御部１０６、記憶部１０７、通信部１０８、判定部１０９
などで構成される。
【００２５】
　ＣＰＵ１０２は、記憶部１０７から読み出したプログラムを実行し、各部の動作を制御
する。
【００２６】
　電池１０３は、情報表示装置１０１の各部を駆動するための電源を供給する。
【００２７】
　操作部１０４は、表示部１０５上に、透明電極が格子状に配置された感圧式のタッチパ
ネルであり、手指やタッチペン等で押下された力点のＸＹ座標を電圧値で検出し、検出さ
れた位置信号を操作信号としてＣＰＵ１０２に出力する。
【００２８】
　表示部１０５は、透明な液体の中で浮動する微粒子を電界負荷によって移動させて表示
を行う電子ペーパー（ＥＰＤ：Electrophoretic Display）や液晶表示装置（ＬＣＤ：Liq
uid Crystal Display）、有機ＥＬ（electroluminescence）表示装置等からなり、文字や
写真、図形、グラフ、表などの各種情報を表示する。
【００２９】
　表示制御部１０６は、表示部１０５を駆動し、判定部１０９での判定結果に基づき、表
示部１０５の表示を制御する。
【００３０】
　記憶部１０７は、ＲＯＭ（Read Only Memory）やＲＡＭ（Random Access Memory）など
で構成され、ＣＰＵ１０２で動作する各種プログラム、情報表示装置１０１の動作を制御
するための設定情報、表示する文書ファイルなどの表示情報、その表示情報に対する閲覧
制限に関して記述された閲覧制限リスト（詳細は後述）、入退室管理装置２０１から取得
した入室者リスト（詳細は後述）などを記憶する。
【００３１】
　通信部１０８は、ＮＩＣ（Network Interface Card）やモデムなどを備え、有線通信や
無線通信により入退室管理装置２０１と交信し、入退室管理装置２０１から入室者リスト
を受け取る。
【００３２】
　判定部１０９は、閲覧制限リストに基づいて表示するページに閲覧が制限されている情
報（以下、閲覧制限部分と呼ぶ。）が含まれるかを判定すると共に、入室者リストに基づ
いて装置近傍（ここでは、入退室管理装置２０１で管理された部屋の内部）に他者がいる
かを判定する。
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【００３３】
　なお、図２では、表示制御部１０６や判定部１０９をハードウェアとして構成している
が、これらはＣＰＵ１０２により実行されるプログラムとして構成してもよい。また、操
作部１０４をタッチパネルとしているが、キーボードやマウスなどとしてもよい。
【００３４】
　［入退室管理装置］
　入退室管理装置２０１は、入室者及び退室者を認証し、認証結果に応じて、部屋の内外
を仕切るドアの開閉などを制御する装置であり、図２に示すように、ＣＰＵ２０２、入退
室者認証部２０３、記憶部２０４、通信部２０５などで構成される。
【００３５】
　ＣＰＵ２０２は、記憶部２０４から読み出したプログラムを実行し、各部の動作を制御
する。
【００３６】
　入退室者認証部２０３は、ＩＤカードやＩＣタグに記憶された情報、指紋や声紋、静脈
などの生体情報と、記憶部２０４に記憶した認証情報とを比較して、入退室者を認証する
。
【００３７】
　記憶部２０４は、ＲＯＭやＲＡＭなどで構成され、ＣＰＵ２０２で動作する各種プログ
ラム、入退室管理装置２０１の動作を制御するための設定情報、入退室者を認証するため
の認証情報、部屋内に設置又は持ち込まれた情報表示装置１０１を特定する端末リスト、
部屋に入室した者を特定する入室者リストなどを記憶する。
【００３８】
　通信部２０５は、ＮＩＣやモデムなどを備え、無線通信や有線通信により情報表示装置
１０１と通信し、入室者リストを送る。
【００３９】
　なお、図１乃至図３は、本実施例の情報表示制御システムの一例であり、その構成は適
宜変更可能である。例えば、本実施例では、入退室管理装置２０１で入退室者を把握して
、その結果を情報表示装置１０１に通知する構成としているが、例えば、情報表示装置１
０１にカメラ等の撮像手段を設け、撮像手段が装置近傍を撮像し、公知の画像処理技術を
利用して人物を認識することによって、装置近傍に他者がいるかを判別してもよい。また
、情報表示装置１０１にマイク等の音声検出手段を設け、音声検出手段が装置近傍の音声
を検出し、公知の音声処理技術を利用して足音や声を認識することによって、装置近傍に
他者がいるかを判別してもよい。これらの場合は、入退室管理装置２０１を省略すること
ができ、情報表示装置１０１の判定部１０９は、撮像手段が撮像した画像又は音声検出手
段が検出した音声に基づいて、装置近傍に他者がいるかを判定することができる。
【００４０】
　上記構成の情報表示制御システムの動作について概説する。
【００４１】
　入退室管理装置２０１は、部屋に出入りする人物を監視し、部屋内にいる人物を入室者
リストに記述して管理している。また、入退室管理装置２０１は、定期的に情報表示装置
１０１との通信を行い、部屋内に設置若しくは持ち込まれた情報表示装置１０１を端末リ
ストに記述して管理し、端末リストに載っている情報表示装置１０１に入室者リストを送
信する。
【００４２】
　上記入室者リストには、例えば図６（ａ）に示すように、入室した人物を特定する情報
（人物の氏名や所属・グループ、ＩＤなど）が記述されている。また、端末リストには、
部屋内に設置若しくは持ち込まれた情報表示装置１０１を特定する情報（装置ＩＤやＭＡ
Ｃ（Media Access Control）アドレスなど）が記述されている。なお、本実施例では、入
室者がいるかいないかを問題とする（すなわち、入室者が誰であるかは問題としない）こ
とから、必ずしも入室した人物を特定する必要はなく、入室者リストには入室者の人数や
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入室者の有無を記載してもよい。
【００４３】
　一方、情報表示装置１０１は、入退室管理装置２０１から入室者リストを取得する。そ
して、取得した入室者リストに基づいて部屋内に他者がいるかを判定すると共に、予め記
憶した閲覧制限リストに基づいて表示するページに閲覧制限部分が含まれるかを判定し、
部屋内に他者がおり、かつ、表示するページに閲覧制限部分が含まれる場合は、閲覧制限
部分若しくはページ全体を視認しにくい表示形態に変更する（例えば、特定の色やパター
ンで塗りつぶしたり、背景色に変換したり、所定の画像に変換したり、表示を消去したり
する）制御を行う。
【００４４】
　上記閲覧制限リストには、例えば図６（ｂ）に示すように、文書ファイル全体の閲覧を
制限する場合はその文書ファイルのファイル名が記述され、文書ファイルの特定ページの
閲覧を制限する場合はその文書ファイルのファイル名及びページ番号が記述され、文書フ
ァイルの特定ページの特定の領域の閲覧を制限する場合はその文書ファイルのファイル名
及びページ番号と閲覧が制限される領域の座標（左上座標、右下座標）などが記述され、
文書ファイルの特定ページの特定の単語の閲覧を制限する場合はその文書ファイルのファ
イル名及びページ番号と閲覧が制限される単語などが記述されている。
【００４５】
　以下、情報表示制御システムの詳細動作について図面を参照して説明する。
【００４６】
　まず、入退室管理装置２０１の動作について、図７のフローチャート図を参照して説明
する。なお、上述したように、情報表示装置１０１自身が装置近傍に他者がいるかを判定
可能な場合は、入退室管理装置２０１は不要である。
【００４７】
　入退室管理装置２０１は、電源がＯＮになると、入室者リストと端末リストをクリアし
（Ｓ１０１）、情報表示装置１０１からの接続要求／切断要求、入退室者を監視する（Ｓ
１０２）。
【００４８】
　情報表示装置１０１から接続要求があった場合は、その情報表示装置１０１を端末リス
トに追加し（Ｓ１０３）、その情報表示装置１０１に対して入室者リストを送信（若しく
は入室者の人数や有無を通知）する（Ｓ１０４）。
【００４９】
　情報表示装置１０１から切断要求があった場合は、その情報表示装置１０１を端末リス
トから削除する（Ｓ１０５）。
【００５０】
　部屋への入室があった場合は、その人物を入室者リストに追加し（Ｓ１０６）、その人
物の追加を端末リストに載っている全ての情報表示装置１０１に通知する（Ｓ１０７）。
なお、追加された人物を特定する情報のみを通知してもよいし、更新した入室者リストを
再度、送信してもよいし、入室者の人数や有無を通知してもよい。
【００５１】
　部屋からの退室があった場合は、その人物を入室者リストから削除し（Ｓ１０８）、そ
の人物の削除を端末リストに載っている全ての情報表示装置１０１に通知する（Ｓ１０９
）。この場合も、削除された人物を特定する情報のみを通知してもよいし、更新した入室
者リストを再度、送信してもよいし、入室者の人数や有無を通知してもよい。
【００５２】
　次に、情報表示装置１０１の動作について、図８のフローチャート図及び図９の表示例
を参照して説明する。なお、各表示情報に対する閲覧制限は予め設定されており、表示情
報及び閲覧制限リストは予め記憶部１０７に記憶されているものとする。
【００５３】
　情報表示装置１０１の電源をＯＮにすると、情報表示装置１０１は、その部屋の入退室
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管理装置２０１へ接続し（Ｓ２０１）、入退室管理装置２０１から入室者リスト（若しく
は入室者の人数や有無）を取得し、記憶部１０７に保存する（Ｓ２０２）。
【００５４】
　次に、入退室管理装置２０１からの通知の受信、及び、ページめくり操作（例えば、ペ
ージめくりキーの押下）を監視し（Ｓ２０３）、入退室管理装置２０１からの通知を受信
した場合は、その通知に基づいて入室者リスト（若しくは入室者の人数や有無）を更新す
る（Ｓ２０４）。
【００５５】
　次に、判定部１０９は、予め記憶した閲覧制限リストに基づいて、表示するページ（ペ
ージめくりの場合は次のページ）に閲覧制限部分が含まれるかを判断し（Ｓ２０５）、表
示するページに閲覧制限部分が含まれる場合は、入退室管理装置２０１から取得した入室
者リスト（若しくは入室者の人数や有無）に基づいて、部屋内に情報表示装置１０１の使
用者以外の他者が入室しているかを判断する（Ｓ２０６）。なお、情報表示装置１０１に
撮像手段や音声検出手段を備えている場合は、撮像手段で撮像した画像や音声検出手段で
検出した音声に基づいて、部屋内に他者が入室しているかを判断してもよい。
【００５６】
　表示するページに閲覧制限部分が含まれ（Ｓ２０５のＹｅｓ）、かつ、部屋内に他者が
入室している（Ｓ２０６のＹｅｓ）場合は、表示制御部１０６は、そのページの表示を制
御する（Ｓ２０７）。例えば、表示するページ中の閲覧制限部分（ページ全体、特定の領
域、特定の単語）を黒く塗りつぶしたり、背景と同じ色で塗りつぶしたり、所定のパター
ンを重ねたり、予め記憶した画像に置換したりして、閲覧制限部分の表示形態を視認しに
くい表示形態に変更する。図９はページ内の特定の領域を黒く塗りつぶした場合の例であ
る。
【００５７】
　一方、表示するページに閲覧制限部分がない（Ｓ２０５のＮｏ）、又は、部屋内に他者
が入室していない（Ｓ２０６のＮｏ）場合は、表示制御部１０６は、そのページ全体を通
常の表示形態で表示する（Ｓ２０８）。
【００５８】
　そして、表示の停止が指示、若しくは、情報表示装置１０１の電源がＯＦＦされるまで
、ステップＳ２０３～Ｓ２０８の処理を繰り返す。
【００５９】
　このように、表示するページに閲覧制限部分が含まれ、かつ、装置近傍（部屋内）に他
者が入室している場合に、閲覧制限部分やページ全体を視認しにくい表示形態に変更する
ことにより、情報の閲覧性の低下を抑制しつつ、覗き見による情報漏洩を確実に防止する
ことができる。
【００６０】
　図８のフローチャート図では、表示するページに閲覧制限部分が含まれ、かつ、部屋内
に他者が入室している場合に、直ちに閲覧制限部分やページ全体の表示を制御したが、上
記表示制御に加えて、若しくは、上記表示制御に代えて、情報表示装置１０１の使用者に
注意を喚起することもできる。その場合の動作について、図１０のフローチャート図及び
図１１の表示例を参照して説明する。
【００６１】
　まず、図８のＳ２０１～Ｓ２０４の処理を行った後、判定部１０９は、予め記憶した閲
覧制限リストに基づいて、表示するページ（ページめくりの場合は次のページ）に閲覧制
限部分が含まれるかを判断し（Ｓ２１１）、表示するページに閲覧制限部分が含まれる場
合は、入退室管理装置２０１から取得した入室者リスト（若しくは入室者の人数や有無、
又は、撮像手段で撮像した画像や音声検出手段で検出した音声）に基づいて、部屋内に他
者が入室しているかを判断する（Ｓ２１２）。
【００６２】
　表示するページに閲覧制限部分が含まれない（Ｓ２１１のＮｏ）、又は、部屋内に他者
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が入室していない（Ｓ２１２のＮｏ）場合は、表示制御部１０６は、ページ全体を通常の
表示形態で表示し（Ｓ２１４）、図８のＳ２０３に戻って同様の処理を繰り返す。
【００６３】
　一方、表示するページに閲覧制限部分が含まれ（Ｓ２１１のＹｅｓ）、かつ、部屋内に
他者が入室している（Ｓ２１２のＹｅｓ）場合は、表示制御部１０６は、警告表示を行っ
て注意を喚起する（Ｓ２１３）。例えば、ページを表示する前に、部屋に他者がいること
を知らせる警告表示を行う。また、ページ表示中に他者が入室した場合は、そのページに
重ねて警告表示を行う。図１１は表示中のページに重ねて警告表示を行う場合の例である
。なお、ページに重ねて警告表示を行う場合、警告表示は任意の場所に表示することがで
きるが、警告表示以外の部分は視認可能であり、閲覧制限部分が覗き見される恐れがある
ことから、警告表示は閲覧制限部分に重ねて表示したり、画面全体に表示したりすること
が好ましい。
【００６４】
　そして、表示制御部１０６は、警告表示に対する指示を待ち（Ｓ２１５）、表示が指示
された場合は、そのページ全体を通常の表示形態で表示し（Ｓ２１７）、表示が指示され
なかった場合（表示の制御が指示された場合）は、上記と同様に、閲覧制限部分やページ
全体を視認しにくい表示形態に変更する（Ｓ２１６）。その後、図８のＳ２０３に戻って
同様の処理を繰り返す。
【００６５】
　図１０のフローチャート図では、ページめくりにおいて次ページに閲覧制限部分が含ま
れる場合に、閲覧制限部分を視認しにくい表示形態に変更して次ページを表示したが、ペ
ージめくり自体の動作を制御することもできる。その場合は、図１２のフローチャート図
に示すように、図１０と同様にＳ２２１～Ｓ２２４の処理を行った後、警告表示に対する
指示を待つ（Ｓ２２５）。ページめくりが指示された場合は、表示制御部１０６は、上記
と同様に、閲覧制限部分を視認しにくい表示形態に変更して次ページを表示したり、閲覧
制限部分がないページを抽出してそのページを表示したりする（Ｓ２２６）。一方、ペー
ジめくりが指示されなかった場合は、そのまま、図８のＳ２０３に戻って同様の処理を繰
り返す。
【００６６】
　このように、表示するページに閲覧制限部分が含まれ、かつ、装置近傍（部屋内）に他
者が入室している場合に、警告表示を行って注意を喚起し、指示に応じた処理を実施する
ことにより、覗き見による情報漏洩を確実に防止すると共に、使用者の利便性を向上させ
ることができる。
【００６７】
　以上の説明では、ページ内の全ての閲覧制限部分を表示するかしないかのいずれかとし
たが、装置から離れた場所に他者がいる場合であっても、閲覧制限部分やページ全体を全
く見ることができないのは不便である。そこで、特定の操作に対して、閲覧制限部分やペ
ージ全体が表示されるようにすることもできる。その場合の動作について、図１３のフロ
ーチャート図及び図１４の表示例を参照して説明する。なお、図１３のフローチャート図
は、図８のＳ２０７、図１０のＳ２１６において表示が制御されているときの動作を示し
ている。
【００６８】
　情報表示装置１０１は、画面タッチを監視する（Ｓ２３１）。
【００６９】
　画面がタッチされた場合は、タッチパネルからの信号に基づいてタッチされた座標を取
得し（Ｓ２３２）、タッチ座標が閲覧制限部分内であるかを判断する（Ｓ２３３）。
【００７０】
　タッチ座標が閲覧制限部分内であれば、その部分を再表示（通常の表示形態に変更）し
（Ｓ２３４）、画面タッチが続く間、再表示状態を維持する。図１４の右側は、ページ中
のグラフの部分をタッチした場合の再表示の例である。
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【００７１】
　その後、Ｓ２３１に戻り、画面タッチが離された場合、閲覧制限部分を再表示していれ
ば、その閲覧制限部分を再消去（再び、視認しにくい表示形態に変更）する（Ｓ２３５）
。
【００７２】
　なお、ここでは画面タッチに基づいて閲覧制限部分の表示を制御したが、画面タッチに
代えて、特定のキーの押下に基づいて表示を制御する構成としてもよい。また、ここでは
タッチされた閲覧制限部分のみを再表示／再消去したが、全ての閲覧制限部分やページ全
体を再表示／再消去してもよい。
【００７３】
　また、ここでは、画面タッチが離されたら閲覧制限部分を再消去したが、再表示／再消
去の方法は任意であり、例えば、一旦画面タッチが離された後、再度タッチされたら閲覧
制限部分を再消去するようにしてもよいし、特定ボタンが押下されたら閲覧制限部分を再
表示し、特定ボタンが再度押下若しくは他の特定ボタンが押下されたら閲覧制限部分を再
消去するようにしてもよい。
【実施例２】
【００７４】
　次に、本発明の第２の実施例に係る情報表示装置及び表示制御プログラムについて、図
１５乃至図１９を参照して説明する。図１５は、閲覧制限リストの一例を示す図である。
また、図１６、１７、１９は、情報表示装置の動作を示すフローチャート図であり、図１
８は、情報表示装置に表示される画面の一例を示す図である。
【００７５】
　前記した第１の実施例では、表示するページに閲覧制限部分が含まれ、かつ、部屋内に
他者がいる場合に、閲覧制限部分の表示を制御する構成としたが、部屋内にいる他者が閲
覧制限部分に対して閲覧権限を有する者の場合は、表示を制御しなくても情報漏洩の恐れ
はない。そこで、本実施例では、表示するページに閲覧制限部分が含まれ、かつ、部屋内
に閲覧制限部分に対する閲覧権限を持たない他者がいる場合に、閲覧制限部分の表示を制
御する構成とする。
【００７６】
　その場合の情報表示装置１０１及び入退室管理装置２０１の基本構成は、前記した第１
の実施例と同様であるが、入退室管理装置２０１で作成する入室者リストは、個々の入室
者を特定する情報が必須となる。また、情報表示装置１０１の記憶部１０７に記憶する閲
覧制限リストには、図１５に示すように、個々の閲覧制限部分に対して閲覧権限を持つ者
（閲覧許可者）が記載される。
【００７７】
　また、情報表示装置１０１の判定部１０９は、閲覧制限リストに基づいて表示するペー
ジに閲覧制限部分が含まれるかを判定すると共に、閲覧制限リスト及び入室者リストに基
づいて部屋内にその閲覧制限部分に対して閲覧権限を持たない他者がいるかを判定し、表
示制御部１０６は、判定部１０９の判定結果に基づき、表示部１０５の表示を制御する。
【００７８】
　また、情報表示装置１０１にカメラ等の撮像手段を設けると共に記憶部１０７に閲覧許
可者の顔画像を記憶しておき、撮像手段が装置近傍を撮像し、公知の画像処理技術を利用
して人物を認識することによって、装置近傍に閲覧制限部分に対して閲覧権限を持たない
他者がいるかを判別してもよい。また、情報表示装置１０１にマイク等の音声検出手段を
設けると共に記憶部１０７に閲覧許可者の声紋を記憶しておき、音声検出手段が装置近傍
の音声を検出し、公知の音声処理技術を利用して声紋を認識することによって、装置近傍
に閲覧制限部分に対して閲覧権限を持たない他者がいるかを判別してもよい。これらの場
合は、入退室管理装置２０１を省略することができる。
【００７９】
　以下、情報表示装置１０１の動作について、図１６のフローチャート図を参照して説明
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する。なお、入退室管理装置２０１の動作は前記した第１の実施例（図７）と同様である
ため、説明を省略する。また、情報表示装置１０１における再表示／再消去動作も第１の
実施例（図１３）と同様であるため、説明を省略する。
【００８０】
　情報表示装置１０１の電源をＯＮにすると、情報表示装置１０１は、その部屋の入退室
管理装置２０１へ接続し（Ｓ３０１）、入退室管理装置２０１から入室者リストを取得し
、記憶部１０７に保存する（Ｓ３０２）。
【００８１】
　次に、入退室管理装置２０１からの通知の受信、及び、ページめくり操作（例えば、ペ
ージめくりキーの押下）を監視し（Ｓ３０３）、入退室管理装置２０１からの通知を受信
した場合は、その通知に基づいて入室者リストを更新する（Ｓ３０４）。
【００８２】
　次に、判定部１０９は、予め記憶した閲覧制限リストに基づいて、表示するページ（ペ
ージめくりの場合は次のページ）に閲覧制限部分が含まれるかを判断し（Ｓ３０５）、表
示するページに閲覧制限部分が含まれる場合は、閲覧制限リスト及び入退室管理装置２０
１から取得した入室者リストに基づいて、部屋内に閲覧制限部分に対して閲覧権限を持た
ない他者が入室しているか（すなわち、入室者リストで特定される入室者の少なくとも一
人が、閲覧制限リストで特定される閲覧許可者に該当しないか）を判断する（Ｓ３０６）
。なお、情報表示装置１０１に撮像手段や音声検出手段を備えている場合は、撮像手段で
撮像した画像や音声検出手段で検出した音声に基づいて、部屋内に閲覧制限部分に対して
閲覧権限を持たない他者が入室しているかを判断してもよい。
【００８３】
　表示するページに閲覧制限部分が含まれ（Ｓ３０５のＹｅｓ）、かつ、部屋内に閲覧制
限部分に対して閲覧権限を持たない他者が入室している（Ｓ３０６のＹｅｓ）場合は、表
示制御部１０６は、前記した第１の実施例の図９に示すように、そのページの表示を制御
する（Ｓ３０７）。例えば、表示するページ中の閲覧制限部分（ページ全体、特定の領域
、特定の単語）を黒く塗りつぶしたり、背景と同じ色で塗りつぶしたり、所定のパターン
を重ねたり、予め記憶した画像に置換したりして、閲覧制限部分の表示形態を視認しにく
い表示形態に変更する。
【００８４】
　一方、表示情報に閲覧制限部分がない（Ｓ３０５のＮｏ）、又は、部屋内に閲覧制限部
分に対して閲覧権限を持たない他者が入室していない（Ｓ３０６のＮｏ）場合は、表示制
御部１０６は、そのページ全体を通常の表示形態で表示する（Ｓ３０８）。
【００８５】
　そして、表示の停止が指示、若しくは、情報表示装置１０１の電源がＯＦＦされるまで
、ステップＳ３０３～Ｓ３０８の処理を繰り返す。
【００８６】
　このように、表示するページに閲覧制限部分が含まれ、かつ、装置近傍（部屋内）に閲
覧制限部分に対して閲覧権限を持たない他者が入室している場合に、閲覧制限部分やペー
ジ全体を視認しにくい表示形態に変更することにより、情報の閲覧性の低下を抑制しつつ
、覗き見による情報漏洩をより確実に防止することができる。
【００８７】
　図１６のフローチャート図では、表示するページに閲覧制限部分が含まれ、かつ、部屋
内に閲覧制限部分に対して閲覧権限を持たない他者が入室している場合に、直ちに閲覧制
限部分やページ全体の表示を制御したが、上記表示制御に加えて、若しくは、上記表示制
御に代えて、情報表示装置１０１の使用者に注意を喚起することもできる。その場合の動
作について、図１７のフローチャート図及び図１８の表示例を参照して説明する。
【００８８】
　まず、図１６のＳ３０１～Ｓ３０４の処理を行った後、判定部１０９は、予め記憶した
閲覧制限リストに基づいて、表示するページ（ページめくりの場合は次のページ）に閲覧
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制限部分が含まれるかを判断し（Ｓ３１１）、表示するページに閲覧制限部分が含まれる
場合は、閲覧制限リスト及び入退室管理装置２０１から取得した入室者リスト（又は、撮
像手段で撮像した画像や音声検出手段で検出した音声）に基づいて、部屋内に閲覧制限部
分に対して閲覧権限を持たない他者が入室しているかを判断する（Ｓ３１２）。
【００８９】
　表示するページに閲覧制限部分が含まれない（Ｓ３１１のＮｏ）、又は、部屋内に閲覧
制限部分に対して閲覧権限を持たない他者が入室していない（Ｓ３１２のＮｏ）場合は、
表示制御部１０６は、ページ全体を通常の表示形態で表示し（Ｓ３１４）、図１６のＳ３
０３に戻って同様の処理を繰り返す。
【００９０】
　一方、表示するページに閲覧制限部分が含まれ（Ｓ３１１のＹｅｓ）、かつ、部屋内に
閲覧制限部分に対して閲覧権限を持たない他者が入室している（Ｓ３１２のＹｅｓ）場合
は、表示制御部１０６は、警告表示を行って注意を喚起する（Ｓ３１３）。例えば、ペー
ジを表示する前に、部屋に閲覧制限部分に対して閲覧権限を持たない他者がいることを知
らせる警告表示を行う。また、ページ表示中に閲覧制限部分に対して閲覧権限を持たない
他者が入室した場合は、そのページに重ねて警告表示を行う。図１８は表示中のページに
重ねて警告表示を行う場合の例である。なお、ページに重ねて警告表示を行う場合、警告
表示は任意の場所に表示することができるが、警告表示以外の部分は視認可能であり、閲
覧制限部分が覗き見される恐れがあることから、警告表示は閲覧制限部分に重ねて表示し
たり、画面全体に表示したりすることが好ましい。
【００９１】
　そして、表示制御部１０６は、警告表示に対する指示を待ち（Ｓ３１５）、表示が指示
された場合は、そのページ全体を通常の表示形態で表示し（Ｓ３１７）、表示が指示され
なかった場合（表示の制御が指示された場合）は、上記と同様に、閲覧制限部分やページ
全体を視認しにくい表示形態に変更する（Ｓ３１６）。その後、図１６のＳ３０３に戻っ
て同様の処理を繰り返す。
【００９２】
　図１７のフローチャート図では、ページめくりにおいて次ページに閲覧制限部分が含ま
れる場合に、閲覧制限部分を視認しにくい表示形態に変更して次ページを表示したが、ペ
ージめくり自体の動作を制御することもできる。その場合は、図１９のフローチャート図
に示すように、図１６と同様にＳ３２１～Ｓ３２４の処理を行った後、警告表示に対する
指示を待つ（Ｓ３２５）。ページめくりが指示された場合は、表示制御部１０６は、上記
と同様に、閲覧制限部分を視認しにくい表示形態に変更して次ページを表示したり、閲覧
制限部分がないページを抽出してそのページを表示したりする（Ｓ３２６）。一方、ペー
ジめくりが指示されなかった場合は、そのまま、図１６のＳ３０３に戻って同様の処理を
繰り返す。
【００９３】
　このように、表示するページに閲覧制限部分が含まれ、かつ、装置近傍（部屋内）に閲
覧制限部分に対して閲覧権限を持たない他者が入室している場合に、警告表示を行って注
意を喚起し、指示に応じた処理を実施することにより、覗き見による情報漏洩を確実に防
止すると共に、使用者の利便性を向上させることができる。
【００９４】
　なお、本実施例においても、第１の実施例と同様に、特定の操作に対して、閲覧制限部
分やページ全体の再表示／再消去を制御してもよい。
【００９５】
　また、本発明は上記実施例の記載に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しな
い限りにおいて、その構成及び制御は適宜変更可能である。例えば、上記各実施例では、
閲覧制限部分やページ全体の表示方法を変えて視認しにくくしたが、例えば、情報表示装
置１０１の表示部１０５がＬＣＤであり、バックライト装置が所定の画素単位でバックラ
イト光を照射可能なＬＥＤ（Light Emitting Diode）群で構成されている場合は、各ＬＥ
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表示部１０５の表示面側に領域毎に透過率や視野を制御可能な光学部材を備えている場合
は、各領域の透過率や視野を制限して閲覧制限部分やページ全体を視認しにくくしてもよ
い。
【産業上の利用可能性】
【００９６】
　本発明は、情報を表示する情報表示装置、特に、入退室が管理された領域で使用される
情報表示装置に利用可能である。
【符号の説明】
【００９７】
　１０１　情報表示装置
　１０２　ＣＰＵ
　１０３　電池
　１０４　操作部
　１０５　表示部
　１０６　表示制御部
　１０７　記憶部
　１０８　通信部
　１０９　判定部
　２０１　入退室管理装置
　２０２　ＣＰＵ
　２０３　入退室者認証部
　２０４　記憶部
　２０５　通信部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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