
JP 2014-32506 A 2014.2.20

10

(57)【要約】
【課題】ユーザが、簡単な操作にて画面上における選択
操作をより確実に行えるようにする。
【解決手段】情報処理装置１００が、表示装置１０１の
表示画面に対するタッチの当該表示画面におけるタッチ
位置を検出するタッチ位置検出部１１２と、当該タッチ
の押圧値を検出する押圧値検出部１１３と、押圧値検出
部１１３が所定の押圧値以上の押圧値を検出すると表示
装置１０１の表示倍率を変化させる表示制御部１１１と
、タッチ位置検出部１１２がタッチ離れを検出すると、
タッチされていた位置に基づいて選択対象の選択を行う
選択部１１４と、を具備する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置の表示画面に対するタッチの当該表示画面におけるタッチ位置を検出するタッ
チ位置検出部と、
　前記タッチの押圧値を検出する押圧値検出部と、
　前記押圧値検出部が所定の押圧値以上の押圧値を検出すると前記表示装置の表示倍率を
変化させる表示制御部と、
　前記タッチ位置検出部がタッチ離れを検出すると、タッチされていた位置に基づいて選
択対象の選択を確定させる選択部と、
　を具備することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記表示制御部は、前記押圧値検出部が検出した押圧値に基づいて、前記表示装置の表
示倍率を決定することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記表示制御部は、前記押圧値検出部が押圧最大値の更新を検出すると、当該押圧最大
値に応じて前記表示装置の表示倍率を変化させることを特徴とする請求項２に記載の情報
処理装置。
【請求項４】
　前記表示制御部は、予め設定されている固定倍率に基づいて前記表示装置に拡大表示を
行わせることを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記表示制御部は、前記押圧値検出部が、前記所定の押圧値以上の押圧値を検出してか
ら前記所定の押圧値未満の押圧値を検出した後、さらに前記所定の押圧値以上の押圧値を
検出すると、前記表示装置の表示倍率を変化させることを特徴とする請求項２または請求
項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記表示制御部は、前記押圧値検出部が、前記所定の押圧値未満の押圧値を検出した後
、さらに前記所定の押圧値以上の押圧値を検出する毎に、前記表示装置における表示倍率
を変化させることを特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記表示制御部は、前記タッチ位置検出部が検出したタッチ位置に選択対象が表示され
ている場合、当該選択対象の表示態様を変化させることを特徴とする請求項１から６の何
れか一項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記選択対象はリンク情報に対応付けられており、
　前記表示制御部は、前記タッチ位置検出部がタッチ離れを検出すると、前記選択部がタ
ッチされていた位置に基づいて選択を確定させた選択対象の示すリンク先を、前記表示装
置に標準倍率にて表示させることを特徴とする請求項１から７の何れか一項に記載の情報
処理装置。
【請求項９】
　前記選択部は、前記表示制御部が前記表示装置に拡大表示させた表示にて、通常表示に
おける選択対象の選択領域を表示倍率で拡大した領域よりも大きい領域の選択領域を設定
することを特徴とする請求項１から８の何れか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記表示制御部は、前記押圧値検出部が前記所定の押圧値以上の押圧値を検出していな
い状態にて、表示倍率の変更を伴わない処理を行うことを特徴とする請求項１から４のい
ずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　情報処理装置の選択操作検出方法であって、
　表示装置の表示画面に対するタッチの当該表示画面におけるタッチ位置を検出するタッ
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チ位置検出ステップと、
　前記タッチの押圧値を検出する押圧値検出ステップと、
　前記タッチのタッチ離れを検出するタッチ離れ検出ステップと、
　前記押圧値検出ステップにて所定の押圧値以上の押圧値を検出すると前記表示装置の表
示倍率を変化させる表示制御ステップと、
　前記タッチ離れ検出ステップにてタッチ離れを検出すると、タッチされていた位置に基
づいて選択対象の選択を確定させる選択ステップと、
　を具備することを特徴とする選択操作検出方法。
【請求項１２】
　情報処理装置に実行させる、
　表示装置の表示画面に対するタッチの当該表示画面におけるタッチ位置を検出するタッ
チ位置検出ステップと、
　前記タッチの押圧値を検出する押圧値検出ステップと、
　前記タッチのタッチ離れを検出するタッチ離れ検出ステップと、
　前記押圧値検出ステップにて所定の押圧値以上の押圧値を検出すると前記表示装置の表
示倍率を変化させる表示制御ステップと、
　前記タッチ離れ検出ステップにてタッチ離れを検出すると、タッチされていた位置に基
づいて選択対象の選択を確定させる選択ステップと、
　を具備することを特徴とするプログラム。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、選択操作検出方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ウェブページ（Web Page）に含まれるハイパーリンク（Hyperlink）の選択操作など、
画面上における選択操作に関連して幾つかの技術が提案されている。
　例えば、特許文献１に記載の携帯電話機において、表示制御部は、ウェブブラウザの実
行中に、画面上でダブルタップ動作が検出されると、画面の表示倍率を変更する。また、
表示制御部は、ウェブブラウザの実行中に、ウェブページの画面上のハイパーリンクがシ
ングルタップ動作で選択されると、ハイパーリンク先のウェブページの画面を、表示部に
表示させる。
　これにより、表示部の表示領域が小さい場合でも、画面上でのハイパーリンク等の選択
操作を容易に行えると共に、画面の閲覧を迅速に行うことができる、とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－７２７５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の携帯電話機では、ユーザが、シングルタップ動作と
ダブルタップ動作とを混乱してしまうおそれがある。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、その目的は、ユーザが、より簡単
な操作にて画面上における選択操作をより確実に行うことのできる情報処理装置、選択操
作検出方法および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】
【０００６】
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　この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様による情報
処理装置は、表示装置の表示画面に対するタッチの当該表示画面におけるタッチ位置を検
出するタッチ位置検出部と、前記タッチの押圧値を検出する押圧値検出部と、前記押圧値
検出部が所定の押圧値以上の押圧値を検出すると前記表示装置の表示倍率を変化させる表
示制御部と、前記タッチ位置検出部がタッチ離れを検出すると、タッチされていた位置に
基づいて選択対象の選択を確定させる選択部と、を具備することを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明の一態様による情報処理装置は、上述の情報処理装置であって、前記表示
制御部は、前記押圧値検出部が検出した押圧値に基づいて、前記表示装置の表示倍率を決
定することを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の一態様による情報処理装置は、上述の情報処理装置であって、前記表示
制御部は、前記押圧値検出部が押圧最大値の更新を検出すると、当該押圧最大値に応じて
前記表示装置の表示倍率を変化させることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の一態様による情報処理装置は、上述の情報処理装置であって、前記表示
制御部は、予め設定されている固定倍率に基づいて前記表示装置に拡大表示を行わせるこ
とを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の一態様による情報処理装置は、上述の情報処理装置であって、前記表示
制御部は、前記押圧値検出部が、前記所定の押圧値以上の押圧値を検出してから前記所定
の押圧値未満の押圧値を検出した後、さらに前記所定の押圧値以上の押圧値を検出すると
、前記表示装置の表示倍率を変化させることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の一態様による情報処理装置は、上述の情報処理装置であって、前記表示
制御部は、前記押圧値検出部が検出する押圧最大値に応じて前記表示装置における表示倍
率の増減を繰り返すことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の一態様による情報処理装置は、上述の情報処理装置であって、前記表示
制御部は、前記タッチ位置検出部が検出したタッチ位置に選択対象が表示されている場合
、当該選択対象の表示態様を変化させることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の一態様による情報処理装置は、上述の情報処理装置であって、前記選択
対象はリンク情報に対応付けられており、前記表示制御部は、前記タッチ位置検出部がタ
ッチ離れを検出すると、前記選択部がタッチされていた位置に基づいて選択を確定させた
選択対象の示すリンク先を、前記表示装置に標準倍率にて表示させることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の一態様による情報処理装置は、上述の情報処理装置であって、前記選択
部は、前記表示制御部が前記表示装置に拡大表示させた表示にて、通常表示における選択
対象の選択領域を表示倍率で拡大した領域よりも大きい領域の選択領域を設定することを
特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の一態様による情報処理装置は、上述の情報処理装置であって、前記表示
制御部は、前記押圧値検出部が前記所定の押圧値以上の押圧値を検出していない状態にて
、表示倍率の変更を伴わない従来通りの処理を行うことを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の一態様による選択操作検出方法は、情報処理装置の選択操作検出方法で
あって、表示装置の表示画面に対するタッチの当該表示画面におけるタッチ位置を検出す
るタッチ位置検出ステップと、前記タッチの押圧値を検出する押圧値検出ステップと、前
記タッチのタッチ離れを検出するタッチ離れ検出ステップと、前記押圧値検出ステップに
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て所定の押圧値以上の押圧値を検出すると前記表示装置の表示倍率を変化させる表示制御
ステップと、前記タッチ離れ検出ステップにてタッチ離れを検出すると、タッチされてい
た位置に基づいて選択対象の選択を確定させる選択ステップと、を具備することを特徴と
する。
【００１７】
　また、本発明の一態様によるプログラムは、情報処理装置に実行させる、表示装置の表
示画面に対するタッチの当該表示画面におけるタッチ位置を検出するタッチ位置検出ステ
ップと、前記タッチの押圧値を検出する押圧値検出ステップと、前記タッチのタッチ離れ
を検出するタッチ離れ検出ステップと、前記押圧値検出ステップにて所定の押圧値以上の
押圧値を検出すると前記表示装置の表示倍率を変化させる表示制御ステップと、前記タッ
チ離れ検出ステップにてタッチ離れを検出すると、タッチされていた位置に基づいて選択
対象の選択を確定させる選択ステップと、を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、ユーザは、より簡単な操作にて画面上における選択操作をより確実に
行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態における情報処理装置の機能構成を示す概略ブロック図であ
る。
【図２】同実施形態において、情報処理装置が行う処理の手順を示すフローチャートであ
る。
【図３】同実施形態における表示装置が行う画面表示のスクロールの例を示す説明図であ
る。
【図４】同実施形態における表示装置が表示するメニューウィンドウの例を示す説明図で
ある。
【図５】同実施形態における情報処理装置が行う、表示装置に拡大表示を行わせて選択対
象の選択を受け付ける処理手順の第１の例を示すフローチャートである。
【図６】同実施形態における表示倍率テーブル記憶部が記憶する表示倍率テーブルの例を
示す説明図である。
【図７】同実施形態における表示倍率テーブル記憶部が記憶する表示倍率テーブルのもう
１つの例を示す説明図である。
【図８】同実施形態の図５における、表示装置が行うウェブページ表示の例を示す説明図
である。
【図９】同実施形態の図５における、選択対象の選択を変更する例を示す説明図である。
【図１０】同実施形態における、選択対象に設定された選択領域とタッチ位置との関係を
示す説明図である。
【図１１】同実施形態において選択領域をより広く設定した例を示す説明図である。
【図１２】同実施形態において拡大表示の際に選択領域をより大きく設定した例を示す説
明図である。
【図１３】同実施形態において、選択部が選択領域の一部を除外する例を示す説明図であ
る。
【図１４】同実施形態において、拡大表示の際に選択領域間の隙間を設けずに選択領域を
より大きく設定した例を示す説明図である。
【図１５】同実施形態において、選択部が選択領域の重なりを解消する例を示す説明図で
ある。
【図１６】同実施形態における情報処理装置が行う、表示装置に拡大表示を行わせて選択
対象の選択を受け付ける処理手順の第２の例を示すフローチャートである。
【図１７】同実施形態の図１６の処理における、表示装置によるウェブページ表示の例を
示す説明図である。
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【図１８】同実施形態における情報処理装置が行う、表示装置に拡大表示を行わせて選択
対象の選択を受け付ける処理手順の第３の例を示すフローチャートである。
【図１９】同実施形態の図１８の処理における表示装置の表示倍率の変化の例を示す説明
図である。
【図２０】同実施形態において、表示制御部が押圧値検出部の検出した押圧値に応じた係
数を用いる場合の、表示装置の表示倍率の変化の例を示す説明図である。
【図２１】同実施形態における、基準押圧値以上の押圧の回数と表示倍率とを対応付けた
表示倍率テーブルの例を示す説明図である。
【図２２】同実施形態における、基準押圧値以上の押圧の回数と表示倍率とを対応付けた
表示倍率テーブルの、もう１つの例を示す説明図である。
【図２３】同実施形態における、基準押圧値以上の押圧の回数と表示倍率とを対応付けた
表示倍率テーブルの、さらにもう１つの例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。図１は、本発明の一実
施形態における情報処理装置の機能構成を示す概略ブロック図である。同図において、情
報処理装置１００は、表示装置１０１と、タッチセンサ１０２と、通信部１０３と、制御
部１１０と、記憶部１２０とを具備する。制御部１１０は、表示制御部１１１と、タッチ
位置検出部１１２と、押圧値検出部１１３と、選択部１１４と、通信制御部１１５と、ア
プリケーション実行部１１６とを具備する。記憶部１２０は、表示倍率テーブル記憶部１
２１と、基準押圧値記憶部１２２とを具備する。
【００２１】
　情報処理装置１００は、タッチパネル式の表示画面を有し、タッチ操作にて選択可能な
選択対象を含む画像を当該表示画面に表示する。ここで、選択対象とは、当該選択対象の
選択が確定した際に行われるべき処理が対応付けられている画像（アイコンまたは文字列
など）である。なお、以下ではハイパーリンクを設定されているテキストを選択対象の例
として説明するが、アイコンやメニュー表示など、様々な選択対象に対して本発明を適用
可能である。
【００２２】
　なお、タッチパネル式の表示画面を有する様々な情報処理装置を、情報処理装置１００
とすることができる。例えば、情報処理装置１００は、パソコン（Personal Computer；
ＰＣ）であってもよいし、携帯電話機やスマートフォンなどの携帯端末装置であってもよ
いし、携帯情報端末（Personal Digital Assistant；ＰＤＡ）であってもよいし、ゲーム
機であってもよい。
【００２３】
　表示装置１０１は、例えば液晶ディスプレイまたは有機ＥＬ（Organic Electro-Lumine
scence）ディスプレイ等の表示画面を有し、表示制御部１１１の制御に従って、動画像や
静止画像やテキスト（文字）など各種画像を、当該表示画面に表示する。
　タッチセンサ１０２は、表示装置１０１の表示画面に設けられ、当該表示画面と共にタ
ッチパネルを構成する。
　通信部１０３は、インターネット（Internet）に接続して各種データの送受信を行う。
【００２４】
　制御部１１０は、情報処理装置１００の各部を制御して各種機能を情報処理装置１００
のユーザ（以下、単に「ユーザ」と称する）に提供する。制御部１１０は、例えば、情報
処理装置１００の具備するＣＰＵ（Central Processing Unit、中央処理装置）が、記憶
部１２０からプログラムを読み出して実行することで実現される。
　表示制御部１１１は、表示装置１０１を制御して各種画像を表示させる。
【００２５】
　タッチ位置検出部１１２は、タッチセンサ１０２からの信号に基づいてタッチ位置を検
出する。ここでいうタッチ位置は、表示装置１０１の表示画面における、ユーザが指等で
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タッチした位置である。表示画面がタッチされていない場合、タッチ位置検出部１１２は
、タッチ不検出を示す情報を出力する。すなわち、タッチ位置検出部１１２は、タッチ位
置またはタッチ離れを検出する。ここでいうタッチ離れは、表示画面がタッチされていな
い状態にあることである。
　押圧値検出部１１３は、タッチセンサ１０２からの信号に基づいて押圧値を検出する。
ここでいう押圧値は、ユーザが指等で表示装置１０１の表示画面にタッチして押下する圧
力である。
【００２６】
　選択部１１４は、タッチ位置検出部１１２が検出したタッチ位置に基づいて、選択対象
の選択を行う。また、選択部１１４は、選択対象の選択操作としてのタッチが行われてい
る状態でタッチ離れが生じると、選択を確定させる。
　通信制御部１１５は、通信部１０３を制御して通信を行わせる。
　アプリケーション実行部１１６は、タッチセンサ１０２が受け付けるユーザ操作に応じ
て、記憶部１２０の記憶するアプリケーションプログラムを実行して各種機能を提供する
。
【００２７】
　記憶部１２０は、情報処理装置１００が具備する記憶デバイスを用いて実現され、各種
データを記憶する。
　表示倍率テーブル記憶部１２１は、表示倍率テーブルを予め記憶している。この表示倍
率テーブルは、押圧値検出部１１３が検出した押圧値に基づいて、後述する拡大表示を表
示装置１０１に行わせるための表示倍率を示す。
　基準押圧値記憶部１２２は、基準押圧値を予め記憶している。この基準押圧値は、後述
する拡大表示を表示装置１０１に行わせるか否かの判定閾値として設定されている所定の
押圧値である。
【００２８】
　図２は、情報処理装置１００が行う処理の手順を示すフローチャートである。情報処理
装置１００は、タッチ位置検出部１１２がタッチを検出すると、同図の処理を行う。
　同図の処理において、まず、表示制御部１１１は、押圧値検出部１１３が検出した押圧
値が基準押圧値以上か否かを判定する（ステップＳ１１１）。
【００２９】
　基準押圧値より小さいと判定した場合（ステップＳ１１１：ＮＯ）、表示制御部１１１
は、タッチ位置が移動したか否かを判定する（ステップＳ１３１）。タッチ位置が移動し
たと判定した場合（ステップＳ１３１：ＹＥＳ）、表示制御部１１１は、表示装置１０１
の表示画面を、タッチ位置の移動に応じてスクロールさせる（ステップＳ１３２）。その
後、図２の処理を終了する。
【００３０】
　図３は、表示装置１０１が行う画面表示のスクロールの例を示す説明図である。同図（
Ａ）はスクロール前の画面表示例を示し、同図（Ｂ）はスクロール後の画面表示例を示す
。表示制御部１１１は、タッチ位置の移動分だけ、画面表示をスクロールさせている。
　一方、ステップＳ１３１において、タッチ位置が移動していないと判定した場合（ステ
ップＳ１３１：ＮＯ）、表示制御部１１１は、長押しが行われたか否かを判定する（ステ
ップＳ１４１）。具体的には、表示制御部１１１は、タッチ位置検出部１１２がタッチを
検出している状態にてタッチ位置が移動しないで一定時間以上経過したか否かを判定する
。
【００３１】
　長押しが行われたと判定した場合（ステップＳ１４１：ＹＥＳ）、表示制御部１１１は
、メニューウィンドウを表示装置１０１に表示させ、アプリケーション実行部１１６は、
メニュー選択に応じた処理を行う（ステップＳ１４２）。その後、図２の処理を終了する
。
【００３２】
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　図４は、表示装置１０１が表示するメニューウィンドウの例を示す説明図である。同図
（Ａ）はメニューウィンドウ表示前の画面表示例を示し、同図（Ｂ）はメニューウィンド
ウ表示中の画面表示例を示す。表示制御部１１１は、長押し検出にて、アプリケーション
実行部１１６のアプリケーションプログラム実行状況に応じたメニューウィンドウを表示
装置１０１に表示させる。
【００３３】
　一方、ステップＳ１４１において、長押しが行われていないと判定した場合（ステップ
Ｓ１４１：ＮＯ）、表示制御部１１１は、タッチ位置検出部１１２がタッチ離れを検出し
たか否かを判定する（ステップＳ１５１）。すなわち、タッチ位置検出部１１２がタッチ
位置を検出しなくなった場合、表示制御部１１１は、タッチ離れを検出したと判定する。
　ステップＳ１５１において、タッチ離れを検出していないと判定した場合（ステップＳ
１５１：ＮＯ）、ステップＳ１１１へ戻る。
【００３４】
　一方、ステップＳ１５１において、タッチ離れを検出したと判定した場合（ステップＳ
１５１：ＹＥＳ）、選択部１１４が、タッチ操作にて選択されていたハイパーリンクの有
無を判定する（ステップＳ１５２）。選択されていたハイパーリンクが無いと判定した場
合（ステップＳ１５２：ＮＯ）、図２の処理を終了する。
　一方、選択されていたハイパーリンクがあると判定した場合（ステップＳ１５２：ＹＥ
Ｓ）、選択部１１４が当該ハイパーリンクの選択を確定させ、アプリケーション実行部１
１６は、当該ハイパーリンクが示すリンク先のウェブページのデータを取得する（ステッ
プＳ１５３）。そして、表示制御部１１１は、リンク先のウェブページを表示装置１０１
に表示させる（ステップＳ１５４）。その後、図２の処理を終了する。
【００３５】
　一方、ステップＳ１１１において、押圧値が基準押圧値以上であると判定した場合（ス
テップＳ１１１：ＹＥＳ）、表示装置１０１に拡大表示を行わせて選択対象の選択を受け
付ける処理を行う（ステップＳ１２１）。当該処理の詳細については後述する。
　その後、図２の処理を終了する。
【００３６】
　図２に示すように、押圧値検出部１１３の検出した押圧値が基準押圧値より小さい場合
、情報処理装置１００は、画面スクロールやメニュー処理といった、表示倍率の変更を伴
わない従来どおりの処理を行う。一方、押圧値検出部１１３の検出した押圧値が基準押圧
値以上である場合、情報処理装置１００は、拡大表示にて選択対象の選択を受け付けると
いう機能拡張された処理を行う。従って、ユーザは、表示画面を強く押下するか否かとい
う簡単な選択操作にて、従来どおりの動作を違和感無く機能拡張して使うことができる。
【００３７】
　＜機能拡張処理の第１の例＞
　図５は、情報処理装置１００が行う、表示装置１０１に拡大表示を行わせて選択対象の
選択を受け付ける処理手順の第１の例を示すフローチャートである。情報処理装置１００
は、図２のステップＳ１２１において、図５の処理を行う。
　図５の処理において、まず、表示制御部１１１は、押圧値検出部１１３が検出した押圧
値の最大値（以下、「押圧最大値」と称する）に対応付けられた表示倍率を、表示倍率テ
ーブル記憶部１２１の記憶する表示倍率テーブルから読み出すことで、表示装置１０１に
行わせる拡大表示の表示倍率を決定する（ステップＳ２１１）。更に、表示制御部１１１
は、ステップＳ２１１で決定した表示倍率にて表示装置１０１に拡大表示を行わせる（ス
テップＳ２１２）。
【００３８】
　図６は、表示倍率テーブル記憶部１２１が記憶する表示倍率テーブルの例を示す説明図
である。表示倍率テーブル記憶部１２１は、表示倍率テーブルを表形式のデータとして記
憶しており、行毎に、押圧最大値の範囲と表示倍率とが対応付けられている。押圧最大値
欄に格納されている押圧最大値の範囲は、押圧値検出部１１３が検出する押圧値の最大値
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の区分を、基準押圧値に対する相対値にて示している。また、表示倍率欄に格納されてい
る表示倍率は、表示制御部１１１が表示装置１０１に拡大表示を行わせる表示倍率を、基
準表示サイズに対するパーセント（％）表示にて示している。ここでいう基準表示サイズ
は、標準倍率での表示における表示サイズである。
【００３９】
　例えば、行Ｌ１２の押圧値欄に示される範囲「１～１．１」は、基準押圧値以上、かつ
、基準押圧値の１．１倍未満の区分を示している。押圧値検出部１１３が検出した押圧値
の最大値がこの区分に含まれる場合、表示制御部１１１は、行Ｌ１２を参照して表示倍率
１２５パーセントを読み出す。そして、表示制御部１１１は、表示装置１０１に対して、
１２５パーセントの表示倍率にて拡大表示を行わせる。
【００４０】
　なお、行Ｌ１１は、押圧値が基準押圧値未満であり図２のステップＳ１１１：ＮＯの遷
移を行った際に、従来どおりの処理を表示倍率１００パーセントにて行うことを確認的に
示している。
【００４１】
　ただし、表示倍率テーブル記憶部１２１の記憶する表示倍率テーブルは図６に示すもの
に限らず、様々なものを用いることができる。
　図７は、表示倍率テーブル記憶部１２１が記憶する表示倍率テーブルのもう１つの例を
示す説明図である。同図において、押圧値の最大値が１．５以上の場合、表示倍率が次第
に小さくなり、押圧値の最大値が１．９以上の場合の表示倍率は１００パーセントよりも
小さく設定されている。この場合、表示制御部１１１は表示装置１０１に縮小表示を行わ
せる。
　なお、押圧値の最大値がさらに大きくなった場合、表示倍率が再び大きくなるようにし
てもよい。
【００４２】
　表示画面の押下を開始する前の時点で表示画面内にウェブページ全体が表示しきれてい
ない様な場合には、このように表示装置１０１が縮小表示を行うことで、表示装置１０１
は、より全体の画面を表示することができる。従って、標準倍率の表示にて見えていなか
った部分に所望の選択対象が存在している場合、ユーザは、縮小表示にて選択することが
できる。
【００４３】
　ステップＳ２１２の後、選択部１１４は、表示装置１０１の表示画面におけるハイパー
リンクの表示位置を検出し、タッチ位置検出部１１２が検出したタッチ位置に表示されて
いるハイパーリンクがあるか否かを判定する（ステップＳ２１３）。
　該当するハイパーリンクがあると判定した場合（ステップＳ２１３：ＹＥＳ）、選択部
１１４は、該当するハイパーリンクを選択中のハイパーリンクを示す情報として記憶し、
また、当該ハイパーリンクを強調表示させる（ステップＳ２２１）。
【００４４】
　次に、表示制御部１１１は、タッチ位置検出部１１２がタッチ離れを検出したか否かを
判定する（ステップＳ２４１）。タッチ離れを検出していないと判定した場合（ステップ
Ｓ２４１：ＮＯ）、ステップＳ２１３に戻る。
　一方、ステップＳ２４１において、タッチ離れを検出したと判定した場合（ステップＳ
２４１：ＹＥＳ）、選択部１１４は、タッチ離れ前の状態において選択中のハイパーリン
クがあったか否かを判定する（ステップＳ２５１）。すなわち、選択部１１４は、選択中
のハイパーリンクとして記憶しているハイパーリンクの有無を判定する。
【００４５】
　選択中のハイパーリンクがあったと判定した場合（ステップＳ２５１：ＹＥＳ）、選択
部１１４は、当該ハイパーリンクを示す情報をアプリケーション実行部１１６に出力し、
アプリケーション実行部１１６は、当該ハイパーリンクが示すリンク先のウェブページの
データを取得する（ステップＳ２６１）。そして、表示制御部１１１は、リンク先のウェ
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ブページを表示装置１０１に標準倍率にて表示させる（ステップＳ２６２）。このように
、ユーザのタッチ操作によるハイパーリンクの選択がタッチ離れによって確定し、情報処
理装置１００は、当該ハイパーリンクのリンク先にジャンプする。
　ステップＳ２６２の後、図５の処理を終了する。
【００４６】
　一方、ステップＳ２１３において、該当するハイパーリンクが無いと判定した場合（ス
テップＳ２１３：ＮＯ）、選択部１１４は、選択中のハイパーリンク無しに設定する（ス
テップＳ２３１）。具体的には、選択部１１４は、選択中のハイパーリンクを示す情報を
記憶している場合は、当該ハイパーリンクを示す情報を削除し、また、当該ハイパーリン
クの強調表示を解除する。
　その後、ステップＳ２４１に進む。
【００４７】
　一方、ステップＳ２５１において、選択中のハイパーリンクが無かったと判定した場合
（ステップＳ２５１：ＮＯ）、表示制御部１１１は、画面表示を標準倍率に戻して表示装
置１０１に表示させる（ステップＳ２７１）。
　その後、図５の処理を終了する。
【００４８】
　図８は、図５の処理にて表示装置１０１が行うウェブページ表示の例を示す説明図であ
る。同図（Ａ）は、表示装置１０１が拡大表示を行う前の状態における表示例（従来通り
の通常のウェブページの表示例）を示す。また、同図（Ｂ）は、本発明の操作手順により
表示装置１０１が拡大表示を行っている状態における表示例を示す。また、同図（Ｃ）は
、表示装置１０１がリンク先のウェブページを表示した場合の表示例（本発明の操作手順
に従ってリンク先に遷移した後のウェブページを表示した例）を示す。
【００４９】
　同図（Ａ）のように、表示装置１０１がウェブページを表示している状態で表示画面上
でタッチが行われると、表示制御部１１１は、タッチ位置検出部１１２が検出したタッチ
位置を中心として当該タッチ位置における表示同じ位置になるように表示装置１０１にウ
ェブページを拡大表示させる。同図（Ｂ）の例では、指の絵で示されているタッチ位置を
中心として、同図（Ａ）の例で表示されていたウェブページが拡大表示されている。
【００５０】
　また、表示制御部１１１は、タッチ位置検出部１１２が検出したタッチ位置に表示され
ている選択対象があればそれを、選択中の選択対象として強調表示させる。同図（Ｂ）の
例では、ニュース項目の一つを示す文字列「サッカー　きょう全勝対決」が選択対象Ｏ１
１となっており、これがタッチ位置に表示されている。そこで、表示制御部１１１は、当
該選択対象Ｏ１１を表示装置１０１に強調表示させている。
　同図（Ｂ）の例において、ユーザが、閲覧したいニュース項目を選択中であることを確
認して指を離すと、表示制御部１１１は、選択中であった選択対象Ｏ１１のリンク先のウ
ェブページを表示装置１０１に標準倍率で表示させる。
【００５１】
　ここで、ユーザは、選択中の選択対象が所望の選択対象と異なる場合、指を動かしてタ
ッチ位置を変化させることで、他の選択対象に選択を変更することができる。
　図９は、図５の処理にて選択部１１４が選択対象の選択を変更する例を示す説明図であ
る。同図（Ａ）の例では、タッチ位置検出部１１２が検出したタッチ位置に応じて、選択
部１１４は選択対象Ｏ１１を選択中の選択対象としている。ここで、同図（Ｂ）に示すよ
うにユーザが指を動かしてタッチ位置を変化させると、選択部１１４は、タッチ位置の変
化に応じて選択を変更し、選択対象Ｏ１２を選択中の選択対象としている。さらに、同図
（Ｃ）に示すようにユーザが指を動かしてタッチ位置を変化させると、選択部１１４は、
タッチ位置の変化に応じてさらに選択を変更し、選択対象Ｏ１３を選択中の選択対象とし
ている。
【００５２】



(11) JP 2014-32506 A 2014.2.20

10

20

30

40

50

　以上、図５に示す処理において、表示装置１０１が拡大表示を行うことで、ユーザは、
より大きく表示された選択対象を見ながら、より容易かつより確実に、目的の選択対象を
選択することができる。
　特に、押圧値検出部１１３が基準押圧値以上の押圧値を検出すると、表示制御部１１１
が、表示装置１０１に拡大表示を行わせるなど表示倍率を変化させる。そして、タッチ位
置検出部１１２がタッチ離れを検出すると、選択部１１４が、タッチされていた位置に基
づいて選択対象の選択を行う。従って、ユーザは、基準押圧値以上の押圧値にて表示画面
をタッチして指を離すという簡単かつ一連の操作にて表示装置１０１の表示倍率を変化さ
せて選択対象を選択することができる。このように、簡単かつ一連の操作にて表示装置１
０１に拡大表示等を行わせて選択対象を選択できる点で、ユーザは、画面上における選択
操作をより確実に行うことができる。
【００５３】
　また、表示装置１０１が、選択中の選択対象を強調表示するなど当該選択対象の表示態
様を変化させることで、ユーザは、当該選択中の選択対象を確認し、タッチ離れによる選
択の確定、あるいは、タッチ位置の移動による他の選択対象への変更を行うことができる
。
【００５４】
　また、表示制御部１１１は、押圧値検出部１１３が検出した押圧値に基づいて、表示装
置１０１の表示倍率を決定する。従って、ユーザは、タッチの押圧値を調節するという簡
単な操作で表示装置１０１の表示倍率を調節することができる。
【００５５】
　また、表示制御部１１１は、図５のステップＳ２１１でのみ表示倍率を決定しているよ
うに、ユーザが表示画面を指でタッチしてから指を離すまでの間に１度のみ表示装置１０
１の表示倍率の決定を行う。
　これにより、ユーザが意図せずに押圧値を変化させた場合でも、表示装置１０１が同じ
表示倍率で画面表示し続けるようにできる。従って、ユーザは、選択対象の変更操作など
、タッチ位置の移動に際して押圧値を一定に保つ必要が無く、より容易に操作を行うこと
ができる。
【００５６】
　また、表示制御部１１１は、選択部１１４が選択を確定させた選択対象の示すリンク先
を、表示装置１０１に標準倍率にて表示させる。
　ここで、表示装置１０１が、拡大表示したままの状態でリンク先を表示すると、ユーザ
がページ全体を閲覧できないなど、リンク先の表示を見づらくなってしまう。これに対し
て、表示装置１０１がリンク先を標準倍率にて表示することで、ユーザがリンク先の表示
を見易くすることができる。
　また、表示装置１０１が、リンク先を標準倍率にて表示することで、拡大表示を行わず
にリンク先を標準倍率にて表示する従来仕様との共存効果も得られる。
【００５７】
　なお、選択対象の表示がタッチされた場合のみならず、選択対象の表示の近傍がタッチ
された場合にも、選択部１１４が、当該選択対象を選択中に設定するようにしてもよい。
この点について、図１０および図１１を参照して説明する。
　図１０は、選択対象に設定された選択領域とタッチ位置との関係を示す説明図である。
同図において、選択対象Ｏ２１の文字列を囲む領域Ａ２１が、当該選択対象Ｏ２１の選択
領域に設定されている。ここでいう選択領域は、タッチ操作を選択対象の選択操作として
検出する領域である。
　これに対して、ユーザは領域Ａ２１の外をタッチしており、選択部１１４は、選択対象
の選択を行わない。
　そこで、選択領域をより広く設定して、文字列の表示の近傍をユーザがタッチした場合
にも、選択部１１４が選択を行うようにしてもよい。
【００５８】
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　図１１は、選択領域をより広く設定した例を示す説明図である。
　ハイパーリンクの選択領域は、一般に、同図（Ａ）に示されるように、文字列を囲む程
度の領域に設定される。これに対して、同図（Ｂ）では、各選択領域がより広く設定され
ており、文字列と文字列との隙間の領域や、文字列の左右の領域も、選択領域に含まれて
いる。このように、選択領域を広く設定することで、ユーザは、表示装置１０１の表示す
る選択対象の画像が小さく正確に押下できない場合でも選択操作を行うことができるなど
、より簡単に選択操作を行うことができる。
【００５９】
　なお、選択部１１４が、拡大表示の際に、標準倍率での表示の場合よりも選択領域を大
きく設定するようにしてもよい。
　図１２は、拡大表示の際に選択領域をより大きく設定した例を示す説明図である。
　同図（Ａ）は、標準倍率での表示の際の選択領域の例を示す。同図（Ｂ）は、同図（Ａ
）の選択領域をそのまま拡大表示した場合の選択領域の例を示す。同図（Ｃ）は、同図（
Ｂ）の選択領域よりも大きく設定した選択領域の例を示す。
【００６０】
　誤選択防止の観点から、選択領域間には一定距離（以下、「隙間保証距離」と称する）
の隙間が設けられていることが好ましい。図１２（Ａ）では、文字列１の選択領域と文字
列２の選択領域との間に隙間保証距離Ｄ１１の隙間が設けられている。
　この図１２（Ａ）をそのまま拡大した同図（Ｂ）では、文字列１と文字列２との間に隙
間保証距離Ｄ１１よりも大きい距離Ｄ１２の隙間が空いている。すなわち、同図（Ｂ）で
は、選択領域をより大きく設定しても、隙間保証距離Ｄ１１を確保し得る。選択領域をよ
り大きく設定することで、ユーザは、正確なタッチを行わずとも選択対象を選択し得る。
【００６１】
　そこで、図１２（Ｃ）に示すように、選択部１１４が、文字列１の選択領域と文字列２
の選択領域との間に隙間保証距離Ｄ１１の隙間を確保しつつ、選択領域をより大きく設定
するようにしてもよい。
　例えば、選択部１１４は、拡大表示に伴って、選択範囲を一定距離大きく設定する。そ
して、隙間保証距離Ｄ１１を確保できない選択領域について、選択部１１４は、隙間保証
距離Ｄ１１にかかる分を選択領域から除外する。
【００６２】
　図１３は、選択部１１４が選択領域の一部を除外する例を示す説明図である。同図（Ａ
）において、文字列１の選択領域と文字列２の選択領域とを大きくした結果、選択領域が
重なってしまい、隙間保証距離Ｄ１１を確保できていない。
　そこで、選択部１１４は、隙間保証距離Ｄ１１の分だけ、選択領域の一部を除外し、同
図（Ｂ）に示すように隙間保証距離Ｄ１１を確保する。選択部１１４は、例えば、同図（
Ａ）において選択領域が重なった部分の中心線Ｌ２１を中心として、隙間保証距離Ｄ１１
の隙間を設ける。
【００６３】
　あるいは、選択部１１４が、選択領域間の隙間を設けずに選択領域をより大きくするよ
うにしてもよい。
　図１４は、拡大表示の際に選択領域間の隙間を設けずに選択領域をより大きく設定した
例を示す説明図である。
　同図（Ａ）は、標準倍率での表示の際の選択領域の例を示す。同図（Ｂ）は、拡大表示
においてより大きく設定した選択領域の例を示す。このように、選択部１１４が、選択領
域をさらに大きく設定することで、ユーザは、より不正確なタッチでも選択対象を選択し
得る。
【００６４】
　例えば、選択部１１４は、拡大表示に伴って、選択範囲を一定距離大きく設定する。そ
して、選択領域が重なった部分について、選択部１１４は、選択領域の一部を除外して重
なりを解消する。
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【００６５】
　図１５は、選択部１１４が選択領域の重なりを解消する例を示す説明図である。同図（
Ａ）において、文字列１の選択領域と文字列２の選択領域とを大きくした結果、選択領域
が重なっている。
　そこで、選択部１１４は、重なり部分について選択領域の一部を除外し、同図（Ｂ）に
示すように重なりを解消している。選択部１１４は、例えば、同図（Ａ）において選択領
域が重なった部分の中心線Ｌ３１やＬ３２からはみ出す部分を選択領域から除外する。
【００６６】
　＜機能拡張処理の第２の例＞
　図１６は、情報処理装置１００が行う、表示装置１０１に拡大表示を行わせて選択対象
の選択を受け付ける処理手順の第２の例を示すフローチャートである。情報処理装置１０
０は、図２のステップＳ１２１において、図５の処理に代えて図１６の処理を行う。
　図１６のステップＳ３１１～Ｓ３４１は、図５のステップＳ２１１～Ｓ２４１と同様で
ある。また、図１６のステップＳ３６１～Ｓ３８１は、図５のステップＳ２５１～Ｓ２７
１と同様である。
【００６７】
　一方、図１６では、ステップＳ３４１においてタッチ離れを検出していないと判定した
場合（ステップＳ３４１：ＮＯ）に、ステップＳ３５１に進む点で、図５の処理と異なる
。
　ステップＳ３５１において、表示制御部１１１は、押圧値検出部１１３が検出した押圧
値の最大値が、現在の表示倍率の基となっている押圧値の最大値から更新されているか否
かを判定する。更新されていないと判定した場合（ステップＳ３５１：ＮＯ）、ステップ
Ｓ３１３に戻る。一方、押圧値の最大値が更新されていると判定した場合（ステップＳ３
５１：ＹＥＳ）、ステップＳ３１１に戻る。
【００６８】
　図１７は、図１６の処理における、表示装置１０１によるウェブページ表示の例を示す
説明図である。同図（Ａ）は、表示装置１０１が拡大表示を行う前の状態における表示例
（基準押圧値以上の押圧が加えられていない状態）を示す。また、同図（Ｂ）は、表示装
置１０１が拡大表示を行っている状態における表示例（図５のステップＳ２１２において
拡大表示されたのと同様の状態）を示す。また、同図（Ｃ）は、表示装置１０１がより大
きい表示倍率で拡大表示を行っている状態における表示例（機能拡張処理の第２の例の手
段により拡大表示された場合の表示例）を示す。また、同図（Ｄ）は、表示装置１０１が
リンク先のウェブページを標準倍率で表示した際の表示例を示す。
【００６９】
　表示制御部１１１が、図１６のステップＳ３１１における表示倍率の決定を繰り返し行
うことで、現在の表示倍率とは異なる表示倍率でウェブページを閲覧した場合にはユーザ
は、表示画面をより強く押下するという簡単な操作を行えば、図１７（Ｂ）から図１７（
Ｃ）への変化に例示されるように、表示装置１０１の表示倍率を変化させることができる
。
【００７０】
　また、表示制御部１１１が、押圧値の最大値に基づいて表示倍率を決定することで、ユ
ーザが押圧を弱めた場合でも、表示装置１０１が同じ表示倍率で画面表示し続けるように
できる。従って、ユーザは、選択対象の変更操作など、指を移動させる操作に際して押圧
を弱めることができ、より容易に操作を行うことができる。
【００７１】
　なお、図５の処理の場合と同様、表示倍率テーブル記憶部１２１が記憶する表示倍率テ
ーブルとして、図６に示すものや図７に示すものなど様々なものを用いることができる。
【００７２】
　＜機能拡張処理の第３の例＞
　図１８は、情報処理装置１００が行う、表示装置１０１に拡大表示を行わせて選択対象
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の選択を受け付ける処理手順の第３の例を示すフローチャートである。情報処理装置１０
０は、図２のステップＳ１２１において、図５の処理に代えて図１８の処理を行う。
【００７３】
　なお、図１８の処理では、表示倍率テーブル記憶部１２１は、表示倍率テーブルに代え
て固定倍率を記憶している。ここでいう固定倍率は、表示装置１０１に拡大表示を行わせ
る表示倍率を算出するために、現在の表示倍率に乗算する定数である。なお、以下では、
固定倍率を１５０パーセントとして説明するが、これに限らず様々な値とし得る。
【００７４】
　また、図１８の処理では、表示制御部１１１は、緩みフラグを記憶している。ここでい
う緩みフラグは、押圧値が一旦基準押圧値未満となったことを検出するためのフラグであ
る。緩みフラグは、セット状態にて、押圧値が一旦基準押圧値未満となったことを示し、
リセット状態にて、押圧値が基準押圧値以上のままであることを示す。
【００７５】
　図１８の処理において、まず、表示制御部１１１は、固定倍率にて表示装置１０１に拡
大表示を行わせる（ステップＳ４１１）。次に、表示制御部１１１は、緩みフラグをリセ
ットする（ステップＳ４１２）。
　ステップＳ４１３～Ｓ４４１は、図５のステップＳ２１３～Ｓ２４１と同様である。ま
た、ステップＳ４７１～Ｓ４９１は、図５のステップＳ２５１～Ｓ２７１と同様である。
【００７６】
　一方、図１８では、ステップＳ４４１においてタッチ離れを検出していないと判定した
場合（ステップＳ４４１：ＮＯ）にステップＳ４５１に進む点で、図５の処理と異なる。
　ステップＳ４５１において、表示制御部１１１は、押圧値検出部１１３の検出した押圧
値が基準押圧値以上か否かを判定する。基準押圧値未満であると判定した場合（ステップ
Ｓ４５１：ＮＯ）、表示制御部１１１は、緩みフラグをセットする（ステップＳ４５２）
。その後、ステップＳ４１３に戻る。
【００７７】
　一方、ステップＳ４５１において、押圧値検出部１１３の検出した押圧値が基準押圧値
以上であると判定した場合（ステップＳ４５１：ＹＥＳ）、表示制御部１１１は、緩みフ
ラグがセットされているか否かを判定する（ステップＳ４６１）。緩みフラグがセットさ
れていないと判定した場合（ステップＳ４６１：ＮＯ）、ステップＳ４１３に戻る。
【００７８】
　一方、緩みフラグがセットされていると判定した場合（ステップＳ４６１：ＹＥＳ）、
表示制御部１１１は、表示装置１０１の現在の表示倍率に固定倍率を乗算して、新たな表
示倍率を算出する（ステップＳ４６２）。そして、表示制御部１１１は、ステップＳ４６
２で算出した表示倍率にて、表示装置１０１に更に拡大表示を行わせる（ステップＳ４６
３）。次に、表示制御部１１１は、緩みフラグをリセットする（ステップＳ４６４）。
　その後、ステップＳ４１３に戻る。
【００７９】
　以上、表示制御部１１１は、ステップＳ４５１～Ｓ４６１において、押圧が一旦緩んだ
後、基準押圧値以上で再度押下されたことを検出すると、ステップＳ４６３において、表
示装置１０１に更に拡大表示を行わせる。これにより、ユーザは、押圧を一旦緩めてから
再度強めるという簡単な操作にて、また、それ程強い押圧を加える必要無しに、表示装置
１０１の表示倍率を大きくすることができる。また、押圧値が基準押圧値以上で押される
回数により、一定倍率で段階的に拡大表示されていくので、ユーザは目的の拡大率に合わ
せるために微妙な押圧値で押圧値を調整して押下する事を気にする必要が無い。
【００８０】
　図１９は、図１８の処理における表示装置１０１の表示倍率の変化の例を示す説明図で
ある。同図は、固定倍率が１５０パーセントに設定されている場合の、表示装置１０１の
表示倍率の変化を示している。
　押圧値検出部１１３が最初に基準押圧値以上の押圧を検出すると、表示制御部１１１は
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、図１８のステップＳ４１１において、表示装置１０１に固定倍率の１５０パーセントに
て拡大表示を行わせている。
【００８１】
　その後、押圧値が一旦基準押圧値以下となった後、押圧値検出部１１３が再び基準押圧
値以上の押圧を検出すると、表示制御部１１１は、ステップＳ４６２において、表示装置
１０１の現在の表示倍率の１５０パーセントに固定倍率の１５０パーセントを乗算して、
新たな表示倍率２２５パーセントを算出している。そして、ステップＳ４６３において、
表示制御部１１１は、算出した表示倍率２２５パーセントにて表示装置１０１に拡大表示
を行わせている。
【００８２】
　その後、また押圧値が一旦基準押圧値以下となった後、押圧値検出部１１３が基準押圧
値以上の押圧を検出すると、表示制御部１１１は、ステップＳ４６２において、表示装置
１０１の現在の表示倍率の２２５パーセントに固定倍率の１５０パーセントを乗算して、
新たな表示倍率３３８パーセントを算出している。そして、ステップＳ４６３において、
表示制御部１１１は、算出した表示倍率３３８パーセントにて表示装置１０１に拡大表示
を行わせている。
　このように、押圧が一旦緩んだ後、基準押圧値以上になる毎に、表示制御部１１１は表
示装置１０１の表示倍率を大きくしている。
【００８３】
　なお、図１８の処理において表示制御部１１１が、押圧値検出部１１３の検出した押圧
値に応じた係数を現在の表示倍率に乗算して新たな表示倍率を算出するようにしてもよい
。例えば、表示倍率テーブル記憶部１２１が、固定倍率に代えて係数のテーブルを記憶し
ておき、表示制御部１１１は、押圧値検出部１１３の検出した押圧値に対応する係数を、
当該テーブルから読み出すようにしてもよい。
【００８４】
　図２０は、表示制御部１１１が、押圧値検出部１１３の検出した押圧値に応じた係数を
用いる場合の、表示装置１０１の表示倍率の変化の例を示す説明図である。
　押圧値検出部１１３が最初に基準押圧値以上の押圧を検出した際、表示制御部１１１は
、図１８のステップＳ４１１において、押圧値検出部１１３の検出した押圧値に応じた係
数の２００パーセントにて、表示装置１０１に拡大表示を行わせている。
【００８５】
　その後、押圧値が一旦基準押圧値以下となった後、押圧値検出部１１３が再び基準押圧
値以上の押圧を検出すると、表示制御部１１１は、ステップＳ４６２において、押圧値検
出部１１３の検出した押圧値に応じた係数の２００パーセントを、表示装置１０１の現在
の表示倍率の２００パーセントに乗算して、新たな表示倍率４００パーセントを算出して
いる。そして、ステップＳ４６３において、表示制御部１１１は、算出した表示倍率４０
０パーセントにて表示装置１０１に拡大表示を行わせている。
【００８６】
　その後、また押圧値が一旦基準押圧値以下となった後、押圧値検出部１１３が基準押圧
値以上の押圧を検出すると、表示制御部１１１は、ステップＳ４６２において、押圧値検
出部１１３の検出した押圧値に応じた係数の５０パーセントを、表示装置１０１の現在の
表示倍率の４００パーセントに乗算して、新たな表示倍率２００パーセントを算出してい
る。そして、ステップＳ４６３において、表示制御部１１１は、算出した表示倍率２００
パーセントにて表示装置１０１に拡大表示を行わせている。
【００８７】
　表示制御部１１１が、押圧値に応じた表示倍率を算出することで、ユーザは、表示画面
を押下する強さを調節するという簡単な操作にて、所望の表示倍率で表示装置１０１に拡
大表示を行わせ得る。
　また、１００パーセント未満の係数を含むテーブルを用いることで、表示装置１０１の
拡大表示を標準倍率の表示に戻し、さらには縮小表示させることも可能となる。
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【００８８】
　なお、上記の例では、押圧値が基準押圧値以下になったときに緩みフラグをセットする
ように構成して説明を行ったが、緩みフラグをリセットした時点の押圧値よりも所定の大
きさだけ押圧値が小さくなったときに緩みフラグをリセットするように構成してもよい。
【００８９】
　なお、表示倍率テーブル記憶部１２１が、基準押圧値以上の押圧の回数と表示倍率とを
対応付けた表示倍率テーブルを記憶しておき、表示制御部１１１が、当該表示倍率テーブ
ルから新たな表示倍率を読み出すようにしてもよい。
【００９０】
　図２１は、基準押圧値以上の押圧の回数と表示倍率とを対応付けた表示倍率テーブルの
例を示す説明図である。
　押圧値検出部１１３が基準押圧値以上の押圧を検出していない状態では、表示制御部１
１１は、表示装置１０１に標準倍率で表示を行わせる。そして、押圧値検出部１１３が基
準押圧値以上の押圧を初めて検出すると、表示制御部１１１は、倍率テーブルに従って表
示装置１０１に表示倍率２００パーセントで表示を行わせる。その後、押圧値が一旦基準
押圧値以下となった後、押圧値検出部１１３が再び基準押圧値以上の押圧を検出する毎に
、表示制御部１１１は、当該倍率テーブルに従って表示装置１０１の表示倍率を変化させ
る。
【００９１】
　なお、表示倍率テーブルには様々なバリエーションが可能である。
　図２１の例では、表示倍率が４００パーセントとなった後は、表示倍率が減少に転じ、
表示倍率１００パーセントとなった後は、再び増加に転じる。これにより、ユーザは、拡
大率を大きくしたり、より小さく戻したりと、拡大率の再設定を容易に行える。
【００９２】
　図２２は、基準押圧値以上の押圧の回数と表示倍率とを対応付けた表示倍率テーブルの
、もう１つの例を示す説明図である。
　同図の例では、表示倍率が４００パーセントとなった後は、表示倍率１００パーセント
に戻り、その後、再び表示倍率が４００パーセントまで大きくなる。このように、表示倍
率がある程度大きくなると標準倍率に戻ることで、図２１の例の場合と同様、ユーザは、
拡大率を大きくしたり、より小さく戻したりと、拡大率の再設定を容易に行える。
【００９３】
　図２３は、基準押圧値以上の押圧の回数と表示倍率とを対応付けた表示倍率テーブルの
、さらにもう１つの例を示す説明図である。
　同図の例では、１００パーセントより小さい表示倍率が含まれており、表示装置１０１
は、当該表示倍率に基づいて縮小表示を行う。これにより、ユーザは、より広い表示範囲
について選択対象の有無や位置を確認できる。
【００９４】
　なお、制御部１１０の全部または一部の機能を実現するためのプログラムをコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュ
ータシステムに読み込ませ、実行することにより各部の処理を行ってもよい。なお、ここ
でいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとす
る。
　また、「コンピュータシステム」は、ＷＷＷシステムを利用している場合であれば、ホ
ームページ提供環境（あるいは表示環境）も含むものとする。
　また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハー
ドディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」
とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送
信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合
のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定
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機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシ
ステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよ
い。
【００９５】
　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含
まれる。
【符号の説明】
【００９６】
　１００　情報処理装置
　１０１　表示装置
　１０２　タッチセンサ
　１０３　通信部
　１１０　制御部
　１１１　表示制御部
　１１２　タッチ位置検出部
　１１３　押圧値検出部
　１１４　選択部
　１１５　通信制御部
　１１６　アプリケーション実行部
　１２０　記憶部
　１２１　表示倍率テーブル記憶部
　１２２　基準押圧値記憶部
　
【図１】 【図２】
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【図１１】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】
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【図２３】
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