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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画面上を押圧する複数の操作体の位置を検知する位置検知部と、
　前記各操作体による押圧強度を検知する押圧強度検知部と、
　操作体間の相対位置及び押圧強度比を示す所定の相対情報が記録された記憶部と、
　前記位置検知部により検知された位置の情報から得られる前記操作体間の相対位置と、
前記押圧強度検知部により検知された押圧強度の情報から得られる前記操作体間の押圧強
度比と、に近似する前記所定の相対情報を検出する相対情報検出部と、
　前記相対情報検出部により検出された所定の相対情報に対応する所定の機能を提供する
機能提供部と、
を備える、情報処理装置。
【請求項２】
　前記記憶部には、
　前記操作体間の相対位置を示す所定の相対情報として、当該各操作体の位置座標を示す
座標情報が格納されており、
　前記操作体間の押圧強度比を示す所定の相対情報として、当該各操作体の押圧強度を示
す強度情報が格納されており、
　前記相対情報検出部は、
　前記位置検知部により前記位置の情報として検知された前記各操作体の位置座標に対し
て共通の平行移動、回転操作を施すことにより、近似する前記座標情報を検出し、
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　前記押圧強度検知部により前記押圧強度の情報として検知された前記各操作体の押圧強
度を同じ割合で増減させることにより、近似する前記強度情報を検出する、請求項１に記
載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記記憶部には、ユーザ操作がロックされたロック状態の解除用に前記所定の相対情報
が記録されており、
　前記相対情報検出部は、前記ロック状態にある間に前記位置検知部により検知された位
置の情報から得られる前記操作体間の相対位置と、前記押圧強度検知部により検知された
押圧強度の情報から得られる前記操作体間の押圧強度比と、に近似する前記ロック状態の
解除用に前記記憶部に記録された相対情報を検出し、
　前記機能提供部は、前記相対情報検出部により前記ロック状態の解除用に前記記憶部に
記録された相対情報が検出された場合に、前記ロック状態を解除する、請求項２に記載の
情報処理装置。
【請求項４】
　前記相対情報検出部は、前記ロック状態にある場合、前記位置検知部により前記位置の
情報として検知された前記各操作体の位置座標に対して共通の平行移動だけを施すことに
より、近似する前記座標情報を検出する、請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記相対情報検出部は、前記ロック状態にある場合、前記押圧強度検知部により前記押
圧強度の情報として検知された前記各操作体の押圧強度を所定値以下の割合で増減させ、
近似する前記強度情報を検出する、請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記記憶部には、コンテンツの再生制御を行うための再生制御機能に対応付けられた前
記所定の相対情報が記録されており、
　前記機能提供部は、前記相対情報検出部により検出された所定の相対情報に対応する再
生制御機能を提供する、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記画面の内部から光を射出する光源と、
　前記光源から光が射出された際に前記画面上を押圧する操作体により反射された光の強
度を検知することが可能な光センサと、
をさらに備え、
　前記押圧強度検知部は、前記光センサにより検知された光の強度に基づき、前記光源か
ら射出された光を強く反射した前記操作体の面積を検出し、当該面積の大きさに基づいて
前記押圧強度を検知する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記画面上に、押圧力を検知することが可能な押圧力センサをさらに備え、
　前記押圧強度検知部は、前記押圧力センサにより検知された押圧力の大きさに基づいて
前記操作体による押圧強度を検知する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　画面上を押圧する複数の操作体の位置を検知する位置検知ステップと、
　前記各操作体による押圧強度を検知する押圧強度検知ステップと、
　前記位置検知ステップで検知された位置の情報から得られる前記操作体間の相対位置と
、前記押圧強度検知ステップで検知された押圧強度の情報から得られる前記操作体間の押
圧強度比とに近似する、操作体間の相対位置及び押圧強度比を示す所定の相対情報を検出
する相対情報検出ステップと、
　前記相対情報検出ステップで検出された所定の相対情報に対応する所定の機能を提供す
る機能提供ステップと、
を含む、情報処理方法。
【請求項１０】
　画面上を押圧する複数の操作体の位置を検知する位置検知機能と、
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　前記各操作体による押圧強度を検知する押圧強度検知機能と、
　前記位置検知機能により検知された位置の情報から得られる前記操作体間の相対位置と
、前記押圧強度検知機能により検知された押圧強度の情報から得られる前記操作体間の押
圧強度比とに近似する、操作体間の相対位置及び押圧強度比を示す所定の相対情報を検出
する相対情報検出機能と、
　前記相対情報検出機能により検出された所定の相対情報に対応する所定の機能を提供す
る機能提供機能と、
をコンピュータに実現させるためのプログラム。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話や携帯情報端末等の電子機器には、入力デバイスとしてタッチパネルが
多く用いられるようになってきている。タッチパネルは、液晶ディスプレイや有機エレク
トロルミネッセンスディスプレイ等のディスプレイデバイスに設置される。タッチパネル
の種類としては、例えば、抵抗膜方式、静電容量方式、及び光学式のタッチパネルが知ら
れている。いずれの方式においても、ユーザは、ディスプレイデバイスに表示された操作
オブジェクトを直接タッチしたり、スライドさせたりすることにより、所望の操作を行う
ことができる。そのため、タッチパネルにより直感的な操作体系が実現される。
【０００３】
　タッチパネルに関連する技術として、例えば、下記の特許文献１には、タッチスイッチ
を利用して携帯電話機のキーロック制御を行う技術が開示されている。さらに、同文献に
は、２つのタッチスイッチの操作順序に基づいてキーロックのオン／オフを制御する技術
が開示されている。同文献に記載の技術を用いると、誤ってキーロックのオン／オフ操作
を行ってしまうのを防止することが可能になる。このように、タッチスイッチやタッチパ
ネルを巧く利用することでユーザの利便性を向上させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２４４７４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記文献には、タッチスイッチを利用して携帯電話機のキーロック制御を行う技術しか
記載されていないが、タッチパネルの応用については、この他にも様々な研究が進められ
ている。特に、タッチパネルの操作に用いられる操作オブジェクトの表示方法については
多くの工夫が提案されている。
【０００６】
　入力デバイスとしてタッチパネルを用いる場合、操作オブジェクトをディスプレイデバ
イスに表示すると、その分だけ表示領域が狭くなってしまう。そのため、有効な表示領域
を広げることが一つの大きな課題となっている。このような課題に対し、例えば、操作オ
ブジェクトのサイズを小さくする方法が１つの解決手段として考えられる。しかし、操作
オブジェクトのサイズを小さくすると、個々の操作オブジェクトを正確にタッチすること
が難しくなり、誤操作の機会が増えてしまう。
【０００７】
　また、タッチパネル内に予め複数の特定領域を設定し、その特定領域をユーザがタッチ
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する順序に所定の機能を割り当てる方法が１つの解決手段として考えられる。この方法を
用いると、ユーザによるタッチ順序に応じて所定の機能が実現される。つまり、「順序」
というルールに所定の機能を割り当てることで、「順序」に割り当てられた機能を実現す
るための操作については、操作オブジェクトを用いずに操作することが可能になる。その
結果、表示すべき操作オブジェクトの数を減らすことができる。
【０００８】
　しかしながら、タッチの順序に多くの機能を割り当てることは難しい。例えば、多数の
特定領域を設定してタッチの順序を複雑化すると、多数の機能を割り当てることができる
反面、ユーザが順序を覚えることが難しくなる。こうした理由から、あまり多くの機能を
タッチの順序に割り当てることは難しいのである。なお、ユーザの記憶力を助けるために
補助情報を表示するアイデアも考えられているが、補助情報を表示する分だけ有効な表示
領域が狭まってしまう。こうした理由から、比較的単純な操作工程で、より多くの機能を
実現することが可能な操作体系が求められている。
【０００９】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、タッチパネルを利用した比較的単純な入力操作により、より多くの機能を実現するこ
とが可能な、新規かつ改良された情報処理装置、情報処理方法、及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】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、画面上を押圧する複数の操作
体の位置を検知する位置検知部と、前記各操作体による押圧強度を検知する押圧強度検知
部と、操作体間の相対位置及び押圧強度比を示す所定の相対情報が記録された記憶部と、
前記位置検知部により検知された位置の情報から得られる前記操作体間の相対位置と、前
記押圧強度検知部により検知された押圧強度の情報から得られる前記操作体間の押圧強度
比と、に近似する前記所定の相対情報を検出する相対情報検出部と、前記相対情報検出部
により検出された所定の相対情報に対応する所定の機能を提供する機能提供部と、を備え
る、情報処理装置が提供される。
【００１１】
　また、前記記憶部には、前記操作体間の相対位置を示す所定の相対情報として、当該各
操作体の位置座標を示す座標情報が格納されており、前記操作体間の押圧強度比を示す所
定の相対情報として、当該各操作体の押圧強度を示す強度情報が格納されており、前記相
対情報検出部は、前記位置検知部により前記位置の情報として検知された前記各操作体の
位置座標に対して共通の平行移動、回転操作を施すことにより、近似する前記座標情報を
検出し、前記押圧強度検知部により前記押圧強度の情報として検知された前記各操作体の
押圧強度を同じ割合で増減させることにより、近似する前記強度情報を検出するように構
成されていてもよい。
【００１２】
　また、前記記憶部には、ユーザ操作がロックされたロック状態の解除用に前記所定の相
対情報が記録されており、前記相対情報検出部は、前記ロック状態にある間に前記位置検
知部により検知された位置の情報から得られる前記操作体間の相対位置と、前記押圧強度
検知部により検知された押圧強度の情報から得られる前記操作体間の押圧強度比と、に近
似する前記ロック状態の解除用に前記記憶部に記録された相対情報を検出し、前記機能提
供部は、前記相対情報検出部により前記ロック状態の解除用に前記記憶部に記録された相
対情報が検出された場合に、前記ロック状態を解除するように構成されていてもよい。
【００１３】
　また、前記相対情報検出部は、前記ロック状態にある場合、前記位置検知部により前記
位置の情報として検知された前記各操作体の位置座標に対して共通の平行移動だけを施す
ことにより、近似する前記座標情報を検出するように構成されていてもよい。
【００１４】



(5) JP 5482023 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

　また、前記相対情報検出部は、前記ロック状態にある場合、前記押圧強度検知部により
前記押圧強度の情報として検知された前記各操作体の押圧強度を所定値以下の割合で増減
させ、近似する前記強度情報を検出するように構成されていてもよい。
【００１５】
　また、前記記憶部には、コンテンツの再生制御を行うための再生制御機能に対応付けら
れた前記所定の相対情報が記録されており、前記機能提供部は、前記相対情報検出部によ
り検出された所定の相対情報に対応する再生制御機能を提供するように構成されていても
よい。
【００１６】
　また、上記の情報処理装置は、前記画面の内部から光を射出する光源と、前記光源から
光が射出された際に前記画面上を押圧する操作体により反射された光の強度を検知するこ
とが可能な光センサと、をさらに備え、前記押圧強度検知部は、前記光センサにより検知
された光の強度に基づき、前記光源から射出された光を強く反射した前記操作体の面積を
検出し、当該面積の大きさに基づいて前記押圧強度を検知するように構成されていてもよ
い。
【００１７】
　また、上記の情報処理装置は、前記画面上に、押圧力を検知することが可能な押圧力セ
ンサをさらに備え、前記押圧強度検知部は、前記押圧力センサにより検知された押圧力の
大きさに基づいて前記操作体による押圧強度を検知するように構成されていてもよい。
【００１８】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、画面の内部から外部に
向けて光を射出する光源と、前記光源から光が射出された場合に前記画面上を押圧する操
作体により反射された光から像を形成することで当該画面上を押圧する操作体の画像を撮
像する撮像部と、予め用意されたパターン画像の中から、前記撮像部により撮像された前
記操作体の画像に近似する所定のパターン画像を検出するパターン画像検出部と、を備え
、複数の操作体により前記画面上が押圧され、前記撮像部により当該操作体の画像が撮像
された場合、前記パターン画像検出部は、前記撮像部により撮像された画像に含まれる各
操作体の相対位置及び当該各操作体の大きさ比率が近似する所定のパターン画像を検出す
る、情報処理装置が提供される。
【００１９】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、画面上を押圧する複数
の操作体の位置を検知する位置検知ステップと、前記各操作体による押圧強度を検知する
押圧強度検知ステップと、前記位置検知ステップで検知された位置の情報から得られる前
記操作体間の相対位置と、前記押圧強度検知ステップで検知された押圧強度の情報から得
られる前記操作体間の押圧強度比とに近似する、操作体間の相対位置及び押圧強度比を示
す所定の相対情報を検出する相対情報検出ステップと、前記相対情報検出ステップで検出
された所定の相対情報に対応する所定の機能を提供する機能提供ステップと、を含む、情
報処理方法が提供される。
【００２０】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、画面の内部から外部に
向けて光を射出された光が前記画面上を押圧する操作体により反射された場合に、当該反
射光から像を形成することにより当該画面上を押圧する操作体の画像を撮像する撮像ステ
ップと、予め用意されたパターン画像の中から、前記撮像ステップで撮像された前記操作
体の画像に近似する所定のパターン画像を検出するパターン画像検出ステップと、を含み
、複数の操作体により前記画面上が押圧され、前記撮像ステップで当該操作体の画像が撮
像された場合、前記パターン画像検出ステップでは、前記撮像ステップで撮像された画像
に含まれる各操作体の相対位置及び当該各操作体の大きさ比率が近似する所定のパターン
画像を検出する、情報処理方法が提供される。
【００２１】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、画面上を押圧する複数
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の操作体の位置を検知する位置検知機能と、前記各操作体による押圧強度を検知する押圧
強度検知機能と、前記位置検知機能により検知された位置の情報から得られる前記操作体
間の相対位置と、前記押圧強度検知機能により検知された押圧強度の情報から得られる前
記操作体間の押圧強度比とに近似する、操作体間の相対位置及び押圧強度比を示す所定の
相対情報を検出する相対情報検出機能と、前記相対情報検出機能により検出された所定の
相対情報に対応する所定の機能を提供する機能提供機能と、をコンピュータに実現させる
ためのプログラムが提供される。
【００２２】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、画面の内部から外部に
向けて光を射出された光が前記画面上を押圧する操作体により反射された場合に、当該反
射光から像を形成することにより当該画面上を押圧する操作体の画像を撮像する撮像機能
と、予め用意されたパターン画像の中から、前記撮像機能により撮像された前記操作体の
画像に近似する所定のパターン画像を検出するパターン画像検出機能と、をコンピュータ
に実現させ、複数の操作体により前記画面上が押圧され、前記撮像機能により当該操作体
の画像が撮像された場合、前記パターン画像検出機能によって、前記撮像機能により撮像
された画像に含まれる各操作体の相対位置及び当該各操作体の大きさ比率が近似する所定
のパターン画像を検出する機能をコンピュータに実現させるためのプログラムが提供され
る。
【００２３】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、上記のプログラムが記
録された、コンピュータにより読み取り可能な記録媒体が提供される。
【発明の効果】
【００２４】
　以上説明したように本発明によれば、タッチパネルを利用した比較的単純な入力操作に
より、より多くの機能を実現することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第１実施形態に係る情報処理装置の外観を示す説明図である。
【図２】本実施形態に係る情報処理装置の機能構成例を示す説明図である。
【図３Ａ】本実施形態に係る情報処理装置が有する入力パターン解析部の一部動作を示す
説明図である。
【図３Ｂ】本実施形態に係る情報処理装置が有する入力パターン解析部の一部動作を示す
説明図である。
【図４Ａ】本実施形態に係る情報処理装置が有する記憶部に格納されている登録パターン
情報の一例を示す説明図である。
【図４Ｂ】本実施形態に係る情報処理装置が有する記憶部に格納されている登録パターン
情報の一例を示す説明図である。
【図５】本実施形態に係る情報処理装置の動作フローを示す説明図である。
【図６Ａ】一般的な再生制御方法を示す説明図である。
【図６Ｂ】本実施形態に係る再生制御方法を示す説明図である。
【図６Ｃ】本実施形態に係る再生制御方法を示す説明図である。
【図７Ａ】一般的なロック解除方法を示す説明図である。
【図７Ｂ】一般的なロック解除方法を示す説明図である。
【図７Ｃ】本実施形態に係るロック解除方法を示す説明図である。
【図７Ｄ】本実施形態に係るロック解除方法を示す説明図である。
【図８】本実施形態に係る表示サイズの制御方法を示す説明図である。
【図９】本発明の第２実施形態に係る情報処理装置の機能構成例を示す説明図である。
【図１０】本実施形態に係る情報処理装置が有する陰影画像面積計測部の一部動作を示す
説明図である。
【図１１】本発明の各実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成例を示す説明図で
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ある。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２７】
　［説明の流れについて］
　ここで、以下に記載する本発明の実施形態に関する説明の流れについて簡単に述べる。
【００２８】
　まず、図１を参照しながら、本発明の第１実施形態に係る情報処理装置１００の外観に
ついて説明する。次いで、図２を参照しながら、本実施形態に係る情報処理装置１００の
機能構成について説明する。次いで、図３Ａ、図３Ｂを参照しながら、本実施形態に係る
情報処理装置１００が有する入力パターン解析部１０４の一部動作について説明する。こ
の中で、図４Ａ、図４Ｂを参照しながら、本実施形態に係る情報処理装置１００が有する
記憶部１０８に格納される登録パターン情報の構成について説明する。
【００２９】
　次いで、図５を参照しながら、本実施形態に係る情報処理装置１００の動作フローにつ
いて説明する。次いで、図６Ａ、図６Ｂ、図６Ｃを参照しながら、一般的な再生制御方法
に対比しつつ、本実施形態に係る再生制御方法について説明する。次いで、図７Ａ、図７
Ｂ、図７Ｃ、図７Ｄを参照しながら、一般的なロック解除方法に対比しつつ、本実施形態
に係るロック解除方法について説明する。次いで、図８を参照しながら、本実施形態に係
る表示サイズの制御方法について説明する。
【００３０】
　次いで、図９、図１０を参照しながら、本発明の第２実施形態に係る情報処理装置２０
０の機能構成について説明する。次いで、図１１を参照しながら、本発明の第１及び第２
実施形態に係る情報処理装置１００、２００のハードウェア構成例について説明する。最
後に、本発明に係る実施形態の技術的思想について纏め、当該技術的思想から得られる作
用効果について簡単に説明する。
【００３１】
　（説明項目）
　１：第１実施形態
　　　１－１：情報処理装置１００の構成
　　　　　１－１－１：外観
　　　　　１－１－２：機能構成
　　　　　１－１－３：入力パターンの解析方法
　　　　　１－１－４：動作フロー
　　　１－２：再生制御方法
　　　　　１－２－１：再生ボタンによる再生制御
　　　　　１－２－２：押圧強度比による再生制御
　　　１－３：ロック解除方法
　　　　　１－３－１：パスワード入力によるロック解除
　　　　　１－３－２：タッチ位置によるロック解除
　　　　　１－３－３：押圧強度比によるロック解除
　　　１－４：表示サイズの制御方法
　２：第２実施形態
　　　２－１：情報処理装置２００の構成
　３：ハードウェア構成例
　４：まとめ
【００３２】
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　＜１：第１実施形態＞
　本発明の第１実施形態について説明する。本実施形態は、押圧強度を検知可能なタッチ
パネルを用いて複数の操作体（例えば、指やスタイラス等）による利便性の高い操作体系
を実現するものである。なお、本実施形態においては、押圧強度を検知可能なタッチパネ
ルとして、操作体の押圧力を検知可能な感圧型のタッチパネルを想定する。また、操作体
がユーザの指であるものとして説明する。もちろん、本実施形態の技術を適用可能な操作
体の種類はこれに限定されない。
【００３３】
　［１－１：情報処理装置１００の構成］
　以下、本実施形態に係る情報処理装置１００の構成について説明する。なお、情報処理
装置１００の機能は、例えば、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、携帯電話
、携帯情報端末、カーナビゲーションシステム、テレビジョン受像機、ディスプレイデバ
イス、携帯型オーディオデバイス、携帯型ゲーム機等を用いて実現可能である。但し、以
下では携帯情報端末を想定して説明を行うことにする。
【００３４】
　（１－１－１：外観）
　まず、図１を参照しながら、本実施形態に係る情報処理装置１００の外観、及び本実施
形態に係る技術の概要について説明する。図１は、本実施形態に係る情報処理装置１００
の外観を示す説明図である。
【００３５】
　図１に示すように、情報処理装置１００は、タッチパネル１０２を有する。但し、この
タッチパネル１０２は、ユーザが指でタッチした位置（以下、タッチ位置）及びタッチし
た際に得られる押圧力の強さ（以下、押圧強度）を検知することができる。そのため、情
報処理装置１００は、タッチ位置及び押圧強度の情報をユーザによる入力情報として利用
することができる。
【００３６】
　また、このタッチパネル１０２は、複数本の指によるタッチ（以下、マルチタッチ）が
行われた際に、各指のタッチ位置及び押圧強度を検知することもできる。そのため、情報
処理装置１００は、タッチパネル１０２を利用して各指のタッチ位置及び押圧強度の情報
を取得することができる。本実施形態に係る技術は、これらの情報を利用して、より利便
性の高い操作体系を実現することを目指している。
【００３７】
　例えば、ソフトウェアキーボードＫＥＹ（図１を参照）を利用して文字入力する際の操
作について考えてみよう。ソフトウェアキーボードＫＥＹとは、情報処理装置１００の筐
体に物理的に設けられたキーボードではなく、物理的なキーボードを模してソフトウェア
により画面上に表示されたキーボードである。但し、情報処理装置１００にはタッチパネ
ル１０２が搭載されているため、指でソフトウェアキーボードＫＥＹの文字キーをタッチ
すると、どの文字キーがタッチされたのかを情報処理装置１００が把握できる。そのため
、物理的なキーボードと同じ機能を実現することができる。
【００３８】
　なお、ここでは携帯情報端末を想定しているため、ソフトウェアキーボードＫＥＹによ
る文字入力操作を例に挙げるが、以下で述べる内容は物理的なキーボードによる文字入力
操作にも当てはまる点に注意されたい。
【００３９】
　さて、多くの場合、ある入力モード（例えば、英数・小文字入力モード）で入力された
文字は、その入力モードに対応する書式（例えば、英数・小文字）で表示される。入力文
字の書式を変更する場合、ユーザは、入力文字を選択し、書式変更用のメニューを表示さ
せ、メニューから所望の書式を選択することになる。しかし、このような操作は、操作工
程も多く、非常に不便なものである。このような不便を解消するために、例えば、書式変
更の操作を所定の入力パターン（ジェスチャー）に割り当てておき、その入力パターンを
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用いて書式変更する仕組みを利用する方法が考えられる。
【００４０】
　例えば、１本の指Ａで文字キーをタッチし、指Ａとは別の指Ｂで画面の右上を同時にタ
ッチした場合に、入力文字の書式が大文字に変更されるような仕組みが考えられる。また
、指Ｂで画面の左上を同時にタッチした場合に、入力文字の書式が再び小文字に変更され
るような仕組みも考えられる。このように、複数の指でタッチする位置の組み合わせ（入
力パターン）に書式を割り当てることにより、メニューの表示や選択操作を行わずとも、
入力文字の書式変更を行うことができるようになる。
【００４１】
　しかし、書式の種類は非常に多い。一方で、タッチする位置の組み合わせで表現可能な
入力パターンの数は限られている。そのため、ユーザが主に利用する全ての書式をタッチ
位置の組み合わせに割り当てることは難しい。もちろん、表示画面を細かな領域に分け、
タッチ位置の組み合わせを細かく定義することにより、多くの入力パターンを実現するこ
とは理論上可能である。しかし、細かく分けられた個々の領域をユーザが正確にタッチす
ることは現実的に難しい。また、どの領域に、どの書式が割り当てられているのかをユー
ザが記憶しておくことはユーザにとって大きな負担になる。
【００４２】
　こうした理由から、タッチ位置の組み合わせに多くの書式を割り当てることは現実問題
として困難なのである。そこで、タッチ位置とは異なる情報を利用することが検討された
。そして、検討の結果、上記の押圧強度を利用する方法が提案された。押圧強度を利用す
ると、例えば、同じタッチ位置に複数の書式を割り当てることができるようになる。その
ため、表示画面を細かな領域に分けずとも多くの入力パターンを表現することができるよ
うになる。例えば、大文字に変換する書式変更操作を割り当てたタッチ位置で強く押圧す
ると書体がボールドとなり、中くらいの強度で押圧すると書体がイタリックとなるような
仕組みを実現することが可能になる。
【００４３】
　確かに、押圧強度を組み合わせることにより、表現可能な入力パターンの数は増加する
。しかし、タッチ位置と押圧強度とを組み合わせたとしても、フォントの種類や上付き／
下付き等を考慮すると、これらの組み合わせに書式変更操作の一部しか割り当てることが
できない。そこで、より多くの入力パターンを表現できるようにするため、指Ｂの押圧強
度を強、中、弱の３段階から多段階にする方法が検討された。確かに、押圧強度を多段階
にすると、さらに多くの入力パターンを表現することができる。
【００４４】
　しかし、押圧強度の強弱は個々人の感覚に依存するところがあるため、押圧強度の微妙
な強弱をユーザが正確に制御して所定の押圧強度を毎回再現するのは非常に難しい。そこ
で、本件発明者は、指Ａと指Ｂとの間の相対的な押圧強度（以下、相対強度）を利用する
方法に想到した。また、ユーザがガイドなしに画面上の小領域を正確にタッチする操作も
比較的難しいものであるため、本実施形態においては、タッチ位置についても相対的なタ
ッチ位置（以下、相対位置）が利用される。つまり、本実施形態では、相対位置と相対強
度との組み合わせ（入力パターン）に所定の操作を割り当てる方法が提案される。
【００４５】
　なお、上記説明においては文字入力時の書式変更操作を例に挙げたが、本実施形態に係
る方法の適用範囲はこれに限定されず、タッチパネル１０２を用いて実現可能な任意の操
作、及び情報処理装置１００により実現可能な任意の機能が適用範囲に含まれる。また、
上記の例では２本の指によるマルチタッチが想定されていたが、本実施形態に係る方法は
、３本以上の指によるマルチタッチにも適用可能である。以下では、３本の指Ａ、Ｂ、Ｃ
によるマルチタッチを想定する。
【００４６】
　以上、情報処理装置１００の外観、及び本実施形態に係る技術の概要について説明した
。
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【００４７】
　（１－１－２：機能構成）
　次に、図２を参照しながら、本実施形態に係る情報処理装置１００の機能構成について
説明する。図２は、本実施形態に係る情報処理装置１００の機能構成例を示す説明図であ
る。なお、図２に例示した情報処理装置１００が有する機能は、図１１に例示したハード
ウェア構成により実現することができる。
【００４８】
　図２に示すように、情報処理装置１００は、主に、タッチパネル１０２と、入力パター
ン解析部１０４と、コマンド実行部１０６と、記憶部１０８と、表示制御部１１０と、通
信部１１２と、ロック処理部１１４とにより構成される。但し、タッチパネル１０２は、
表示部１３２と、タッチ位置検知部１３４と、押圧力検知部１３６とを有する。
【００４９】
　表示部１３２は、例えば、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）
、ＥＬＤ（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＰＤＰ（Ｐ
ｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）等のディスプレイデバイスである。また、タ
ッチ位置検知部１３４は、タッチ位置を検知する手段である。そして、押圧力検知部１３
６は、タッチ位置における押圧力の強さ（押圧強度）を検知する手段である。押圧力検知
部１３６の機能は、例えば、圧力測定フィルムや面圧測定シート等により実現される。
【００５０】
　まず、指Ａ、指Ｂ、指Ｃによりタッチパネル１０２がタッチされると、タッチ位置検知
部１３４により指Ａのタッチ位置（タッチ位置Ａ）、指Ｂのタッチ位置（タッチ位置Ｂ）
、指Ｃのタッチ位置（タッチ位置Ｃ）がそれぞれ検知される。また、押圧力検知部１３６
によりタッチ位置Ａにおける押圧力の強さ（押圧強度Ａ）、タッチ位置Ｂにおける押圧力
の強さ（押圧強度Ｂ）、タッチ位置における押圧力の強さ（押圧強度Ｃ）がそれぞれ検知
される。
【００５１】
　タッチ位置検知部１３４により検知されたタッチ位置Ａ、Ｂ、Ｃの情報は、入力パター
ン解析部１０４に入力される。また、押圧力検知部１３６により検知された押圧強度Ａ、
Ｂ、Ｃの情報も、入力パターン解析部１０４に入力される。タッチ位置Ａ、Ｂ、Ｃの情報
が入力されると、入力パターン解析部１０４は、入力された情報に基づいてタッチ位置Ａ
、Ｂ、Ｃの相対位置を把握する。また、押圧強度Ａ、Ｂ、Ｃの情報が入力されると、入力
パターン解析部１０４は、押圧強度Ａ、Ｂ、Ｃの相対強度を把握する。なお、ここでは「
把握する」という表現を用いるが、後述するように相対位置及び相対強度に相当する情報
が算出される。
【００５２】
　例えば、タッチ位置Ａ、Ｂ、Ｃの相対位置の情報は、タッチ位置Ａからタッチ位置Ｂ、
Ｃへと伸びる２つの位置ベクトルＶＡＢ、ＶＡＣにより表現することができる。例えば、
タッチ位置Ａが決まると、位置ベクトルＶＡＢによりタッチ位置Ｂが決まり、位置ベクト
ルＶＡＣによりタッチ位置Ｃが決まる。つまり、タッチ位置Ａが移動したとしても、２つ
の位置ベクトルＶＡＢ、ＶＡＣにより決まるタッチ位置Ａ、Ｂ、Ｃの相対的な位置関係は
変化しない。また、座標系の回転に対してもタッチ位置Ａ、Ｂ、Ｃの相対的な位置関係は
変化しない。
【００５３】
　一方、押圧強度Ａ、Ｂ、Ｃの相対強度の情報は、押圧強度Ａ、Ｂ、Ｃの大小関係により
表現することができる。この大小関係は、例えば、押圧強度Ａ、Ｂの強度比ｒＡＢ、押圧
強度Ｂ、Ｃの強度比ｒＢＣ、及び押圧強度Ｃ、Ａの強度比ｒＣＡにより表現することがで
きる。例えば、ｒＡＢ＝押圧強度Ａ／押圧強度Ｂ＞１であれば押圧強度Ａ＞押圧強度Ｂで
ある。同様に、上記の大小関係は、押圧強度Ａ、Ｂの差ｄＡＢ、押圧強度Ｂ、Ｃの差ｄＢ

Ｃ、押圧強度Ｃ、Ａの差ｄＣＡにより表現することもできる。例えば、ｄＡＢ＝押圧強度
Ａ－押圧強度Ｂ＞０であれば押圧強度Ａ＞押圧強度Ｂである。
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【００５４】
　このようにして相対位置及び相対強度の情報が入力パターン解析部１０４により把握さ
れる。また、タッチ位置Ａ、Ｂ、Ｃの情報、及び押圧強度Ａ、Ｂ、Ｃの情報は、図３Ａに
示した入力パターンＯＲＧのように図形パターンで表現することもできる。入力パターン
ＯＲＧに含まれる黒丸の中心位置は、タッチ位置Ａ、Ｂ、Ｃを表現している。一方、入力
パターンＯＲＧに含まれる黒丸の大きさは、押圧強度Ａ、Ｂ、Ｃを表現している。
【００５５】
　例えば、タッチパネル１０２により表示画面内における押圧強度の面内分布が得られる
のであれば、図３Ａに示した入力パターンＯＲＧが直接的に得られることになる。また、
タッチ位置Ａ、Ｂ、Ｃの情報、及び押圧強度Ａ、Ｂ、Ｃの情報から、入力パターン解析部
１０４により図３Ａに示した入力パターンＯＲＧの図形パターンを生成することもできる
。図形パターンの表現に基づいて考えてみると、相対位置の情報には、座標系を任意に変
換（原点の平行移動や回転等）して得られる図形パターンが含まれる。一方、相対強度の
情報には、全ての黒丸を同じ比率で拡大又は縮小した図形パターンが含まれる。
【００５６】
　このように、入力パターン解析部１０４により把握される相対位置及び相対強度の情報
は、図３Ａに示すように、入力パターンＯＲＧの黒丸を拡大した図形パターン（以下、派
生パターンＡ）、入力パターンＯＲＧを回転させた図形パターン（以下、派生パターンＢ
）、入力パターンＯＲＧを平行移動した図形パターン（以下、派生パターンＣ）等に相当
する。なお、入力パターンＯＲＧから派生パターンＡ、Ｂ、Ｃへの変換には、例えば、ア
フィン変換が用いられる。
【００５７】
　また、図形パターンの変換（座標系の変換を含む。）は、タッチ位置Ａ、Ｂ、Ｃを示す
座標値や押圧強度Ａ、Ｂ、Ｃを示す数値に所定の演算を施すことで実現される。但し、入
力パターン解析部１０４により入力パターンＯＲＧが画像化されている場合には、画像処
理により派生パターンＡ、Ｂ、Ｃの画像を生成することができる。このように、入力パタ
ーン解析部１０４は、図３Ａに例示した派生パターンＡ、Ｂ、Ｃに相当する相対位置及び
相対強度の情報を算出する。
【００５８】
　相対位置及び相対強度の情報を算出すると、入力パターン解析部１０４は、所定の図形
パターン（以下、登録パターン）と派生パターンＡ、Ｂ、Ｃとを比較し、派生パターンＡ
、Ｂ、Ｃに最も近似する登録パターンを検出する。但し、登録パターンの情報は、記憶部
１０８に予め記録されている。記憶部１０８には、登録パターンの情報として、例えば、
図４Ａ、図４Ｂに示すように、各タッチ位置（指１、指２、指３）の位置情報（Ｘ座標，
Ｙ座標）と押圧強度とが対応付けて記録されている。
【００５９】
　図４Ａは、登録パターンＡの情報を例示したものである。図４Ａの例（登録パターンＡ
）では、指１がタッチ位置（０，０）及び押圧強度＝「中」、指２がタッチ位置（１０，
５）及び押圧強度＝「強」、指３がタッチ位置（－５，－１０）及び押圧強度＝「弱」に
設定されている。また、図４Ｂは、登録パターンＢの情報を例示したものである。図４Ａ
の場合と同様に、図４Ｂの例（登録パターンＢ）では、指１がタッチ位置（－５，１０）
及び押圧強度＝「強」、指２がタッチ位置（５，１０）及び押圧強度＝「強」、指３がタ
ッチ位置（０，－１０）及び押圧強度＝「弱」に設定されている。
【００６０】
　上記の通り、入力パターン解析部１０４は、図３Ｂに示すように、各派生パターンの情
報と登録パターンの情報と比較し、各派生パターンに最も近似している登録パターンを選
択する。派生パターン毎に近似する登録パターンを選択すると、入力パターン解析部１０
４は、選択された登録パターンの中から、派生パターンとの間の近似度が最も高い登録パ
ターンを抽出する。なお、登録パターンの抽出に係る処理については後段において詳述す
る。このようにして入力パターン解析部１０４により抽出された登録パターンの情報は、
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コマンド実行部１０６に入力される。
【００６１】
。
　登録パターンの情報が入力されると、コマンド実行部１０６は、各登録パターンとコマ
ンドとの間の対応関係を示す情報（以下、コマンド対応情報）を記憶部１０８から読み出
し、入力された登録パターンに対応するコマンドを実行する。ここで言うコマンドとは、
所定の機能を実現するために実行される処理命令のことである。
【００６２】
　例えば、入力文字列の書式を変更する機能を実現するための書式変更コマンドを一例と
して挙げることができる。また、映像コンテンツや音楽コンテンツの再生制御コマンド、
画像の編集コマンド、アプリケーションの起動コマンド、ロックの開始コマンド、ロック
の解除コマンド、入力文字の確定コマンド、表示画像の拡大／縮小コマンド、ウィンドウ
の生成コマンド等を一例として挙げることもできる。その他にも、情報処理装置１００に
より提供可能な任意の機能を実現するためのコマンドがコマンド実行部１０６による実行
処理の対象となる。
【００６３】
　コマンド実行部１０６によりコマンドが実行されると、表示画面の更新を指示する制御
信号及び更新用のデータ等が表示制御部１１０に入力される。但し、ユーザの操作がロッ
クされている場合、ロック処理部１１４により一部のコマンドの実行が禁止される。コマ
ンド実行部１０６から表示制御部１１０へは制御信号及び表示内容に関するデータ等が入
力されると、表示制御部１１０は、入力された制御信号に応じて表示部１３２に表示され
た表示内容を更新する。
【００６４】
　例えば、映像コンテンツの再生制御コマンドが実行され、映像コンテンツの再生を指示
する制御信号が入力された場合、表示制御部１１０は、記憶部１０８に記録された映像コ
ンテンツのデータを読み出して再生画面を表示部１３２に表示する。また、メニューの表
示コマンドが実行され、メニューの表示を指示する制御信号が入力された場合、表示制御
部１１０は、記憶部１０８に記録されたメニューの表示オブジェクトを読み出して表示部
１３２に表示する。
【００６５】
　また、表示制御部１１０は、表示部１３２に表示されるウィンドウを管理する機能を有
する。例えば、新規ウィンドウの生成コマンドが実行され、新規ウィンドウの生成を指示
する制御信号が入力された場合、表示制御部１１０は、表示部１３２に新たなウィンドウ
を生成する。これと同時にＷｅｂブラウザの起動コマンドが実行されると、起動したＷｅ
ｂブラウザの実行画面を新規ウィンドウに表示する旨の制御信号が表示制御部１１０に入
力され、表示部１３２に生成した新規ウィンドウにＷｅｂブラウザの実行画面が表示され
る。このとき、表示制御部１１０は、通信部１１２を介してネットワーク１０からＷｅｂ
情報を取得し、取得したＷｅｂ情報をＷｅｂブラウザの実行画面に表示する。
【００６６】
　このように、本実施形態に係る情報処理装置１００は、複数本の指で押圧された際に、
各指のタッチ位置及び押圧強度を検知することが可能なタッチパネル１０２を有し、タッ
チ位置間の相対位置及び相対強度に基づいて登録パターンを特定する機能を有する。そし
て、情報処理装置１００は、登録パターンに対応付けられたコマンドを実行する機能を有
する。なお、上記説明においては、説明の都合上、一部のコマンドのみが例示されたが、
本実施形態の技術を適用可能なコマンドの種類はこれに限定されない。また、入力パター
ンの派生方法や登録パターンの表現方法についても様々な変形が可能である。
【００６７】
　以上、本実施形態に係る情報処理装置１００の機能構成について説明した。
【００６８】
　（１－１－３：入力パターンの解析方法）
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　次に、図３Ａ、図３Ｂを参照しながら、入力パターン解析部１０４による登録パターン
の抽出方法（入力パターンの解析方法）について、より詳細に説明する。図３Ａ、図３Ｂ
は、本実施形態に係る入力パターンの解析方法の一例を示す説明図である。なお、記憶部
１０８には、図３Ｂに例示した登録パターンＡ（図４Ａを参照）、登録パターンＢ（図４
Ｂを参照）、登録パターンＣが格納されているものとする。
【００６９】
　先に述べた通り、入力パターン解析部１０４は、タッチ位置検知部１３４により検知さ
れたタッチ位置Ａ、Ｂ、Ｃの情報と、押圧力検知部１３６により検知された押圧強度Ａ、
Ｂ、Ｃの情報とに基づき、これら入力パターンの情報に近似する登録パターンを抽出する
。このとき、入力パターン解析部１０４は、タッチ位置Ａ、Ｂ、Ｃの相対位置、及び、押
圧強度Ａ、Ｂ、Ｃの相対強度に近似する登録パターンを抽出する。
【００７０】
　タッチ位置Ａ、Ｂ、Ｃ及び押圧強度Ａ、Ｂ、Ｃの情報は、図３Ａに示す入力パターンＯ
ＲＧのように表現することができる。同様に、比較対象とされる登録パターンの情報は、
図３Ｂに示す登録パターンＡ、Ｂ、Ｃのように表現することができる。実際、タッチ位置
Ａ、Ｂ、Ｃ及び押圧強度Ａ、Ｂ、Ｃの情報に基づいて入力パターンＯＲＧの画像を生成す
ることができる。また、タッチパネル１０２から得られる押圧強度の面内分布に基づいて
入力パターンＯＲＧの画像を直接的に生成することもできる。
【００７１】
　さて、入力パターン解析部１０４により実行される登録パターンの抽出は、図３Ａに示
した入力パターンＯＲＧと、図３Ｂに示した登録パターンＡ、Ｂ、Ｃとのパターンマッチ
ングに相当する。但し、入力パターン解析部１０４は、入力パターンＯＲＧの相対位置及
び相対強度に近似する登録パターンを抽出するものである。つまり、タッチ位置Ａ、Ｂ、
Ｃの位置関係、及びタッチ位置Ａ、Ｂ、Ｃの強度関係が入力パターンＯＲＧに近似してい
る登録パターンが抽出される。そのため、図３Ａに示すように、入力パターンＯＲＧの派
生パターンＡ、Ｂ、Ｃとの間のパターンマッチングに相当する処理が行われる。
【００７２】
　登録パターンＡは、表示画面の原点を中心に入力パターンＯＲＧを回転させたものであ
る。入力パターンＯＲＧを回転させても、タッチ位置Ａ、Ｂ、Ｃの位置関係は変化しない
。また、入力パターンＯＲＧの回転によって押圧強度Ａ、Ｂ、Ｃの強度関係は変化しない
。入力パターンＯＲＧを平行移動させた場合も同様に、タッチ位置Ａ、Ｂ、Ｃの位置関係
及び押圧強度Ａ、Ｂ、Ｃの強度関係は変化しない。また、押圧強度Ａ、Ｂ、Ｃを拡大（一
律にｒ倍；ｒは正の実数）しても、押圧強度Ａ、Ｂ、Ｃの比率は変化しない。
【００７３】
　そのため、入力パターン解析部１０４は、拡大、回転、平行移動等により入力パターン
ＯＲＧを派生させ、登録パターンＡ、Ｂ、Ｃの中から派生パターンＡ、Ｂ、Ｃに近似する
ものを抽出する。図３Ａ、図３Ｂの例では、入力パターン解析部１０４により登録パター
ンＡが抽出される。
【００７４】
　まず、入力パターン解析部１０４は、各派生パターンと各登録パターンとの近似度を算
出する。例えば、入力パターン解析部１０４は、派生パターンＡについて、登録パターン
Ａとの近似度、登録パターンＢとの近似度、登録パターンＣとの近似度をそれぞれ算出す
る。同様に、派生パターンＢ、Ｃについても、登録パターンＡ、Ｂ、Ｃのそれぞれに対す
る近似度が算出される。そして、入力パターン解析部１０４は、近似度が最も高い登録パ
ターンを選択する。
【００７５】
　但し、派生の度合いに応じて近似度の評価に重みを付ける方法も考えられる。例えば、
近似度の差が所定範囲内にある２つの候補（登録パターンと派生パターンとの組み合わせ
）を評価する場合、派生パターンの派生度合いが小さいものを選択する方法が考えられる
。特に、押圧強度に関する派生については派生度合いを考慮した方が好ましい。例えば、
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拡大前は同程度の押圧強度と判定される２つの黒丸の差分が拡大により強調され、異なる
押圧強度と判定されてしまう可能性が考えられる。このような場合には派生度合いが小さ
いものを選択するように構成すると、判定精度が向上する。なお、想定されるケースによ
っては、派生度合いが大きいものを優先的に選択するように構成することもできる。
【００７６】
　さて、パターン同士の近似度は、互いに対応する各タッチ位置のずれ量、及び各タッチ
位置における押圧強度の差（絶対値）等により算出することができる。例えば、各タッチ
位置のずれ量の合計値と押圧強度の差の合計値とを合算し、その合算値の逆数により近似
度を表現することができる。また、近似度を評価する際、タッチ位置のずれを重視するか
、或いは、押圧強度の差を重視するか等に応じて合計や合算の際に重み付けをしてもよい
。
【００７７】
　また、タッチ位置のずれが小さくても押圧強度の比率が異なる登録パターンは選択対象
から除外するといった処理が行われてもよい。例えば、指１の押圧強度が「強」、指２の
押圧強度が「弱」、指３の押圧強度が「強」という派生パターンに対し、図４Ａに示した
登録パターンＡを選択対象から除外してもよい。このように、予め相対強度の情報により
選択対象に含める登録パターンを絞り込むことにより、パターンの抽出処理に要する演算
量が低減され、情報処理装置１００の負荷を低くすることができる。
【００７８】
　以上、本実施形態に係る入力パターン解析部１０４による登録パターンの抽出方法につ
いて説明した。
【００７９】
　（１－１－４：動作フロー）
　次に、図５を参照しながら、本実施形態に係る情報処理装置１００の動作フローについ
て説明する。図５は、本実施形態に係る情報処理装置１００の動作フローを示す説明図で
ある。但し、図５に例示した動作フローは、登録パターンの抽出処理を中心に構成されて
おり、その他の動作については記載を省略している。
【００８０】
　図５に示すように、まず、ユーザにより複数本の指を用いたタッチパネル１０２への入
力が行われる（Ｓ１０２）。このようなユーザ入力が行われると、情報処理装置１００は
、複数本の指にてタッチされた複数のタッチ位置を検知し、タッチ位置間の相対関係（相
対位置）を把握する（Ｓ１０４）。また、情報処理装置１００は、複数本の指にてタッチ
された複数のタッチ位置における押圧強度を検知し、相対的な押圧強度の関係（相対強度
）を把握する（Ｓ１０６）。つまり、ステップＳ１０４、Ｓ１０６において、入力パター
ンＯＲＧを変換して得られる派生パターンＡ、Ｂ、Ｃの情報が算出される。
【００８１】
　次いで、情報処理装置１００は、ステップＳ１０４、Ｓ１０６において得られた派生パ
ターンＡ、Ｂ、Ｃ（相対位置及び相対強度の情報）と、記憶部１０８に記録されている登
録パターンとを比較し（Ｓ１０８）、派生パターンＡ、Ｂ、Ｃに近似する登録パターンが
存在するか否かを判定する（Ｓ１１０）。近似する登録パターンが存在しない場合、情報
処理装置１００は、登録パターンの抽出処理を終了する。一方、派生パターンに近似する
登録パターンが抽出された場合、情報処理装置１００は、ステップＳ１１２の処理に進行
する。
【００８２】
　ステップＳ１１２において、情報処理装置１００は、抽出された登録パターンと派生パ
ターンとの近似度を算出し、算出した近似度が所定値（閾値）以上であるか否かを判定す
る（Ｓ１１２）。近似度が所定値未満である場合、情報処理装置１００は、再びステップ
Ｓ１０８の処理に進行して他の登録パターンの抽出を試みる。一方、近似度が所定値以上
である場合、情報処理装置１００は、ステップＳ１１４の処理に進行する。ステップＳ１
１４の処理に進行した場合、情報処理装置１００は、抽出された登録パターンに対応する
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コマンドを実行し（Ｓ１１４）、一連の処理を終了する。
【００８３】
　以上、本実施形態に係る情報処理装置１００の動作フローについて説明した。以下、具
体的な実施例を紹介する。
【００８４】
　［１－２：再生制御方法］
　まず、図６Ａ、図６Ｂ、図６Ｃを参照しながら、コンテンツの再生制御方法への応用（
実施例１）について説明する。図６Ａは、一般的な再生制御方法を示す説明図である。図
６Ｂ、図６Ｃは、本実施形態に係る再生制御方法を示す説明図である。
【００８５】
　（１－２－１：再生ボタンによる再生制御）
　図６Ａに示すように、コンテンツの再生制御方法としては、表示画面に表示された再生
制御ボタン（Ｂ１～Ｂ７）を利用して再生制御を行う方法が一般的である。再生制御ボタ
ンには、例えば、前のチャプターへの移動を行うためのチャプター移動ボタンＢ１、巻き
戻しを行うための巻き戻しボタンＢ２、１５秒だけ前に遡るための短時間巻き戻しボタン
Ｂ３がある。さらに、コンテンツを再生するための再生ボタンＢ４、１５秒だけ先に進め
るための短時間スキップボタンＢ５、早送りを行うための早送りボタンＢ６、次のチャプ
ターへと移動するためのチャプター移動ボタンＢ７等が例として挙げられる。
【００８６】
　これまではコンテンツの再生制御を行うための入力インターフェースとして、図６Ａに
示すような多数の再生制御ボタンＢ１～Ｂ７が用いられていた。このように多数の再生制
御ボタンＢ１～Ｂ７を表示画面に表示すると有効な画面領域が狭まってしまう。また、再
生制御ボタンＢ１～Ｂ７により、再生されているコンテンツの一部が隠れてしまうことも
ある。また、再生制御操作を行う際に、ユーザは、再生制御ボタンＢ１～Ｂ７の位置及び
各ボタンの機能を確認し、所望のボタンが表示された正確な位置をタッチする必要がある
。このような理由から、一般的な再生制御方法はユーザにとって必ずしも利便性の高いも
のではなかった。そこで、このような再生制御方法への本実施形態の応用を考える。
【００８７】
　（１－２－２：押圧強度比による再生制御）
　上記の通り、本実施形態に係る情報処理装置１００には、複数の指によりタッチされた
際にタッチ位置及び各タッチ位置の押圧強度を検知することが可能なタッチパネル１０２
が搭載されている。また、相対位置及び相対強度により形成される入力パターンをコマン
ドに対応付け、入力パターンに応じて実行されるコマンドを切り替えることができる。こ
こでは、図６Ａに示した各再生制御ボタンにより実現される機能を入力パターン割り当て
、入力パターンにより再生制御操作を実現する方法について述べる。従って、ここで想定
されるコマンドは、再生コマンド、１５秒進めるコマンド、早送りコマンド、次のチャプ
ターへの移動コマンド、１５秒戻るコマンド、巻き戻しコマンド、前のチャプターへの移
動コマンドの７種類である。
【００８８】
　ユーザの入力操作は、図６Ｂに示すように、複数本の指を利用したタッチにより実現さ
れる。但し、図６Ｂには表現されていないが、ユーザは、実行したいコマンドの種類に応
じて各指の押圧強度を適切に調節する必要がある。しかし、ある特定の強度で押圧するの
とは異なり、タッチする指の相対的な強弱を調整するだけであるから、各指の押圧強度を
適切に調整することは比較的容易である。さらに、ユーザは、実行したいコマンドの種類
に応じて各指の位置関係を適切に調整する必要がある。しかし、表示画面内の特定領域を
タッチするのとは異なり、自身の指の位置関係を調整するだけであるから、各指の位置関
係を適切に調整することは比較的容易である。
【００８９】
　さて、上記の各再生制御コマンドは、例えば、図６Ｃに示すような入力パターンに割り
当てられる。なお、この例では再生コンテンツを視聴する際の表示画面の配置方向が通常
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固定されているため、登録パターンの抽出処理に際して大きな回転は許容されない。その
ため、コンテンツ再生時における表示画面の配置方向を基準にして、「水平」、「垂直」
、「左側」、「右側」等の表現を用いることにする。
【００９０】
　図６Ｃの例では、中心を指１本で押圧する入力パターンＪ１に再生コマンドが割り当て
られている。また、水平に並んだ指２本を利用して、左側の指を相対的に強く押圧し、右
側の指を相対的に弱く押圧する入力パターンＪ２に１５秒進むコマンドが割り当てられて
いる。逆に、水平に並んだ指２本を利用して、左側の指を相対的に弱く押圧し、右側の指
を相対的に強く押圧する入力パターンＪ５に１５秒戻るコマンドが割り当てられている。
【００９１】
　また、早送りコマンドには、３本の指を利用した入力パターンＪ３が割り当てられてい
る。入力パターンＪ３は、左側に２本の指を配置し、右側に１本の指を配置するものであ
る。左側に配置される２本の指は、垂直に並べて配置される。また、右側に配置される１
本の指は、左側に配置される２本の指のうち、一方よりも高い垂直位置に配置され、他方
よりも低い垂直位置に配置される。さらに、左側に配置される２本の指は同程度の強さで
押圧し、右側に配置される１本の指は左側に配置される２本の指よりも弱く押圧するよう
に構成されている。
【００９２】
　また、巻き戻しコマンドには、３本の指を利用した入力パターンＪ６が割り当てられて
いる。入力パターンＪ６は、右側に２本の指を配置し、左側に１本の指を配置するもので
ある。右側に配置される２本の指は、垂直に並べて配置される。また、左側に配置される
１本の指は、右側に配置される２本の指のうち、一方よりも高い垂直位置に配置され、他
方よりも低い垂直位置に配置される。さらに、右側に配置される２本の指は同程度の強さ
で押圧し、左側に配置される１本の指は右側に配置される２本の指よりも弱く押圧するよ
うに構成されている。
【００９３】
　また、次のチャプターへの移動コマンドには、３本の指を利用した入力パターンＪ４が
割り当てられている。入力パターンＪ４は、水平に３本の指を配置し、左側から順に強、
中、弱の強さで押圧するものである。同様に、前のチャプターへの移動コマンドには、３
本の指を利用した入力パターンＪ７が割り当てられている。入力パターンＪ７は、水平に
３本の指を配置し、右側から順に強、中、弱の強さで押圧するものである。
【００９４】
　このように、入力パターンＪ１～Ｊ７は、相対位置及び相対強度により定義される。ま
た、相対位置及び相対強度に加え、コマンドの種類に応じてタッチする指の本数を変えて
いる。さらに、図６Ｃの例では、コマンドの内容に基づいて入力パターンの形状をユーザ
が想起しやすいように、相対位置及び相対強度の組み合わせを工夫している。
【００９５】
　例えば、入力パターンＪ２、Ｊ５は、同じ相対位置で異なる相対強度により構成されて
いる。１５秒進むコマンドと、１５秒戻るコマンドとは、１５秒だけシーンを移動すると
いう点で一致し、移動する方向が異なるというものである。従って、一致する点を相対位
置の共通化で表現し、異なる点を相対強度の違いで表現することにより、ユーザは、１５
秒進むコマンド、１５秒戻るコマンドを実行する際に、入力パターンＪ２、Ｊ５を思い出
しやすくなる。なお、入力パターンＪ３、Ｊ６、及び入力パターンＪ４、Ｊ７の組み合わ
せは、左側に配置される指と右側に配置される指とを互いに交換した形となっている。
【００９６】
　もちろん、図６Ｃに示した入力パターンＪ１～Ｊ７は一例であり、他の入力パターンに
再生制御コマンドを割り当てることも可能である。但し、図６Ｃの例からも分かるように
、本実施形態においては、相対位置、相対強度、指の本数という３要素を組み合わせて入
力パターンが表現されるため、多くのコマンドを入力パターンに割り当てることが可能で
ある。また、図６Ｃの例と同様に、入力パターンの形状を工夫することにより、コマンド
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の種類に応じてユーザが覚えやすく、思い出しやすい入力パターンを定義することができ
るようになる。その結果、ユーザの利便性を大きく向上させることができるのである。
【００９７】
　以上、コンテンツの再生制御方法への応用（実施例１）について説明した。
【００９８】
　［１－３：ロック解除方法］
　次に、図７Ａ、図７Ｂ、図７Ｃ、図７Ｄを参照しながら、ロックの解除方法への応用（
実施例２）について説明する。図７Ａ、図７Ｂは、一般的なロックの解除方法を示す説明
図である。図７Ｃ、図７Ｄは、本実施形態に係るロックの解除方法を示す説明図である。
なお、ここで言うロックとは、ユーザの入力操作を制限する機能のことを意味する。ロッ
ク状態になると、例えば、ロックを解除する操作以外のユーザ操作が全て無効化される。
ロック状態への遷移は、例えば、無操作状態が所定時間継続した場合やユーザにより所定
のロック開始操作が行われた場合等に実行される。
【００９９】
　（１－３－１：パスワード入力によるロック解除）
　ロック状態の解除方法としては、例えば、図７Ａのようなパスワード入力による方法が
ある。この方法は一般的な多くの情報処理装置において採用されているものである。図７
Ａの例では、ロック状態でユーザにより何らかの入力操作が行われると、パスワードの入
力を促すメッセージと共にパスワードを入力するための入力ボックスが表示される。そし
て、この入力ボックスに正しいパスワードを入力するとロックが解除される。もちろん、
入力したパスワードが誤っているとロック状態が継続される。
【０１００】
　このように、図７Ａの例では、正しいパスワードを知っているユーザだけがロックを解
除することができる。そのため、ロックを適切に利用することで、悪意ある第三者により
不正に操作されることを防止したり、他のユーザに対して情報を秘匿したりすることがで
きるようになる。しかしながら、図７Ａの例では、ユーザがパスワードを入力している最
中に、第三者によりパスワードが盗み見られてしまう可能性がある。もちろん、入力ボッ
クスには、パスワードが表示されることはないが、入力している最中に手元を盗む見られ
ると、パスワードが分かってしまう。
【０１０１】
　金融機関に設置されたＡＴＭ（Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｔｅｌｌｅｒ　Ｍａｃｈｉｎｅ）
等の場合、パスワードを入力する手元が盗み見られにくいように各ＡＴＭの間に仕切りが
設けられていたり、第三者がＡＴＭの操作者に近づかないように配慮されている。しかし
、携帯電話や携帯情報端末等、個人が保有する情報処理装置の場合、ＡＴＭに適用される
ような施策は過剰であり、現実的には実現が困難である。また、こうした情報処理装置を
利用する際には、操作者の近くに第三者がいることが多い上、その第三者に離れてもらう
こと無しにパスワードの入力操作を行ってしまうことも多い。そのため、図７Ａのように
パスワード入力によりロックを解除する方法は十分に安全であるとは言えない。
【０１０２】
　（１－３－２：タッチ位置によるロック解除）
　パスワード入力による方法とは別のロック解除方法としては、例えば、図７Ｂのような
マルチタッチ入力による方法がある。この方法はタッチパネルを搭載した一般的な小型の
情報処理装置において採用されている事例がある。図７Ｂの例では、ロック状態で表示さ
れている複数のオブジェクトのうち、２つのオブジェクトＯＢＪ１、ＯＢＪ２がユーザに
よりタッチされるとロックが解除される。第三者は、どのオブジェクトをタッチすればよ
いか知らないため、タッチ位置の組み合わせが上記のパスワードと同じ役割を果たす。つ
まり、同時にタッチすべきオブジェクトの数、オブジェクトの種類、オブジェクトの位置
の組み合わせがロック解除用のキーとなる。
【０１０３】
　また、マルチタッチ入力による方法は、パスワード入力による方法に比べて入力操作に
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かかる時間が短くて済む。パスワード入力の場合は１文字１文字をキーボードから選択し
て入力するが、マルチタッチ入力の場合は複数本の指でタッチパネルを１度タッチするだ
けで済む。そのため、一瞬だけ周囲に気を配り、第三者が見ていないことを確認して素早
く入力操作を行うことにより、タッチ操作が盗み見られることは少ない。しかしながら、
操作の内容が単純であることから、たまたま第三者にタッチしている瞬間を見られてしま
うと、その操作を容易に覚えられてしまう。従って、図７Ｂのようにマルチタッチ入力に
よりロックを解除する方法は十分に安全であるとは言えない。
【０１０４】
　（１－３－３：押圧強度比によるロック解除）
　そこで、本実施形態においては、押圧強度を利用したロック解除方法を提案する。上記
のマルチタッチによる方法はタッチ位置の組み合わせをキーとしているため、そのキーが
視覚的に認識されやすい。そのため、キーの入力時に第三者がタッチ位置を見ると、その
第三者が容易にキーを認識できてしまうのである。しかし、本実施形態において提案する
ロック解除方法は外見からは全く判別できない押圧強度を利用するため、キーの入力時に
第三者が手元を見ていても容易にはキーを判別することができない。
【０１０５】
　このようなロック解除方法を実現するため、本実施形態に係る情報処理装置１００（図
２を参照）の記憶部１０８には、ロック解除用の登録パターン（以下、ロック解除パター
ン）が予め登録されている。なお、ロック解除パターンは、ロックを解除するための認証
情報であるという点で他のコマンド実行用に設けられた登録パターンとは異なる。しかし
、ロック解除パターンの構成自体は、図４Ａ、図４Ｂ等に示す他の登録パターンと同じで
ある。以下、ロック解除に係る情報処理装置１００の動作について簡単に説明する。
【０１０６】
　まず、ロックを解除するためにユーザによりタッチパネル１０２がタッチされると、タ
ッチ位置検知部１３４によりタッチ位置が検知される。さらに、押圧力検知部１３６によ
り各タッチ位置における押圧力が検知される。タッチ位置検知部１３４により検知された
タッチ位置の情報、及び押圧力検知部１３６により検知された押圧力の情報は、入力パタ
ーン解析部１０４に入力される。タッチ位置及び押圧力の情報が入力されると、入力パタ
ーン解析部１０４は、記憶部１０８からロック解除パターンの情報を読み出し、入力され
たタッチ位置及び押圧力の情報と比較する。
【０１０７】
　このとき、入力パターン解析部１０４は、入力されたタッチ位置及び押圧力の情報から
相対位置及び相対強度を把握し、入力パターンとロック解除パターンとを比較する。先に
述べた構成においては、入力パターンに拡大、回転、平行移動等の変換が施され、派生パ
ターンが生成された後、その派生パターンと登録パターンとが比較された。しかし、ロッ
ク解除パターンとの比較においては、図７Ｃに示すように、回転による入力パターンの派
生を許容せず、拡大及び平行移動により生成された派生パターンとロック解除パターンと
が比較される。もちろん、回転を認めても良いのであるが、入力方向を固定することによ
り、入力方向がキーに加わるため、さらに安全性が向上する。
【０１０８】
　このような構成にすると、図７Ｃに示すように、正しい入力方向で入力された入力パタ
ーンＡとロック解除パターンとは近似し、異なる入力方向で入力された入力パターンＢと
ロック解除パターンとは近似しなくなる。そのため、同じ形状ではあるものの、入力パタ
ーンＡが入力されるとロックが解除され、入力パターンＢが入力されてもロックが解除さ
れないということになる。なお、パターンマッチングの精度を高めるため、所定値以下の
回転を認める構成にしてもよい。例えば、手首を固定した状態で指を左右に傾けた際に無
理なく傾く角度（例えば、５～１０［ｄｅｇ．］程度）を基準に上記所定値を設定すると
、入力方向の情報を失わずに認識精度を高めることができる。
【０１０９】
　また、図７Ｄに示すように、押圧力のダイナミックレンジを利用すると、さらにセキュ
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リティを向上させることが可能である。先に述べた通り、入力パターン解析部１０４は、
相対強度に基づいてパターン同士を比較する。つまり、入力パターン解析部１０４は、各
タッチ位置の押圧力を一律にＮ倍（拡大）して得られる派生パターンを登録パターンと比
較する。しかし、押圧力の強さには個人差がある。例えば、女性の方が男性に比べて平均
的な押圧力が弱いと考えられる。また、強く押圧した際の押圧力と、弱く押圧した際の押
圧力との差が大きい人と小さい人とが存在する。このような違いは、押圧力検知部１３６
により検知される押圧力のダイナミックレンジの違いとして現れる。
【０１１０】
　図７Ｄには、ダイナミックレンジが狭い構成と、ダイナミックレンジが広い構成とが対
比して例示されている。ダイナミックレンジの範囲は、事前にユーザが操作を行った際に
押圧力検知部１３６により検知された押圧力の分布に基づいて決定する。また、予め決定
しておいたダイナミックレンジを外れている場合には、正しい入力パターンであってもロ
ックを解除しないようにする。このような構成にすると、ダイナミックレンジの個人差を
考慮して入力パターンとロック解除パターンとの比較を行うことができる。その結果、タ
ッチ位置の組み合わせ、及び押圧力の組み合わせが第三者により知覚されることがあって
も、第三者がロックを解除できるようになる確率を低減させることができる。そのため、
安全性が格段に向上する。
【０１１１】
　以上、本実施形態に係るロック解除方法について説明した。上記のロック解除方法に係
る入力パターンとロック解除パターンとの比較は、入力パターン解析部１０４により行わ
れる。入力パターン解析部１０４による比較処理が完了すると、その比較の結果は、コマ
ンド実行部１０６に入力される。比較の結果、入力パターンとロック解除パターンとが十
分な精度で一致し、ロックの解除が許容される場合、コマンド実行部１０６はロック解除
コマンドを実行し、ロック処理部１１４にロックを解除させる。一方、ロックの解除が拒
否された場合、コマンド実行部１０６は、例えば、認証エラーを表示部１３２に表示させ
るための制御信号を表示制御部１１０に入力する。このようにして情報処理装置１００に
よりロック解除処理が実行される。
【０１１２】
　［１－４：表示サイズの制御方法］
　次に、図８を参照しながら、地図アプリケーションへの応用（実施例３）について説明
する。但し、ここでは説明の都合上、地図アプリケーションを例に挙げるが、本実施形態
の適用範囲はこの例に限定されず、画像の拡大又は縮小を行うことが可能な任意のアプリ
ケーションに対して同様に適用可能である。なお、図８において黒丸は押圧力の大きさを
示し、半径が大きいほど押圧力が大きいことを示している。
【０１１３】
　上記の通り、本実施形態に係る情報処理装置１００は、相対強度を検知することができ
る。そこで、押圧強度の大きい指の本数を切り替えることにより画像の拡大又は縮小が実
現されるアプリケーションについて検討した。例えば、図８に示すように、３本の指でタ
ッチパネル１０２にタッチしておき、１本の指で強く押圧すると少し拡大し、２本の指で
強く押圧すると大きく拡大するような操作体系は実現可能である。また、強く押圧してい
た指の力を抜き、押圧力を低下させると、拡大していた画像の縮尺が小さくなるように構
成することも可能である。
【０１１４】
　また、タッチしている指の本数に応じて、１本の指の押圧力変化に伴って拡大又は縮小
される際の拡大率又は縮小率を変えることも可能である。例えば、タッチしている指の本
数がＮ本（Ｎ≧２）である場合、最小画像サイズから最大画像サイズにＮ－１ステップで
拡大できるように拡大率が設定される。図８の例では、最小画像サイズから２ステップで
最大画像サイズに拡大することができる。ここで、Ｎステップで最大画像サイズに拡大さ
れるように拡大率を設定しない理由は、全部の指が押圧強度の低い状態にある場合と、全
部の指が押圧強度の高い状態にある場合との区別が付きにくいことにある。
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【０１１５】
　Ｎ本の指が同じ押圧強度の場合、強く押圧していても、弱く押圧していても、相対強度
は同じになる。そのため、両者を区別するには押圧力の絶対値を比較する必要がある。従
って、Ｎステップで最大画像サイズに拡大されるように拡大率を設定する場合には、全て
の指が同じ押圧強度の場合に検知される押圧強度の値を比較し、その強弱に応じて拡大な
のか縮小なのかを判断するように構成すればよい。このように、本実施形態の技術を応用
することで、画像の拡大／縮小操作をより直感的に行うことができるようになる。このよ
うな仕組みは、カーナビゲーションシステム等のように、ユーザが画像操作に集中できな
い環境において格別の効果を発揮する。
【０１１６】
　以上、本発明の第１実施形態について説明した。
【０１１７】
　＜２：第２実施形態＞
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。本実施形態と上記の第１実施形態との
主な違いはタッチパネルの構成にある。上記の第１実施形態においては、押圧強度を検知
する手段として押圧力の強さを検知する押圧力検知部１３６が設けられていた。しかし、
押圧強度は、実際に圧力を測定せずとも検知することができる。例えば、表示画面の内部
に設けられた光源（例えば、バックライト等）と光センサとで構成される光学式タッチパ
ネルを利用しても押圧強度を得ることができる。本実施形態は、このような光学式タッチ
パネルを利用するものである。
【０１１８】
　［２－１：情報処理装置２００の構成］
　まず、図９を参照しながら、本実施形態に係る情報処理装置２００の機能構成について
説明する。図９は、本実施形態に係る情報処理装置２００の機能構成例を示す説明図であ
る。なお、図９に例示した情報処理装置２００が有する機能は、図１１に示すハードウェ
ア構成により実現することができる。また、上記の第１実施形態に係る情報処理装置１０
０と実質的に同じ機能を有する構成要素については同一の符号を付することにより、詳細
な説明を省略した。
【０１１９】
　図９に示すように、情報処理装置２００は、主に、タッチパネル２０２と、入力パター
ン解析部１０４と、コマンド実行部１０６と、記憶部１０８と、表示制御部１１０と、通
信部１１２と、ロック処理部１１４とにより構成される。このように、上記の第１実施形
態に係る情報処理装置１００との違いは、主にタッチパネル２０２の構成にある。そこで
、タッチパネル２０２の構成を中心に説明を行うことにする。
【０１２０】
　図９に示すように、タッチパネル２０２は、表示部１３２と、タッチ位置検知部１３４
と、陰影画像面積計測部２３２とを有する。タッチパネル２０２における押圧強度の検知
手段は陰影画像面積計測部２３２である。タッチパネル２０２は、光学式タッチパネルで
ある。但し、タッチパネル２０２には、表示画面の内部から光を射出するための光源と、
表示画面の表面から入射される光を検知する光センサとが含まれるものとする。
【０１２１】
　指が表示画面をタッチしている場合、光源から射出された光の一部は指により反射され
、光センサに入射される。また、指により反射されなかった光は光センサにより受光され
ない。そのため、光センサに入射される光の分布から像を形成することにより、タッチパ
ネル２０２の表面を押圧している指の形状が画像として得られる。
【０１２２】
　例えば、反射光の強度が大きい部分を陰影にして表現すると、図１０のような画像パタ
ーンが得られる。弱く押圧している部分には小さな陰影が得られ、押圧力が大きくなるに
つれて指がタッチパネル２０２に押しつけられるため、陰影の面積が徐々に大きくなる。
そのため、陰影の面積を計測することにより、各タッチ位置における押圧強度を検知する
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ことができる。マルチタッチの場合には複数本の指に相当する複数の陰影が得られ、各印
影の面積を計測することにより、各指の押圧強度が得られる。
【０１２３】
　そこで、タッチ位置検知部１３４は、陰影が得られた位置をタッチ位置として検知し、
その検知結果を入力パターン解析部１０４に入力する。また、陰影画像面積計測部２３２
は、各陰影の面積を取得し、その面積の大きさを押圧強度の情報として入力パターン解析
部１０４に入力する。このように、入力パターン解析部１０４には、タッチ位置の情報と
押圧強度の情報とが入力される。そのため、上記の第１実施形態と同様にして入力パター
ンと登録パターンとのマッチングを実施することができる。
【０１２４】
　なお、陰影を含む画像自体が入力パターン解析部１０４に入力パターンとして入力され
るように構成されていてもよい。この場合、入力パターンと登録パターンとを画像処理に
よりパターンマッチングさせ、入力パターンに近似する登録パターンを抽出することがで
きる。このとき、入力パターンから派生パターンが生成され、派生パターンと登録パター
ンとのパターンマッチングが行われる。なお、入力パターン解析部１０４の後段における
処理は第１実施形態と同じであるため記載を省略する。
【０１２５】
　以上、本発明の第２実施形態について説明した。
【０１２６】
　＜３：ハードウェア構成例＞
　上記の情報処理装置１００、２００が有する各構成要素の機能は、例えば、図１１に示
す情報処理装置のハードウェア構成を用いて実現することが可能である。つまり、当該各
構成要素の機能は、コンピュータプログラムを用いて図１１に示すハードウェアを制御す
ることにより実現される。なお、このハードウェアの形態は任意であり、例えば、パーソ
ナルコンピュータ、携帯電話、ＰＨＳ、ＰＤＡ等の携帯情報端末、ゲーム機、又は種々の
情報家電がこれに含まれる。但し、上記のＰＨＳは、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ－ｐ
ｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍの略である。また、上記のＰＤＡは、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔの略である。
【０１２７】
　図１１に示すように、このハードウェアは、主に、ＣＰＵ９０２と、ＲＯＭ９０４と、
ＲＡＭ９０６と、ホストバス９０８と、ブリッジ９１０と、を有する。さらに、このハー
ドウェアは、外部バス９１２と、インターフェース９１４と、入力部９１６と、出力部９
１８と、記憶部９２０と、ドライブ９２２と、接続ポート９２４と、通信部９２６と、を
有する。但し、上記のＣＰＵは、Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔの略
である。また、上記のＲＯＭは、Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙの略である。そして
、上記のＲＡＭは、Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙの略である。
【０１２８】
　ＣＰＵ９０２は、例えば、演算処理装置又は制御装置として機能し、ＲＯＭ９０４、Ｒ
ＡＭ９０６、記憶部９２０、又はリムーバブル記録媒体９２８に記録された各種プログラ
ムに基づいて各構成要素の動作全般又はその一部を制御する。ＲＯＭ９０４は、ＣＰＵ９
０２に読み込まれるプログラムや演算に用いるデータ等を格納する手段である。ＲＡＭ９
０６には、例えば、ＣＰＵ９０２に読み込まれるプログラムや、そのプログラムを実行す
る際に適宜変化する各種パラメータ等が一時的又は永続的に格納される。
【０１２９】
　これらの構成要素は、例えば、高速なデータ伝送が可能なホストバス９０８を介して相
互に接続される。一方、ホストバス９０８は、例えば、ブリッジ９１０を介して比較的デ
ータ伝送速度が低速な外部バス９１２に接続される。また、入力部９１６としては、例え
ば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチ、及びレバー等が用いられる
。さらに、入力部９１６としては、赤外線やその他の電波を利用して制御信号を送信する
ことが可能なリモートコントローラ（以下、リモコン）が用いられることもある。
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【０１３０】
　出力部９１８としては、例えば、ＣＲＴ、ＬＣＤ、ＰＤＰ、又はＥＬＤ等のディスプレ
イ装置、スピーカ、ヘッドホン等のオーディオ出力装置、プリンタ、携帯電話、又はファ
クシミリ等、取得した情報を利用者に対して視覚的又は聴覚的に通知することが可能な装
置である。但し、上記のＣＲＴは、Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅの略である。また
、上記のＬＣＤは、Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙの略である。そして
、上記のＰＤＰは、Ｐｌａｓｍａ　ＤｉｓｐｌａｙＰａｎｅｌの略である。さらに、上記
のＥＬＤは、Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐｌａｙの略である。
【０１３１】
　記憶部９２０は、各種のデータを格納するための装置である。記憶部９２０としては、
例えば、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）等の磁気記憶デバイス、半導体記憶デバイス
、光記憶デバイス、又は光磁気記憶デバイス等が用いられる。但し、上記のＨＤＤは、Ｈ
ａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅの略である。
【０１３２】
　ドライブ９２２は、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体
メモリ等のリムーバブル記録媒体９２８に記録された情報を読み出し、又はリムーバブル
記録媒体９２８に情報を書き込む装置である。リムーバブル記録媒体９２８は、例えば、
ＤＶＤメディア、Ｂｌｕ－ｒａｙメディア、ＨＤ　ＤＶＤメディア、各種の半導体記憶メ
ディア等である。もちろん、リムーバブル記録媒体９２８は、例えば、非接触型ＩＣチッ
プを搭載したＩＣカード、又は電子機器等であってもよい。但し、上記のＩＣは、Ｉｎｔ
ｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔの略である。
【０１３３】
　接続ポート９２４は、例えば、ポート、ＩＥＥＥ１３９４ポート、ＳＣＳＩ、ＲＳ－２
３２Ｃポート、又は光オーディオ端子等のような外部接続機器９３０を接続するためのポ
ートである。外部接続機器９３０は、例えば、プリンタ、携帯音楽プレーヤ、デジタルカ
メラ、デジタルビデオカメラ、又はＩＣレコーダ等である。但し、上記のＵＳＢは、Ｕｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓの略である。また、上記のＳＣＳＩは、Ｓｍａｌ
ｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅの略である。
【０１３４】
　通信部９２６は、ネットワーク９３２に接続するための通信デバイスであり、例えば、
有線又は無線ＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、又はＷＵＳＢ用の通信カード、
光通信用のルータ、ＡＤＳＬ用のルータ、又は各種通信用のモデム等である。また、通信
部９２６に接続されるネットワーク９３２は、有線又は無線により接続されたネットワー
クにより構成され、例えば、インターネット、家庭内ＬＡＮ、赤外線通信、可視光通信、
放送、又は衛星通信等である。但し、上記のＬＡＮは、Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋの略である。また、上記のＷＵＳＢは、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＵＳＢの略である。そ
して、上記のＡＤＳＬは、Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ
ｒ　Ｌｉｎｅの略である。
【０１３５】
　＜４：まとめ＞
　最後に、本発明の第１及び第２実施形態に係る技術内容について簡単に纏める。ここで
述べる技術内容は、例えば、ＰＣ、携帯電話、携帯ゲーム機、携帯情報端末、情報家電、
カーナビゲーションシステム等、種々の情報処理装置に対して適用することができる。
【０１３６】
　上記の情報処理装置の機能構成は次のように表現することができる。当該情報処理装置
は、画面上を押圧する複数の操作体の位置を検知する位置検知部と、前記各操作体による
押圧強度を検知する押圧強度検知部と、操作体間の相対位置及び押圧強度比を示す所定の
相対情報が記録された記憶部と、前記位置検知部により検知された位置の情報から得られ
る前記操作体間の相対位置と、前記押圧強度検知部により検知された押圧強度の情報から
得られる前記操作体間の押圧強度比と、に近似する前記所定の相対情報を検出する相対情
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報検出部と、前記相対情報検出部により検出された所定の相対情報に対応する所定の機能
を提供する機能提供部と、を有する。
【０１３７】
　このように、上記の情報処理装置は、複数の操作体によるタッチ位置、及び各操作体の
押圧強度を検知することができる。また、上記の情報処理装置は、操作体間の相対位置及
び押圧強度比（相対強度）を示す所定の相対情報を保持しており、複数の操作体によるタ
ッチ操作が行われた際に得られる操作体間の相対位置及び押圧強度比に近い所定の相対情
報を検出することができる。そして、上記の情報処理装置は、検出した所定の相対情報に
対応する所定の機能を提供することができる。このような構成にすることで、相対位置及
び押圧強度比の組み合わせに機能を割り当てることができるようになり、多数の機能をマ
ルチタッチによる比較的簡単なタッチ操作で実現することが可能になる。
【０１３８】
　（備考）
　上記のタッチ位置検知部１３４は、位置検知部の一例である。上記の押圧力検知部１３
６、陰影画像面積計測部２３２は、押圧強度検知部の一例である。上記の入力パターン解
析部１０４は、相対情報検出部の一例である。上記のコマンド実行部１０６、ロック処理
部１１４、表示制御部１１０、通信部１１２は、機能提供部の一例である。指やスタイラ
ス等は、操作体の一例である。上記の登録パターン及びその情報は、所定の相対情報の一
例である。上記のタッチパネル２０２は、撮像部の一例である。上記の入力パターン解析
部１０４は、パターン画像検出部の一例である。上記の押圧力検知部１３６は、押圧力セ
ンサの一例である。
【０１３９】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【０１４０】
　１００、２００　　情報処理装置
　１０２、２０２　　タッチパネル
　１０４　　入力パターン解析部
　１０６　　コマンド実行部
　１０８　　記憶部
　１１０　　表示制御部
　１１２　　通信部
　１１４　　ロック処理部
　１３２　　表示部
　１３４　　タッチ位置検知部
　１３６　　押圧力検知部
　２３２　　陰影画像面積計測部
　ＡＰＰ　　実行画面
　ＫＥＹ　　ソフトウェアキーボード
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