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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロック解除画面の表示を制御する表示制御部と、
　前記ロック解除画面におけるユーザによる押圧を検出する操作検出部と、
　前記操作検出部により検出された押圧が所定の押圧に達したことに基づき、ロック状態
を解除する制御部と、
を備え、
　前記ロック解除画面は、操作オブジェクトおよび目標オブジェクトを含み、
　前記表示制御部は、前記操作検出部により検出された前記操作オブジェクトに対する押
圧の強さに応じて前記操作オブジェクトを拡大し、
　前記制御部は、前記所定の押圧として、前記操作オブジェクトの大きさが前記目標オブ
ジェクトに達する押圧が前記操作検出部により検出されたことに基づき、前記ロック状態
を解除する、情報処理装置。
【請求項２】
　操作オブジェクトおよび目標オブジェクトを含むロック解除画面の表示を制御すること
と、
　前記ロック解除画面におけるユーザによる押圧を検出することと、
　検出された前記操作オブジェクトに対する押圧の強さに応じて前記操作オブジェクトを
拡大することと、
　前記操作オブジェクトの大きさが前記目標オブジェクトに達する所定の押圧が検出され
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たことに基づき、ロック状態を解除することと、
を含む、表示制御方法。
【請求項３】
　コンピュータを、
　ロック解除画面の表示を制御する表示制御部と、
　前記ロック解除画面におけるユーザによる押圧を検出する操作検出部と、
　前記操作検出部により検出された押圧が所定の押圧に達したことに基づき、ロック状態
を解除する制御部と、
として機能させ、
　前記ロック解除画面は、操作オブジェクトおよび目標オブジェクトを含み、
　前記表示制御部は、前記操作検出部により検出された前記操作オブジェクトに対する押
圧の強さに応じて前記操作オブジェクトを拡大し、
　前記制御部は、前記所定の押圧として、前記操作オブジェクトの大きさが前記目標オブ
ジェクトに達する押圧が前記操作検出部により検出されたことに基づき、前記ロック状態
を解除する、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置、表示制御方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォンを始めとして、タッチセンサなどを搭載し、表示画面に対する操
作体の位置により入力操作を行う情報処理装置が普及している。このような情報処理装置
においては、入力操作を制限するロック機能を使用することによって、意図しない入力操
作を防止している（例えば特許文献１）。
【０００３】
　情報処理装置をロック状態から解除するロック解除操作としては、多様な方式が提案さ
れている。例えば、ユーザは、表示画面に表示された操作オブジェクトを所定のパスに従
って目標位置に移動させることによりロック状態を解除することが可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－４８６６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記の方式では、表示画面上で操作オブジェクトの位置が変化するのみである
ので、ロック解除操作の進み具合、およびロック解除のタイミングがユーザにとって分か
り難い。
【０００６】
　そこで、本開示では、ロック解除操作におけるユーザの操作性を向上することが可能な
、新規かつ改良された情報処理装置、表示制御方法、およびプログラムを提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示によれば、操作オブジェクトおよび目標オブジェクトを含むロック解除画面の表
示を制御する表示制御部と、前記ロック解除画面において前記操作オブジェクトを前記目
標オブジェクトに移動させるユーザによるロック解除操作を検出する操作検出部と、を備
え、前記表示制御部は、前記操作オブジェクトの移動に応じ、前記目標オブジェクトの表
示を変化させる、情報処理装置が提供される。
【０００８】
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　また、本開示によれば、操作オブジェクトおよび目標オブジェクトを含むロック解除画
面の表示を制御するステップと、前記ロック解除画面において前記操作オブジェクトを前
記目標オブジェクトに移動させるユーザによるロック解除操作を検出するステップと、を
含み、前記ロック解除操作の過程において、前記操作オブジェクトの移動に応じ、前記目
標オブジェクトの表示を変化させる、表示制御方法が提供される。
【０００９】
　また、本開示によれば、コンピュータを、操作オブジェクトおよび目標オブジェクトを
含むロック解除画面の表示を制御する表示制御部と、前記ロック解除画面において前記操
作オブジェクトを前記目標オブジェクトに移動させるユーザによるロック解除操作を検出
する操作検出部と、を備え、前記表示制御部は、前記操作オブジェクトの移動に応じ、前
記目標オブジェクトの表示を変化させる情報処理装置として機能させるための、プログラ
ムが提供される。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように本開示によれば、ロック解除操作におけるユーザの操作性を向上す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示の実施形態による情報処理装置の構成を示した説明図である。
【図２】第１の実施形態による情報処理装置の構成を示した機能ブロック図である。
【図３】ロック解除画面の表示遷移を示した説明図である。
【図４】ロック解除画面の表示遷移を示した説明図である。
【図５】ロック解除画面の表示遷移の他の例を示した説明図である。
【図６】ロック解除画面の表示遷移の他の例を示した説明図である。
【図７】本実施形態による情報処理装置の動作を整理したフローチャートである。
【図８】情報処理装置のハードウェア構成を示した説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示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。
【００１３】
　また、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複数の構成要素を
、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。ただし、実質的
に同一の機能構成を有する複数の構成要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符
号のみを付する。
【００１４】
　また、以下に示す項目順序に従って本開示を説明する。
　　１．情報処理装置の基本構成
　　２．第１の実施形態
　　　２－１．情報処理装置の構成
　　　２－２．情報処理装置の動作
　　　２－３．変形例
　　３．ハードウェア構成
　　４．むすび
【００１５】
　　＜＜１．情報処理装置の基本構成＞＞
　本開示による技術は、一例として「２．第１の実施形態」において説明するような形態
で実施され得る。また、本開示の実施形態による情報処理装置（２０）は、
Ａ．操作オブジェクトおよび目標オブジェクトを含むロック解除画面の表示を制御する表
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示制御部（２４４）と、
Ｂ．前記ロック解除画面において前記操作オブジェクトを前記目標オブジェクトに移動さ
せるユーザによるロック解除操作を検出する操作検出部（２４２）と、
を備え、
Ｃ．前記表示制御部は、前記操作オブジェクトの移動に応じ、前記目標オブジェクトの表
示を変化させる。
【００１６】
　以下では、まず、このような情報処理装置の基本構成について図１を参照して説明する
。
【００１７】
　図１は、本開示の実施形態による情報処理装置２０の構成を示した説明図である。図１
に示したように、本開示の実施形態による情報処理装置２０は、筐体の表面に表示部２２
０、および表示部２２０に積層されたタッチパネル２３０を有する。また、情報処理装置
２０は、タッチパネル２３０とは別に、ボタンなどの操作部を有してもよい。かかる構成
により、情報処理装置２０は、表示部２２０に表示された表示画面に対する操作体の位置
によるユーザ入力を受付けることができる。また、情報処理装置２０は、所謂ＧＵＩ（Ｇ
ｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を利用し、ユーザ入力に基づいて表
示画面の内容を制御することができる。
【００１８】
　また、情報処理装置２０は、ユーザ入力を制限するロック機能を有する。ロック状態に
なると、例えば予め決められた操作以外のユーザ操作が全て無効化される。予め決められ
た操作の一例としては、ロック解除操作や緊急通報操作などが挙げられる。また、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などに実行される。かかる構成により、ユーザの意図に反した入
力が行われることを防止することができる。
【００１９】
　ここで、ロック解除操作について説明する。情報処理装置２０は、ロック状態において
、図１に示したようなロック解除画面を表示部２２０に表示する。図１に示したように、
ロック解除画面は、ユーザ操作に応動する操作オブジェクト４０、および操作オブジェク
ト４０の目標位置を示す目標オブジェクト５０を含む。ユーザは、このロック解除画面に
おいて、タッチパネル２３０を操作して操作オブジェクト４０を目標オブジェクト５０に
向けて移動させることにより、ロック状態を解除することができる。
【００２０】
　なお、図１においては情報処理装置２０の一例としてタブレット型の携帯端末を示して
いるが、情報処理装置２０はかかる例に限定されない。例えば、情報処理装置２０として
は、携帯電話、携帯用音楽再生装置、携帯用映像処理装置、携帯用ゲーム機器、ノートＰ
Ｃ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、タブレット型ＰＣなどの、ロック機能を有
するあらゆる装置が想定される。
【００２１】
　　＜＜２．第１の実施形態＞＞
　以上、本開示による情報処理装置２０の基本構成を説明した。続いて、第１の実施形態
による情報処理装置２０の構成および動作を詳細に説明する。
【００２２】
　　　＜２－１．情報処理装置の構成＞
　図２は、第１の実施形態による情報処理装置２０の構成を示した機能ブロック図である
。図２に示したように、第１の実施形態による情報処理装置２０は、表示部２２０と、タ
ッチパネル２３０と、制御部２４０と、を備える。
【００２３】
　　（表示部）
　表示部２２０は、制御部２４０による制御に従って多様な表示画面を表示する。特に、
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本実施形態による表示部２２０は、情報処理装置２０がロック状態である場合に、図１に
示したようなロック解除画面を表示する。
【００２４】
　なお、表示部２２０は、出力装置の一例であり、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕ
ｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）装置、有機ＥＬ（ＯＬＥＤ：Ｏｒｇａｎｉｃ　
Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）ディスプレイ装置などの表示装置であって
よい。
【００２５】
　　（タッチパネル）
　タッチパネル２３０は、タッチパネル２３０上の操作体の位置を検出する操作検出部（
入力装置）の一例である。ここで、タッチパネル２３０は、表示画面を表示する表示部２
２０上に積層して設けられているため、表示画面に対する操作体の位置を検出することが
できる。なお、ここで用いられるタッチパネル２３０は、筐体のうちタッチパネル２３０
の検出面側の表面に接触する操作体の位置を検出する接触式のセンサであってよい。或い
は、タッチパネル２３０は、タッチパネル２３０に近接する操作体の位置を検出する非接
触式のセンサであってもよい。なお、タッチパネル２３０に対して入力操作を行う操作体
は、例えばユーザの指であってよいし、スタイラスペンであってもよい。
【００２６】
　　（制御部）
　制御部２４０は、例えばＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）
のような演算装置と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やＲＡＭ（Ｒａｎｄ
ｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などの記憶媒体に記憶される制御プログラムによっ
て実現される機能ブロックであり、情報処理装置２０の動作全般を制御する。なお、本明
細書では、このような制御部２４０を備える装置を情報処理装置として説明しているが、
制御部２４０単体を情報処理装置として捉えることも可能である。
【００２７】
　また、本実施形態による制御部２４０の機能は、特に、タッチパネル２３０からの入力
に基づいてタッチパネル２３０に対するユーザ操作を検出する操作検出部２４２、および
、表示部２２０の表示を制御する表示制御部２４４に細分化される。
【００２８】
　例えば、表示部２２０にロック解除画面が表示されている状態において、ユーザにより
操作オブジェクト４０を移動させる操作が操作検出部２４２により検出されると、表示制
御部２４４は、操作オブジェクト４０を移動させると共に、目標オブジェクト５０の表示
を変化させる。以下、この点について図３および図４を参照してより具体的に説明する。
【００２９】
　図３および図４は、ロック解除画面の表示遷移を示した説明図である。図３（１）に示
したロック解除画面の初期状態において、ユーザにより操作オブジェクト４０が選択され
、操作オブジェクト４０が目標オブジェクト５０に向けて移動されると、表示制御部２４
４は、図３（２）に示したように、目標オブジェクト５０のサイズを大きくする。なお、
表示制御部２４４は、ロック解除画面の初期状態では操作オブジェクト４０と目標オブジ
ェクト５０を結ぶ経路を間欠的に表示し、操作オブジェクト４０が選択された後は当該経
路の表示を行わなくてもよい。
【００３０】
　その後、操作オブジェクト４０が目標オブジェクト５０にさらに近づけられると、表示
制御部２４４は、図４（３）に示したように、目標オブジェクト５０のサイズをさらに大
きくする。なお、表示制御部２４４は、操作オブジェクト４０と目標オブジェクト５０の
距離に反比例するように目標オブジェクト５０のサイズを変化させてもよい。または、表
示制御部２４４は、初期状態における操作オブジェクト４０と目標オブジェクト５０の距
離と現在の距離との差分に比例するように目標オブジェクト５０のサイズを変化させても
よい。
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【００３１】
　そして、操作オブジェクト４０が目標オブジェクト５０に到達すると、表示制御部２４
４は、図４（４）に示したように、表示部２２０の広範囲を占めるように目標オブジェク
ト５０を大きくする。同時に、制御部２４０は、情報処理装置２０のロック状態を解除す
る。
【００３２】
　　（補足）
　なお、図３および図４では、操作オブジェクト４０が目標オブジェクト５０に向けて直
線的に移動する例を説明したが、表示制御部２４４は、ユーザ操作に応じた任意の方向へ
操作オブジェクト４０を移動させることが可能である。すなわち、ロック解除のための操
作オブジェクト４０の移動経路は、操作オブジェクト４０と目標オブジェクト５０を結ぶ
直線である必要は無い。以下、図５および図６を参照してより具体的に説明する。
【００３３】
　図５および図６は、ロック解除画面の表示遷移の他の例を示した説明図である。図５（
１）に示したロック解除画面の初期状態において、ユーザにより操作オブジェクト４０が
選択されると、表示制御部２４４は、図３（２）に示したように、ユーザ操作に応じた任
意の方向へ操作オブジェクト４０を移動させると共に、目標オブジェクト５０のサイズを
大きくする。
【００３４】
　その後、操作オブジェクト４０が円弧を描くように目標オブジェクト５０にさらに近づ
けられると、表示制御部２４４は、図６（３）に示したように、目標オブジェクト５０の
サイズをさらに大きくする。そして、操作オブジェクト４０が目標オブジェクト５０に到
達すると、表示制御部２４４は、図６（４）に示したように、表示部２２０の広範囲を占
めるように目標オブジェクト５０を大きくする。同時に、制御部２４０は、情報処理装置
２０のロック状態を解除する。
【００３５】
　　（情報処理装置の構成のむすび）
　以上説明したように、本実施形態による情報処理装置２０は、操作オブジェクト４０の
移動に応じて目標オブジェクト５０の表示を変化させることができるので、ユーザは、目
標オブジェクト５０の表示の変化に基づいてロック解除操作の進み具合やロック解除のタ
イミングをより容易に把握することが可能となる。
【００３６】
　補足すると、ユーザ操作に応じて操作オブジェクト４０が移動するので、操作オブジェ
クト４０の移動によってもロック解除操作の進み具合などを把握し得る。しかし、ユーザ
が指で操作オブジェクト４０を移動させる場合、操作オブジェクト４０がユーザの指で隠
れてしまうので、この観点からも本実施形態のように目標オブジェクト５０の表示を変化
させることは効果的である。
【００３７】
　　　＜２－２．情報処理装置の動作＞
　以上、本実施形態による情報処理装置２０の構成を説明した。続いて、図７を参照し、
本実施形態による情報処理装置２０の動作を整理する。
【００３８】
　図７は、本実施形態による情報処理装置２０の動作を整理したフローチャートである。
図７に示したように、表示制御部２４４は、情報処理装置２０がロック状態である場合に
、操作オブジェクト４０および目標オブジェクト５０を含むロック解除画面を表示する（
Ｓ３１０）。
【００３９】
　その後、操作検出部２４２により操作オブジェクト４０を移動させる操作が検出される
と（Ｓ３２０）、表示制御部２４４は、操作オブジェクト４０を移動させると共に、目標
オブジェクト５０の表示を変化させる（Ｓ３３０）。一例として、表示制御部２４４は、
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操作オブジェクト４０と目標オブジェクト５０との距離に応じて目標オブジェクト５０の
サイズを変化させる。
【００４０】
　そして、操作オブジェクト４０が目標オブジェクト５０に到達すると（Ｓ３４０）、表
示制御部２４４が表示部２２０の広範囲を占めるように目標オブジェクト５０を大きくす
ると共に、制御部２４０が情報処理装置２０のロック状態を解除する（Ｓ３５０）。
【００４１】
　　　＜２－３．変形例＞
　なお、上記では操作オブジェクト４０と目標オブジェクト５０との距離に応じて目標オ
ブジェクト５０のサイズを変化させる例を説明したが、本実施形態はかかる例に限定され
ない。例えば、表示制御部２４４は、操作オブジェクト４０と目標オブジェクト５０との
距離に応じ、目標オブジェクト５０の形または色などを変化させてもよい。または、表示
制御部２４４は、操作オブジェクト４０と目標オブジェクト５０との距離に応じ、目標オ
ブジェクト５０をアニメーション（例えば、鍵が開かれるような、ロック解除を連想させ
るアニメーション）表示してもよい。
【００４２】
　また、上記では、ロック解除操作の一例として操作オブジェクト４０の移動操作を説明
したが、本実施形態はかかる例に限定されない。例えば、ロック解除操作は、操作オブジ
ェクト４０を押圧する操作であってもよい。この場合、表示制御部２４４は、目標オブジ
ェクト５０の領域内に操作オブジェクト４０を配置し、操作オブジェクト４０の押圧に応
じて操作オブジェクト４０を拡大し、制御部２４０は、操作オブジェクト４０が目標オブ
ジェクト５０に達するまで拡大された場合にロック状態を解除してもよい。
【００４３】
　反対に、表示制御部２４４は、操作オブジェクト４０の押圧に応じて目標オブジェクト
５０を縮小し、制御部２４０は、目標オブジェクト５０が操作オブジェクト４０に達する
まで縮小された場合にロック状態を解除してもよい。
【００４４】
　また、上記では、ロック解除画面において操作オブジェクト４０および目標オブジェク
ト５０が常に表示される例を説明したが、本実施形態はかかる例に限定されない。例えば
、操作オブジェクト４０は終始表示されていなくてもよいし、目標オブジェクト５０はロ
ック解除操作の途中から表示されてもよい。
【００４５】
　また、上記では目標オブジェクト５０が表示されるロック解除操作の目標位置が一点で
ある例を説明したが、本実施形態はかかる例に限定されない。例えば、ロック解除操作の
目標位置は、表示部２２０の一辺に沿う領域など、表示画面の一部の領域であってもよい
。この場合、目標オブジェクト５０は目標位置に該当する表示画面の領域の全域または一
部に配置されてもよい。
【００４６】
　また、上記では、目標オブジェクト５０が、ロック解除操作の目標位置を示すオブジェ
クト、および、操作オブジェクト４０の移動に応じて表示が変化するオブジェクトの双方
として機能する例を説明したが、本実施形態はかかる例に限定されない。例えば、表示制
御部２４４は、ロック解除操作の目標位置を示すオブジェクトと、操作オブジェクト４０
の移動に応じて表示が変化するオブジェクトとを別個に配置してもよい。
【００４７】
　　＜＜３．ハードウェア構成＞＞
　上述した情報処理装置２０による表示制御動作は、情報処理装置２０が備えるハードウ
ェア構成とソフトウェアとが協働することにより実現される。そこで、以下では、情報処
理装置２０のハードウェア構成を説明する。
【００４８】
　図８は、情報処理装置２０のハードウェア構成を示した説明図である。図８に示したよ
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うに、情報処理装置２０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）２０１と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０２と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄ
ｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０３と、入力装置２０８と、出力装置２１０と、
ストレージ装置２１１と、ドライブ２１２と、撮像装置２１３と、通信装置２１５とを備
える。
【００４９】
　ＣＰＵ２０１は、演算処理装置および制御装置として機能し、各種プログラムに従って
情報処理装置２０内の動作全般を制御する。また、ＣＰＵ２０１は、マイクロプロセッサ
であってもよい。ＲＯＭ２０２は、ＣＰＵ２０１が使用するプログラムや演算パラメータ
等を記憶する。ＲＡＭ２０３は、ＣＰＵ２０１の実行において使用するプログラムや、そ
の実行において適宜変化するパラメータ等を一時記憶する。これらはＣＰＵバスなどから
構成されるホストバスにより相互に接続されている。
【００５０】
　入力装置２０８は、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、マイクロフォン、ス
イッチおよびレバーなどユーザが情報を入力するための入力手段と、ユーザによる入力に
基づいて入力信号を生成し、ＣＰＵ２０１に出力する入力制御回路などから構成されてい
る。情報処理装置２０のユーザは、該入力装置２０８を操作することにより、情報処理装
置２０に対して各種のデータを入力したり処理動作を指示したりすることができる。
【００５１】
　出力装置２１０は、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎ
ｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）装置およびランプなどの表示装置を
含む。さらに、出力装置２１０は、スピーカおよびヘッドホンなどの音声出力装置を含む
。例えば、表示装置は、撮像された画像や生成された画像などを表示する。一方、音声出
力装置は、音声データ等を音声に変換して出力する。
【００５２】
　ストレージ装置２１１は、本実施形態にかかる情報処理装置２０の記憶部の一例として
構成されたデータ格納用の装置である。ストレージ装置２１１は、記憶媒体、記憶媒体に
データを記録する記録装置、記憶媒体からデータを読み出す読出し装置および記憶媒体に
記録されたデータを削除する削除装置などを含んでもよい。このストレージ装置２１１は
、ＣＰＵ２０１が実行するプログラムや各種データを格納する。
【００５３】
　ドライブ２１２は、記憶媒体用リーダライタであり、情報処理装置２０に内蔵、あるい
は外付けされる。ドライブ２１２は、装着されている磁気ディスク、光ディスク、光磁気
ディスク、または半導体メモリ等のリムーバブル記憶媒体２４に記録されている情報を読
み出して、ＲＡＭ２０３に出力する。また、ドライブ２１２は、リムーバブル記憶媒体２
４に情報を書き込むこともできる。
【００５４】
　撮像装置２１３は、光を集光する撮影レンズおよびズームレンズなどの撮像光学系、お
よびＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）またはＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐ
ｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）などの信
号変換素子を備える。撮像光学系は、被写体から発せられる光を集光して信号変換部に被
写体像を形成し、信号変換素子は、形成された被写体像を電気的な画像信号に変換する。
【００５５】
　通信装置２１５は、例えば、ネットワーク１２に接続するための通信デバイス等で構成
された通信インタフェースである。また、通信装置２１５は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　
Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）対応通信装置であっても、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅ
ｖｏｌｕｔｉｏｎ）対応通信装置であっても、有線による通信を行うワイヤー通信装置で
あってもよい。
【００５６】
　なお、ネットワーク１２は、ネットワーク１２に接続されている装置から送信される情
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報の有線、または無線の伝送路である。例えば、ネットワーク１２は、インターネット、
電話回線網、衛星通信網などの公衆回線網や、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）を含む各種
のＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）などを含んでもよい。また、ネットワーク１２は、ＩＰ－ＶＰＮ（Ｉｎｔ
ｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）な
どの専用回線網を含んでもよい。
【００５７】
　　＜＜４．むすび＞
　以上説明したように、本実施形態による情報処理装置２０は、操作オブジェクト４０の
移動に応じて目標オブジェクト５０の表示を変化させることができるので、ユーザは、目
標オブジェクト５０の表示の変化に基づいてロック解除操作の進み具合やロック解除のタ
イミングをより容易に把握することが可能となる。その結果、ロック解除操作の操作性を
向上することが可能である。
【００５８】
　なお、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、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、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【００５９】
　例えば、本明細書の電力交換システム、または情報処理装置２０の処理における各ステ
ップは、必ずしもフローチャートとして記載された順序に沿って時系列に処理する必要は
ない。例えば、情報処理装置２０の処理における各ステップは、フローチャートとして記
載した順序と異なる順序で処理されても、並列的に処理されてもよい。
【００６０】
　また、情報処理装置２０に内蔵されるＣＰＵ２０１、ＲＯＭ２０２およびＲＡＭ２０３
などのハードウェアを、上述した情報処理装置２０の各構成と同等の機能を発揮させるた
めのコンピュータプログラムも作成可能である。また、該コンピュータプログラムを記憶
させた記憶媒体も提供される。
【００６１】
　また、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
　（１）
　操作オブジェクトおよび目標オブジェクトを含むロック解除画面の表示を制御する表示
制御部と、
　前記ロック解除画面において前記操作オブジェクトを前記目標オブジェクトに移動させ
るユーザによるロック解除操作を検出する操作検出部と、
を備え、
　前記表示制御部は、前記操作オブジェクトの移動に応じ、前記目標オブジェクトの表示
を変化させる、情報処理装置。
　（２）
　前記表示制御部は、前記操作オブジェクトが前記目標オブジェクトに近づくにつれて前
記目標オブジェクトのサイズを大きくする、前記（１）に記載の情報処理装置。
　（３）
　前記表示制御部は、ユーザ操作に応じた任意の方向へ前記操作オブジェクトを移動させ
る、前記（１）または（２）に記載の情報処理装置。
　（４）
　操作オブジェクトおよび目標オブジェクトを含むロック解除画面の表示を制御するステ
ップと、
　前記ロック解除画面において前記操作オブジェクトを前記目標オブジェクトに移動させ
るユーザによるロック解除操作を検出するステップと、
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を含み、
　前記ロック解除操作の過程において、前記操作オブジェクトの移動に応じ、前記目標オ
ブジェクトの表示を変化させる、表示制御方法。
　（５）
　コンピュータを、
　操作オブジェクトおよび目標オブジェクトを含むロック解除画面の表示を制御する表示
制御部と、
　前記ロック解除画面において前記操作オブジェクトを前記目標オブジェクトに移動させ
るユーザによるロック解除操作を検出する操作検出部と、
を備え、
　前記表示制御部は、前記操作オブジェクトの移動に応じ、前記目標オブジェクトの表示
を変化させる情報処理装置として機能させるための、プログラム。
【符号の説明】
【００６２】
２０　情報処理装置
２２０　表示部
２３０　タッチパネル
２４０　制御部
２４２　操作検出部
２４４　表示制御部

【図１】 【図２】
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