
JP 6249652 B2 2017.12.20

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子装置の動作方法において、
　表示されたコンテンツ領域に対する少なくとも１つの第１のタッチを感知し、感知され
た該タッチによって形成される第１の四角形の面積を決定するステップと、
　感知された前記タッチが移動した第２のタッチによって形成される第２の四角形の面積
を決定するステップと、
　前記第１の四角形及び前記第２の四角形の面積を比較して、前記コンテンツ領域に対す
る前記タッチの機能を決定して前記コンテンツ領域を表示するステップと、を有し、
　前記第１の四角形の面積及び前記第２の四角形の面積は、それぞれ２つのタッチ入力に
よって感知されたデュアルタッチ領域に含まれる前記２つのタッチ入力地点に最も近接す
る第１ピクセルの交点及び第２ピクセルの交点を基準に生成された領域により決定され、
　前記電子装置は、前記第１ピクセルの交点及び前記第２ピクセルの交点のＸ座標又はＹ
座標が同一と判断された場合、同一と判断された前記第１ピクセルのＸ座標又はＹ座標か
ら予め設定されたオフセット値を減算し、同一と判断された前記第２ピクセルのＸ座標又
はＹ座標に予め設定された前記オフセット値を加算して領域を決定することを特徴とする
タッチ機能制御方法。
【請求項２】
　前記コンテンツ領域を表示するステップは、
　前記コンテンツ領域のスクロール、又は前記コンテンツ領域の拡大若しくは縮小を示す
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ことを特徴とする請求項１に記載のタッチ機能制御方法。
【請求項３】
　前記第２の四角形の面積が前記第１の四角形の面積に比べてしきい値の範囲より大きい
場合は、前記コンテンツ領域の拡大を示すことを特徴とする請求項２に記載のタッチ機能
制御方法。
【請求項４】
　前記第２の四角形の面積が前記第１の四角形の面積に比べてしきい値の範囲より小さい
場合は、前記コンテンツ領域の縮小を示すことを特徴とする請求項２に記載のタッチ機能
制御方法。
【請求項５】
　前記第２の四角形の面積が前記第１の四角形の面積と比べてしきい値の範囲内の値を有
する場合は、前記コンテンツ領域のスクロールを示すことを特徴とする請求項２に記載の
タッチ機能制御方法。
【請求項６】
　電子装置であって、
　タッチスクリーンと、
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　前記メモリに格納されて、前記１つ以上のプロセッサによって駆動されるプログラムと
、を備え、
　前記プログラムは、
　前記タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域に対する少なくとも１つの第１のタ
ッチを感知し、感知された該タッチによって形成される第１の四角形の面積を決定するス
テップと、
　感知された前記タッチが移動した第２のタッチによって形成される第２四角形の面積を
決定するステップと、
　前記第１の四角形及び前記第２の四角形の面積を比較して、前記コンテンツ領域に対す
る前記タッチの機能を決定して前記コンテンツ領域を前記タッチスクリーンに表示するス
テップと、を実行させ、
　前記第１の四角形の面積及び前記第２の四角形の面積は、それぞれ２つのタッチ入力に
よって感知されたデュアルタッチ領域に含まれる前記２つのタッチ入力地点に最も近接す
る第１ピクセルの交点及び第２ピクセルの交点を基準に生成された領域により決定され、
　前記プロセッサは、前記第１ピクセルの交点及び前記第２ピクセルの交点のＸ座標又は
Ｙ座標が同一と判断された場合、同一と判断された前記第１ピクセルのＸ座標又はＹ座標
から予め設定されたオフセット値を減算し、同一と判断された前記第２ピクセルのＸ座標
又はＹ座標に予め設定された前記オフセット値を加算して領域を決定することを特徴とす
る電子装置。
【請求項７】
　前記コンテンツ領域を表示するステップは、
　前記コンテンツ領域のスクロール、又は前記コンテンツ領域の拡大若しくは縮小を示す
ことを特徴とする請求項６に記載の電子装置。
【請求項８】
　前記第２の四角形の面積が前記第１の四角形の面積に比べてしきい値の範囲より大きい
場合は、前記コンテンツ領域の拡大を示すことを特徴とする請求項７に記載の電子装置。
【請求項９】
　前記第２の四角形の面積が前記第１の四角形の面積に比べてしきい値の範囲より小さい
場合は、前記コンテンツ領域の縮小を示すことを特徴とする請求項７に記載の電子装置。
【請求項１０】
　前記第２の四角形の面積が前記第１の四角形の面積と比べてしきい値の範囲内の値を有
する場合は、前記コンテンツ領域のスクロールを示すことを特徴とする請求項７に記載の
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電子装置。
【請求項１１】
　電子装置であって、
　タッチスクリーンと、
　前記タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域に対する少なくとも１つの第１のタ
ッチを感知し、感知された該タッチによって形成される第１の四角形の面積を決定し、感
知された前記タッチが移動した第２のタッチによって形成される第２の四角形の面積を決
定し、前記第１の四角形及び前記第２の四角形の面積を比較して、前記コンテンツ領域に
対する前記タッチの機能を決定して前記コンテンツ領域を前記タッチスクリーンに表示す
るように制御するプロセッサと、を備え、
　前記第１の四角形の面積及び前記第２の四角形の面積は、それぞれ２つのタッチ入力に
よって感知されたデュアルタッチ領域に含まれる前記２つのタッチ入力地点に最も近接す
る第１ピクセルの交点及び第２ピクセルの交点を基準に生成された領域により決定され、
　前記プロセッサは、前記第１ピクセルの交点及び前記第２ピクセルの交点のＸ座標又は
Ｙ座標が同一と判断された場合、同一と判断された前記第１ピクセルのＸ座標又はＹ座標
から予め設定されたオフセット値を減算し、同一と判断された前記第２ピクセルのＸ座標
又はＹ座標に予め設定された前記オフセット値を加算して領域を決定することを特徴とす
る電子装置。
【請求項１２】
　前記コンテンツ領域の表示は、前記コンテンツ領域のスクロール、又は前記コンテンツ
領域の拡大若しくは縮小を示すことを特徴とする請求項１１に記載の電子装置。
【請求項１３】
　前記第２の四角形の面積が前記第１の四角形の面積に比べてしきい値の範囲より大きい
場合は、前記コンテンツ領域の拡大を示すことを特徴とする請求項１２に記載の電子装置
。
【請求項１４】
　前記第２の四角形の面積が前記第１の四角形の面積に比べてしきい値の範囲より小さい
場合は、前記コンテンツ領域の縮小を示すことを特徴とする請求項１２に記載の電子装置
。
【請求項１５】
　前記第２の四角形の面積が前記第１の四角形の面積と比べてしきい値の範囲内の値を有
する場合は、前記コンテンツ領域のスクロールを示すことを特徴とする請求項１２に記載
の電子装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子装置のタッチスクリーンのコンテンツ領域に対するタッチ及び／又はタ
ッチの移動（ドラッグ）に応じてタッチ機能を制御する方法及びその方法を実行する電子
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　タッチ入力方式の電子装置が開発されることによって、ユーザは電子装置の任意の領域
をタッチして電子装置のタッチスクリーンに表示されたコンテンツのスクロール又は拡大
／縮小を手軽に調節できるようになった。例えば、電子装置のタッチスクリーンに表示さ
れたコンテンツの任意の領域をタッチ入力してコンテンツをスクロールすることができ、
或いはユーザの望む大きさだけコンテンツを拡大又は縮小することもできる。
【０００３】
　しかし、従来の電子装置ではユーザがタッチ領域に入力したタッチがシングルタッチ入
力であるか又はマルチタッチ入力であるかを先に判断し、それぞれのタッチ入力方式に応
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じて、タッチ入力動作がタッチスクリーンに表示されたコンテンツをスクロールする動作
であるか、或いはタッチスクリーンに表示されたコンテンツを拡大又は縮小する動作であ
るかを判断する。即ち、電子装置では、それぞれの場合の数に応じて異なるアルゴリズム
が適用されるため、１つの動作を認識するためには非常に複雑なアルゴリズムが必要とな
る。
【０００４】
　従って、ユーザが入力したタッチに応じて、電子装置のタッチスクリーンに表示された
コンテンツのスクロール又はコンテンツ領域の拡大／縮小を容易に調節できる方法が求め
られる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】韓国特許出願公開第１０－２０１０－００１８８８３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、タッチ
領域の変化によってタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域の拡大／縮小のための
イベントであるか否かを確認できるタッチ機能制御方法及びその電子装置を提供すること
にある。
　また、本発明の目的は、タッチの移動（ｄｒａｇ、ｍｏｖｅｍｅｎｔ）によるタッチ領
域の面積（大きさ、ｓｉｚｅ）の変化によってタッチスクリーンに表示されたコンテンツ
のスクロール又はコンテンツ領域の拡大／縮小を調節できるタッチ機能制御方法及びその
電子装置を提供することにある。
　また、本発明の目的は、タッチの移動によるタッチ領域に含まれるピクセルの個数の変
化によってタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域のスクロール又は領域の拡大／
縮小を調節できるタッチ機能制御方法及びその電子装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するためになされた本発明の一態様による電子装置のタッチ機能制御方
法は、表示されたコンテンツ領域に対する少なくとも１つの第１のタッチを感知し、感知
された該タッチによって形成される第１の四角形の面積を決定するステップと、感知され
た前記タッチが移動した第２のタッチによって形成される第２の四角形の面積を決定する
ステップと、前記第１の四角形及び前記第２の四角形の面積を比較して、前記コンテンツ
領域に対する前記タッチの機能を決定して前記コンテンツ領域を表示するステップと、を
有する。
【０００８】
　前記コンテンツ領域を表示するステップは、前記コンテンツ領域のスクロール、又は前
記コンテンツ領域の拡大若しくは縮小を示し得る。
　前記第２の四角形の面積が前記第１の四角形の面積に比べてしきい値の範囲より大きい
場合は、前記コンテンツ領域の拡大を示し得る。
　前記第２の四角形の面積が前記第１の四角形の面積に比べてしきい値の範囲より小さい
場合は、前記コンテンツ領域の縮小を示し得る。
　前記第２の四角形の面積が前記第１の四角形の面積と比べてしきい値の範囲内の値を有
する場合は、前記コンテンツ領域のスクロールを示し得る。
　前記タッチ機能制御方法は、前記第１の四角形の面積を決定するステップの前に、前記
コンテンツ領域のスクロール、又は拡大若しくは縮小のためのイベントを含むことができ
る。
【０００９】
　上記目的を達成するためになされた本発明の一態様による電子装置は、タッチスクリー
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ンと、１つ以上のプロセッサと、メモリと、前記メモリに格納されて、前記１つ以上のプ
ロセッサによって駆動されるプログラムと、を備え、前記プログラムは、前記タッチスク
リーンに表示されたコンテンツ領域に対する少なくとも１つの第１のタッチを感知し、感
知された該タッチによって形成される第１の四角形の面積を決定するステップと、感知さ
れた前記タッチが移動した第２のタッチによって形成される第２の四角形の面積を決定す
るステップと、前記第１の四角形及び前記第２の四角形の面積を比較して、前記コンテン
ツ領域に対する前記タッチの機能を決定して前記コンテンツ領域を前記タッチスクリーン
に表示するステップと、を実行させる。
【００１０】
　上記目的を達成するためになされた本発明の他の態様による電子装置は、タッチスクリ
ーンと、前記タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域に対する少なくとも１つの第
１のタッチを感知し、感知された該タッチによって形成される第１の四角形の面積を決定
し、感知された前記タッチが移動した第２のタッチによって形成される第２の四角形の面
積を決定し、前記第１の四角形及び前記第２の四角形の面積を比較して、前記コンテンツ
領域に対する前記タッチの機能を決定して前記コンテンツ領域を前記タッチスクリーンに
表示するように制御するプロセッサと、を備える。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の電子装置のタッチ機能制御方法によれば、表示されたコンテンツ領域に対して
感知された第１のタッチによって形成される第１の領域と、タッチが移動した第２のタッ
チによって形成される第２の領域との、タッチ領域の面積の変化又はピクセルの個数の変
化を比較することで、タッチスクリーンに表示されたコンテンツのスクロール又はコンテ
ンツ領域の拡大／縮小を調節することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１Ａ】表示されたコンテンツ領域をスクロールダウンする本発明の一実施形態を模式
的に示す図である。
【図１Ｂ】表示されたコンテンツ領域をスクロールアップする本発明の一実施形態を模式
的に示す図である。
【図１Ｃ】表示されたコンテンツ領域を拡大する本発明の一実施形態を模式的に示す図で
ある。
【図１Ｄ】表示されたコンテンツ領域を縮小する本発明の一実施形態を模式的に示す図で
ある。
【図２】２つのタッチが移動する場合に、表示されたコンテンツを拡大する本発明の他の
実施形態を示す図である。
【図３】複数のタッチ移動に応じて、表示されたコンテンツをスクロールダウンする本発
明の一実施形態を示す図である。
【図４Ａ】本発明の一実施形態によるタッチ領域の変化によって、タッチスクリーンに表
示されたコンテンツ領域のスクロール又は拡大／縮小のためのイベントであるかを確認す
る方法を説明する図である。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態による２つのタッチによって四角形領域を決定する方法を
説明する図である。
【図５】第１タッチ入力を受けた場合に、設定された領域を生成する本発明の一実施形態
を示す図である。
【図６】２つのタッチ入力を受けた場合に、設定された領域を生成する本発明の一実施形
態を示す図である。
【図７】検出された第１ピクセルの交点及び第２ピクセルの交点のＸ座標が同一と判断さ
れた場合にオフセットを適用する本発明の一実施形態を示す図である。
【図８】検出された第１ピクセルの交点及び第２ピクセルの交点のＹ座標が同一と判断さ
れた場合にオフセットを適用する本発明の一実施形態を示す図である。
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【図９】１つのタッチ入力を受けて、表示されたコンテンツをスクロールする本発明の一
実施形態を示す図である。
【図１０】２つのタッチ入力を受けて、表示されたコンテンツをスクロールする本発明の
一実施形態を示す図である。
【図１１】マルチタッチ入力を受けて、表示されたコンテンツをスクロールする本発明の
一実施形態を示す図である。
【図１２】２つのタッチ入力を受けて、表示されたコンテンツを縮小する本発明の一実施
形態を示す図である。
【図１３】本発明の一実施形態によるタッチ領域を調節する電子装置の動作手順を示すフ
ローチャートである。
【図１４】本発明の一実施形態による電子装置の構成を示したブロック図である。
【図１５】（ａ）は、本発明の一実施形態によるタッチ領域を調節する電子装置の動作手
順を示すフローチャートであり、（ｂ）は、本発明の一実施形態によるタッチ領域を調節
する電子装置の各手段を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための形態の具体例を、図面を参照しながら詳細に説明する。
本発明を説明するに当たって、関連する公知機能又は構成に対する具体的な説明が本発明
の要旨を不要に不明確にするおそれがあると判断した場合、その詳細な説明を省略する。
そして、後述する用語は、本発明における機能を考慮して定義した用語であって、これは
ユーザ、運用者の意図又は慣例などによって異なることがある。従って、その定義は本明
細書全般に亘る内容に基づいて行われるべきである。
【００１４】
　図１Ａは、表示されたコンテンツ領域をスクロールダウンする本発明の一実施形態を模
式的に示す図である。電子装置は、例えば、２０（５×４）に区別されたそれぞれのタッ
チを感知する。電子装置がタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域のうちの少なく
とも１つのタッチ入力を感知する。感知されたそれぞれのタッチ入力のＸ及びＹ座標値を
比較してＸ値の最大値と最小値を決定しＹ座標値の最小値と最大値を決定することで、こ
れらの座標値からなる第２四角形（ボックス）領域１０１を設定する。タッチ入力が１つ
の場合はＸ、Ｙ座標値が１つであるため、その場合はＸ、Ｙ座標値の周りの最小単位の四
角形に決定する。
【００１５】
　次いで、少なくとも１つのタッチが移動（ドラッグ）することによって発生するタッチ
点のＸ及びＹ座標の最大値と最小値によって形成される第３四角形（ボックス）１０２の
面積（大きさ）を決定する。本実施形態で変数とするものはタッチ点のＸ及びＹ座標の最
大値と最小値によって形成される第３四角形（ボックス）１０２の面積である。決定され
た第３四角形の面積を第２四角形の面積と比較する。第３四角形の面積と第２四角形の面
積の差が所定幅のしきい値（ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）の範囲内の場合、タッチの移動はコン
テンツ領域をスクロールすることであると決定する。この場合、コンテンツ領域はスクロ
ールされて表示される。この時、スクロールはスクロールダウン（ｄｏｗｎ）に該当する
。
【００１６】
　ここで、しきい値とは電子装置の機能設定に応じて予め決められた値であって、ユーザ
の設定に応じて変更できる。
【００１７】
　第２四角形を形成するタッチは複数のタッチである場合があり、このような複数のタッ
チの中には電子装置のスクリーンに表示されたコンテンツ領域のうちの最初にタッチされ
る第１タッチを含む。このような関係は、上述したように、タッチスクリーンに表示され
たコンテンツ領域のスクロール又は拡大／縮小のためのイベントであると見なすことがで
きる。
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【００１８】
　電子装置のタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域は電子装置のタッチスクリー
ンに表示されたオブジェクト（ｏｂｊｅｃｔ）を示し得る。オブジェクトはグラフィック
オブジェクト（ｇｒａｐｈｉｃａｌ　ｏｂｊｅｃｔ）であり得る。
【００１９】
　図１Ｂは、表示されたコンテンツ領域をスクロールアップする本発明の一実施形態を模
式的に示す図である。電子装置がタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域のうちの
少なくとも１つのタッチ入力を感知し、感知されたそれぞれのタッチ入力のＸ及びＹ座標
値を比較してＸ値の最大値と最小値を決定しＹ座標値の最小値と最大値を決定することで
、これらの座標値からなる第２四角形（ボックス）領域１０３を設定する。タッチ入力が
１つの場合はＸ、Ｙ座標値が１つであるため、その場合はＸ、Ｙ座標値の周りの最小単位
の四角形に決定する。
【００２０】
　次いで、少なくとも１つのタッチが移動（ドラッグ）することによって発生するタッチ
点のＸ及びＹ座標の最大値と最小値によって形成される第３四角形（ボックス）１０４の
面積を決定する。決定された第３四角形の面積を第２四角形の面積と比較する。第３四角
形の面積と第２四角形の面積の差が所定幅のしきい値の範囲内の場合、タッチの移動はコ
ンテンツ領域をスクロールすることであると決定する。この場合、コンテンツ領域はスク
ロールされて表示される。この時、スクロールはスクロールアップ（ｕｐ）に該当する。
【００２１】
　ここで、しきい値とは電子装置の機能設定に応じて予め決められた値であって、ユーザ
の設定に応じて変更できる。
【００２２】
　第２四角形を形成するタッチは複数のタッチである場合があり、このような複数のタッ
チの中には電子装置のスクリーンに表示されたコンテンツの領域のうちの最初にタッチさ
れる第１タッチを含む。このような関係は、上述したように、タッチスクリーンに表示さ
れたコンテンツ領域のスクロール又は拡大／縮小のためのイベントであると見なすことが
できる。
【００２３】
　電子装置のタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域は電子装置のタッチスクリー
ンに表示されたオブジェクトを示し得る。オブジェクトはグラフィックオブジェクトであ
り得る。
【００２４】
　図１Ｃは、表示されたコンテンツ領域を拡大する本発明の一実施形態を模式的に示す図
である。電子装置がタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域のうちの少なくとも１
つのタッチ入力を感知し、感知されたそれぞれのタッチ入力のＸ及びＹ座標値を比較して
Ｘ値の最大値と最小値を決定しＹ座標値の最小値と最大値を決定することで、これらの座
標値からなる第２四角形（ボックス）領域１０５を設定する。次いで、少なくとも１つの
タッチが移動（ドラッグ）することによって発生するタッチ点のＸ及びＹ座標の最大値と
最小値によって形成される第３四角形（ボックス）１０６の面積を決定する。第３四角形
の面積が第２四角形の面積に比べて所定幅のしきい値の範囲より大きい場合、タッチの移
動はコンテンツ領域を拡大（ｍａｇｎｉｆｙｉｎｇ、ｚｏｏｍｉｎｇ　ｉｎ）することで
あると決定する。この場合、コンテンツ領域は拡大されて表示される。
【００２５】
　コンテンツ領域の拡大比率は第３四角形の面積と第２四角形の面積の差に比例し得る。
この時、比例は１次元の比例である場合もあり、或いは多次元の比例関係である場合もあ
る。即ち、コンテンツ領域の拡大値は第３四角形の面積と第２四角形の面積の差を変数と
する１次元方程式又は多次元方程式関係であり得る。
【００２６】
　また、第２四角形と第３四角形の面積の代わりに各四角形の座標点のＸ軸の差の自乗と
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Ｙ軸の差の自乗を足した値を基準とすることができる。即ち、（Ｘｍａｘ－Ｘｍｉｎ）２

＋（Ｙｍａｘ－Ｙｍｉｎ）２を四角形の面積の代わりに比較基準とすることができる（Ｘ

ｍａｘは四角形の各点の座標のうちのＸ軸の最大値、Ｘｍｉｎは四角形の各点の座標のう
ちのＸ軸の最小値、Ｙｍａｘは四角形の各点の座標のうちのＹ軸の最大値、Ｙｍｉｎは四
角形の各点の座標のうちのＹ軸の最小値）。
【００２７】
　ここで、しきい値とは電子装置の機能設定に応じて予め決められた値であって、ユーザ
の設定に応じて変更できる。
【００２８】
　第２四角形を形成するタッチは複数のタッチである場合があり、このような複数のタッ
チの中には電子装置のスクリーンに表示されたコンテンツの領域のうちの最初にタッチさ
れる第１タッチを含む。このような関係は、上述したように、タッチスクリーンに表示さ
れたコンテンツ領域をスクロールするイベント又はコンテンツ領域の拡大／縮小のための
イベントであると見なすことができる。
【００２９】
　電子装置のタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域の拡大は電子装置のタッチス
クリーンに表示されたオブジェクトのパラメータ（ｐａｒａｍｅｔｅｒ）を大きく調節す
る（ａｄｊｕｓｔ）ことであり得る。
【００３０】
　図１Ｄは、表示されたコンテンツ領域を縮小する本発明の一実施形態を模式的に示す図
である。電子装置がタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域のうちの少なくとも１
つのタッチ入力を感知し、感知されたそれぞれのタッチ入力のＸ及びＹ座標値を比較して
Ｘ値の最大値と最小値を決定しＹ座標値の最小値と最大値を決定することで、これらの座
標値からなる第２四角形（ボックス）領域１０７を設定する。次いで、少なくとも１つの
タッチが移動（ドラッグ）することによって発生するタッチ点のＸ及びＹ座標の最大値と
最小値によって形成される第３四角形（ボックス）１０８の面積を決定する。第３四角形
の面積が第２四角形の面積に比べて所定幅のしきい値の範囲より小さい場合、タッチの移
動はコンテンツ領域を縮小（ｚｏｏｍｉｎｇ　ｏｕｔ）することであると決定する。この
場合、コンテンツ領域は縮小されて表示される。
【００３１】
　コンテンツ領域の縮小比率は第３四角形の面積と第２四角形の面積の差に比例し得る。
この時、比例は１次元の比例である場合もあり、或いは多次元の比例関係である場合もあ
る。即ち、コンテンツ領域の縮小値は第３四角形の面積と第２四角形の面積の差を変数と
する１次元方程式又は多次元方程式関係であり得る。
【００３２】
　また、第２四角形と第３四角形の面積の代わりに各四角形の座標点のＸ軸の差の自乗と
Ｙ軸の差の自乗を足した値を基準とすることができる。即ち、（Ｘｍａｘ－Ｘｍｉｎ）２

＋（Ｙｍａｘ－Ｙｍｉｎ）２を四角形の面積の代わりに比較基準とすることができる（Ｘ

ｍａｘは四角形の各点の座標のうちのＸ軸の最大値、Ｘｍｉｎは四角形の各点の座標のう
ちのＸ軸の最小値、Ｙｍａｘは四角形の各点の座標のうちのＹ軸の最大値、Ｙｍｉｎは四
角形の各点の座標のうちのＹ軸の最小値）。
【００３３】
　ここで、しきい値とは電子装置の機能設定に応じて予め決められた値であって、ユーザ
の設定に応じて変更できる。
【００３４】
　第２四角形を形成するタッチは複数のタッチである場合があり、このような複数のタッ
チの中には電子装置のスクリーンに表示されたコンテンツの領域のうちの最初にタッチさ
れる第１タッチを含む。このような関係は、上述したように、タッチスクリーンに表示さ
れたコンテンツ領域のスクロール又は拡大／縮小のためのイベントであると見なすことが
できる。
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【００３５】
　電子装置のタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域の縮小は電子装置のタッチス
クリーンに表示されたオブジェクトのパラメータを小さく調節することであり得る。
【００３６】
　また、図１Ｃで、タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域を拡大する条件を異な
るように設定することができる。即ち、四角形の面積が基準値を超えることを、表示され
たコンテンツ領域を拡大する条件として与えることができる。例えば、四角形の面積の基
準値を４ｃｍ２に設定した場合は、第２四角形の面積がこの基準値を超える時点から、表
示されたコンテンツ領域の拡大が行われるようにすることができる（図４Ａで後述する第
１四角形の面積は基準値と同じか又はそれより小さいことを前提とする）。コンテンツ領
域の拡大比率は基準値を超える比率に連動させることができる。もし、第１四角形の面積
が基準値以上の場合は、第２四角形の面積が第１四角形の面積より大きくなる時点から、
表示されたコンテンツ領域の拡大が行われるようにすることができる。拡大比率は基準値
を超える比率に連動させることができる。
【００３７】
　また、図１Ｄで、表示されたコンテンツ領域を縮小する条件として、四角形の面積が基
準値未満になることを与えることができる（図４Ａで後述する第１四角形の面積は基準値
と同じか又はそれより大きいことを前提とする）。
【００３８】
　また、上述したように、表示されたコンテンツ領域を拡大する２つの条件を共に使用す
ることができる。即ち、四角形の面積が基準値を超えることと、第３四角形の面積が第２
四角形の面積に比べて予め定められた所定幅の第２しきい値（オフセットと表現する場合
もある）の範囲より大きくなることとを、タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域
を拡大する条件とすることができる。また、タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領
域を縮小する条件として、四角形の面積が基準値未満になることと、第３四角形の面積が
第２四角形の面積に比べて予め定められた所定幅の第２しきい値（オフセットと表現する
場合もある）の範囲より小さくなることとを設定することができる。
【００３９】
　図２は、２つのタッチが移動する場合に、表示されたコンテンツを拡大する本発明の一
実施形態を模式的に示す図である。電子装置がタッチスクリーンに表示されたコンテンツ
領域のうちの２つのタッチ入力２０１、２０２を感知し、感知されたそれぞれのタッチ入
力のＸ及びＹ座標値を比較してＸ値の最大値と最小値を決定し（ここではＸ値の最大値と
最小値に所定のオフセットを設けた場合を表示する）Ｙ座標値の最小値と最大値を決定す
ることで（ここではＹ値の最大値と最小値に所定のオフセットを設けた場合を表示する）
、これらの座標値からなる第２四角形（ボックス）領域２０３を設定する。次いで、２つ
のタッチが移動（ドラッグ）することによって発生するタッチ点のＸ及びＹ座標の最大値
と最小値（所定のオフセットを適用する）によって形成される第３四角形（ボックス）２
０７の面積を決定する。図２に示したように、第３四角形の面積が第２四角形の面積より
大きい。即ち、移動したタッチのＸ及びＹ座標の最大値と最小値（所定のオフセットを適
用する）の差が移動前より大きい場合である。このような四角形の面積の差が予め定めら
れたしきい値の範囲を超える場合は、タッチの移動は上述のコンテンツ領域を拡大するこ
とであると決定し、この場合、コンテンツ領域はタッチスクリーンに拡大されて表示され
る。
【００４０】
　コンテンツ領域の拡大又は縮小比率は第３四角形の面積と第２四角形の面積の差に比例
し得る。この時、比例は１次元の比例である場合もあり、或いは多次元の比例関係である
場合もある。即ち、コンテンツ領域の拡大値又は縮小値は第３四角形の面積と第２四角形
の面積の差を変数とする１次元方程式又は多次元方程式関係であり得る。
【００４１】
　また、第２四角形と第３四角形の面積の代わりに各四角形の座標点のＸ軸の差の自乗と
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Ｙ軸の差の自乗を足した値を基準とすることができる。即ち、（Ｘｍａｘ－Ｘｍｉｎ）２

＋（Ｙｍａｘ－Ｙｍｉｎ）２を四角形の面積の代わりに比較基準とすることができる（Ｘ

ｍａｘは四角形の各点の座標のうちのＸ軸の最大値、Ｘｍｉｎは四角形の各点の座標のう
ちのＸ軸の最小値、Ｙｍａｘは四角形の各点の座標のうちのＹ軸の最大値、Ｙｍｉｎは四
角形の各点の座標のうちのＹ軸の最小値）。
【００４２】
　ここで、しきい値とは電子装置の機能設定に応じて予め決められた値であって、ユーザ
の設定に応じて変更できる。
【００４３】
　第２四角形を形成するタッチは複数のタッチである場合があり、このような複数のタッ
チの中には電子装置のスクリーンに表示されたコンテンツ領域のうちの最初にタッチされ
る第１タッチを含む。このような関係は、上述したように、タッチスクリーンに表示され
たコンテンツ領域のスクロール又は拡大／縮小のためのイベントであると見なすことがで
きる。
【００４４】
　電子装置のタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域の拡大は電子装置のタッチス
クリーンに表示されたオブジェクトのパラメータを大きく調節することであり得る。
【００４５】
　図３は、複数のタッチ移動に応じて、表示されたコンテンツをスクロールダウンする本
発明の一実施形態を模式的に示す図である。電子装置がタッチスクリーンに表示されたコ
ンテンツ領域のうちの２つのタッチ入力３０１、３０２を感知する。感知されたそれぞれ
のタッチ入力のＸ及びＹ座標値を比較してＸ値の最大値と最小値を決定しＹ座標値の最小
値と最大値を決定することで、これらの座標値からなる第２四角形（ボックス）領域３０
３を設定する。次いで、２つのタッチが移動（ドラッグ）すると共にタッチが更に１つ増
加して３つのタッチ点のＸ及びＹ座標の最大値と最小値によって形成される第３四角形（
ボックス）３０４の面積を決定する。第３四角形の面積と第２四角形の面積の差がしきい
値の範囲内の場合、タッチの移動はコンテンツ領域をスクロールすることであると決定す
る。この場合、コンテンツ領域はスクロールされて表示される。この時、スクロールはス
クロールダウンに該当する。
【００４６】
　ここで、しきい値とは電子装置の機能設定に応じて予め決められた値であって、ユーザ
の設定に応じて変更できる。
【００４７】
　第２四角形を形成するタッチは複数のタッチである場合があり、このような複数のタッ
チの中には電子装置のスクリーンに表示されたコンテンツ領域のうちの最初にタッチされ
る第１タッチを含む。このような関係は、上述したように、タッチスクリーンに表示され
たコンテンツ領域のスクロール又は拡大／縮小のためのイベントであると見なすことがで
きる。
【００４８】
　電子装置のタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域は電子装置のタッチスクリー
ンに表示されたオブジェクトを示し得る。オブジェクトはグラフィックオブジェクトであ
り得る。
【００４９】
　図４Ａは、本発明の一実施形態によるタッチ領域の変化によって、タッチスクリーンに
表示されたコンテンツ領域のスクロール又は拡大／縮小のためのイベントであるかを確認
する方法を説明する図である。
【００５０】
　電子装置のスクリーンに表示されたコンテンツ領域の中に第１タッチが行われると、第
１タッチの地点に第１四角形領域４０３が発生する。このような四角形領域を形成する方
法は後述の図４Ｂ及び図５で詳細に説明する。第１タッチの地点が座標の地点に正確に一
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致する場合は第１四角形の面積はゼロ（ｚｅｒｏ）である場合がある。
【００５１】
　また、このような第１四角形は、タッチスクリーン上に現れるようにするか又は現れな
いようにすることができる。このような第１タッチの後、所定時間以内（ここでは、電子
装置のユーザが、タッチが完全に不連続であると感じない時間差、例えば１５０ｍｓ又は
それ以下の所定時間を意味し、このような時間は予め定めることができる）の第２タッチ
が行われると、第１タッチの地点と第２タッチの地点のそれぞれの座標のｘ、ｙ値を基準
に最小値と最大値を決定し、４つの頂点を有する第２四角形４０４を形成できる。このよ
うな第２四角形も、タッチスクリーン上に現れるようにするか又は現れないようにするこ
とができる。
【００５２】
　また、第２タッチの後も所定時間内に行われる多数個のタッチを更に含み得る。多数個
のタッチが所定時間内に追加的に行われた場合は、多数個のタッチの地点のそれぞれの座
標のｘ、ｙ値を基準に最小値と最大値を決定し、４つの頂点を有する第２四角形を形成で
きる。この場合は、全ての多数個のタッチを第２タッチと称する。
【００５３】
　次に、第１四角形の面積（大きさ、ｓｉｚｅ）と第２四角形の面積を比較して、第２四
角形の面積が予め定められた所定幅の第１しきい値の範囲内か、それより大きいか又は小
さいかに応じて、このような第１及び第２タッチはタッチスクリーンに表示されたコンテ
ンツ領域のスクロール又は拡大／縮小のためのイベントであると見なす。
【００５４】
　以下の説明で、第１タッチと第２タッチを含めて第２タッチと称する場合もある。例え
ば、図１０、図１１、図１２、図１３、図１４、図１５、図１Ａ～図１Ｄ、図２、及び図
３などの説明で、第２タッチは以上で説明した第１タッチと第２タッチを含み得る。
【００５５】
　その後、このような第２タッチが移動して（ｄｒａｇ、ｍｏｖｅ）第３のタッチをなす
場合、第３のタッチ地点のそれぞれの座標のｘ、ｙ値を基準に最小値と最大値によって決
定した４つの頂点を有する第３四角形の面積を第２四角形の面積と比較する。また、この
ような第３四角形は、タッチスクリーン上に現れるようにするか又は現れないようにする
ことができる。第３四角形の面積が第２四角形の面積に比べて予め定められた第２しきい
値（オフセットと表現する場合もある）の範囲より大きい場合、このような第２及び第３
タッチは、面積の変化率に応じてタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域を拡大す
る。第３四角形の面積が第２四角形の面積に比べて予め定められたしきい値の範囲より大
きい例は図１Ｃに示した通りである。また、第３四角形の面積が第２四角形の面積に比べ
て予め定められたしきい値の範囲より小さい場合、このような第２及び第３タッチの面積
の変化率に応じてタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域を縮小する。第３四角形
の面積が第２四角形の面積に比べて予め定められたしきい値の範囲より小さい例は図１Ｄ
に示した通りである。
【００５６】
　ここで、しきい値はタッチスクリーンの面積を考慮して定めることができる。
【００５７】
　コンテンツ領域の拡大又は縮小比率は第３四角形の面積と第２四角形の面積の差に比例
し得る。この時、比例は１次元の比例である場合もあり、或いは多次元の比例関係である
場合もある。即ち、コンテンツ領域の拡大値又は縮小値は第３四角形の面積と第２四角形
の面積の差を変数とする１次元方程式又は多次元方程式関係であり得る。
【００５８】
　また、タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域を拡大する条件を異なるように設
定することができる。即ち、四角形の面積が基準値を超えることを、表示されたコンテン
ツ領域を拡大する条件として与えることができる。例えば、四角形の面積の基準値を４ｃ
ｍ２に設定した場合は、第２四角形の面積がこの基準値を超える時点から、表示されたコ
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ンテンツ領域の拡大が行われるようにすることができる（図４Ａの第１四角形の面積は基
準値と同じか又はそれより小さいことを前提とする）。コンテンツ領域の拡大比率は基準
値を超える比率に連動させることができる。もし、第１四角形の面積が基準値以上の場合
は、第２四角形の面積が第１四角形の面積より大きくなる時点から、表示されたコンテン
ツ領域の拡大が行われるようにすることができる。拡大の比率は基準値を超える比率に連
動させることができる。また、表示されたコンテンツ領域を縮小する条件として、四角形
の面積が基準値未満になること（図４Ａの第１四角形の面積は基準値と同じか又はそれよ
り大きいことを前提とする）を与えることができる。
【００５９】
　また、上述したように、表示されたコンテンツ領域を拡大する２つの条件を共に使用す
ることができる。即ち、四角形の面積が基準値を超えることと、第３四角形の面積が第２
四角形の面積に比べて予め定められた第２しきい値（オフセットと表現する場合もある）
の範囲より大きくなることとを、タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域を拡大す
る条件とすることができる。また、タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域を縮小
する条件として、四角形の面積が基準値未満になることと、第３四角形の面積が第２四角
形の面積に比べて予め定められた第２しきい値（オフセットと表現する場合もある）の範
囲より小さくなることとを設定することができる。
【００６０】
　また、第２四角形と第３四角形の面積の代わりに各四角形の座標点のＸ軸の差の自乗と
Ｙ軸の差の自乗を足した値を基準とすることができる。即ち、（Ｘｍａｘ－Ｘｍｉｎ）２

＋（Ｙｍａｘ－Ｙｍｉｎ）２を四角形の面積の代わりに比較基準とすることができる（Ｘ

ｍａｘは四角形の各点の座標のうちのＸ軸の最大値、Ｘｍｉｎは四角形の各点の座標のう
ちのＸ軸の最小値、Ｙｍａｘは四角形の各点の座標のうちのＹ軸の最大値、Ｙｍｉｎは四
角形の各点の座標のうちのＹ軸の最小値）。
【００６１】
　図４Ｂは、本発明の一実施形態による２つのタッチによって四角形領域を決定する方法
を説明する図である。本実施形態による電子装置はユーザから表示されたコンテンツの領
域で２つのタッチ入力を受信する。
【００６２】
　四角形領域４０１はタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域のうちの２つのタッ
チ入力の地点の座標値を超えない座標のｘ、ｙ値を基準に最小値と最大値を決定して形成
される。或いは、四角形領域４０２をタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域のう
ちの２つのタッチ入力の地点の座標値を超えた最も近い座標のｘ、ｙ値を基準に最小値と
最大値を決定して形成される。
【００６３】
　四角形領域４０１、４０２はタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域のうちの２
つのタッチ入力によって感知された２つのタッチ領域に含まれるピクセル（ｐｉｘｅｌ）
の数を基準に生成された領域であると定義できる。
【００６４】
　四角形領域４０１を決定した場合、２つのタッチが移動して（４０５）、他の四角形４
０６を形成すると、四角形４０１と他の四角形４０６の面積を比較して面積が大きくなっ
た場合にタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域を拡大する。
【００６５】
　図５は、第１タッチ入力を受けた場合に、設定された領域を生成する本発明の一実施形
態を示す図である。先ず、本実施形態による電子装置は、ユーザにより表示されたコンテ
ンツ領域のうちの少なくとも１つの領域がタッチ入力される。より具体的に、電子装置は
、タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域のうち、１つのタッチが入力されるか又
は２つのタッチが入力される。以下、本発明の実施形態では、タッチスクリーンに表示さ
れたコンテンツ領域のうちの１つのタッチが入力された場合を仮定して、設定された領域
を生成する方法を詳細に説明する。
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【００６６】
　本発明における設定された領域とは、タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域の
うちの１つのタッチ入力によって感知された領域に含まれるピクセルを基準に生成された
領域と定義され得る。先ず、電子装置は、タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域
のうちの１つの領域がタッチ入力を受信したことを感知し、タッチ領域に最も近接するピ
クセル交点（Ｘ軸とＹ軸の交点）を検出する。例えば、電子装置でいずれか１つのピクセ
ルに対するタッチ入力を受信すると、電子装置はタッチ領域の中央から最も近いピクセル
交点を検出する。その後、電子装置は、検出されたピクセル交点を基準に少なくとも１つ
のピクセルが含まれるように設定された領域を生成する。例えば、図２に示したように、
電子装置でピクセル交点５０１を検出すると、電子装置は、検出されたピクセル交点５０
１を基準に１つのピクセルが含まれるように設定された領域５０２を生成する。即ち、電
子装置は、検出されたピクセル交点５０１を中心とする４つのピクセルのうちの４分の１
の面積分のピクセルを、設定された領域５０２として生成する。他の例として、電子装置
は、検出されたピクセル交点５０１を基準に４つのピクセルが含まれるように設定された
領域５０３を生成することもできる。即ち、電子装置は、検出されたピクセル交点５０１
を中心とする周りの４つのピクセルを、設定された領域５０３として生成することもでき
る。更に他の例として、電子装置は、検出されたピクセルの交点５０１を基準に１６のピ
クセルが含まれるように、設定された領域５０４を生成することもできる。即ち、電子装
置は、検出されたピクセルの交点５０１を中心とする周りの１６のピクセルが含まれるよ
うに、設定された領域５０４を生成することもできる。結論的に、電子装置で１つのタッ
チ入力を受けた場合、電子装置は、検出されたピクセル交点を基準に少なくとも１つのピ
クセルが含まれるように、設定された領域を生成する。但し、ここで、１つのタッチの地
点が座標のピクセル交点に正確に一致する場合は、四角形の面積はゼロ（ｚｅｒｏ）であ
る場合がある。
【００６７】
　図６は、２つのタッチ入力を受けた場合に、設定された領域を生成する本発明の一実施
形態を示す図である。先ず、本実施形態による電子装置は、表示されたコンテンツ領域の
うちの少なくとも１つの領域がタッチ入力される。より具体的に、電子装置は、タッチス
クリーンに表示されたコンテンツ領域のうち、１つの領域がシングルタッチ入力されるか
又は２つの領域がデュアルタッチ入力される。以下、本発明の実施形態では、タッチスク
リーンに表示されたコンテンツ領域のうちの２つの領域がデュアル（２つの）タッチ入力
された場合を仮定して、設定された領域を生成する方法を詳細に説明する。
【００６８】
　本発明における設定された領域とは、タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域の
うちの２つのタッチ入力によって感知されたデュアルタッチ領域に含まれるピクセルを基
準に生成された領域であると定義できる。先ず、電子装置は、タッチスクリーンに表示さ
れたコンテンツ領域のうちの２つの領域がタッチ入力されたことを感知し、それぞれのタ
ッチ領域に最も近接する第１ピクセル交点６０１及び第２ピクセル交点６０２を検出する
。より具体的に、電子装置でタッチスクリーンに表示されたコンテンツの２つの領域がタ
ッチ入力された場合、電子装置は、それぞれのタッチ入力された領域に最も近接するピク
セルの交点である第１ピクセルの交点６０１及び第２ピクセルの交点６０２を検出する。
その後、電子装置は、検出された第１ピクセルの交点６０１と第２ピクセルの交点６０２
を対角線で連結して少なくとも１つのピクセルが含まれるように設定された領域を生成す
る。例えば、電子装置は、検出された第１ピクセルの交点６０１と第２ピクセルの交点６
０２を対角線とする総８つのピクセル（横ピクセル４つ、縦ピクセル２つ）で構成された
設定された領域６０３を生成する。他の例として、電子装置は、検出された第１ピクセル
交点６０１と第２ピクセル交点６０２を対角線とする総２４のピクセル（横ピクセル６つ
、縦ピクセル４つ）で構成された設定領域６０４を生成することができる。更に他の例と
して、電子装置は、検出された第１ピクセル交点６０１と第２ピクセル交点６０２を対角
線とする総４８のピクセル（横ピクセル８つ、縦ピクセル６つ）で構成された設定領域６
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０５を生成することもできる。結論的に、電子装置は、検出された第１ピクセル交点６０
１と第２ピクセル交点６０２を対角線で連結して少なくとも１つのピクセルが含まれるよ
うに、設定された領域を生成する。
【００６９】
　図７は、検出された第１ピクセル交点及び第２ピクセル交点のＸ座標が同一と判断され
た場合にオフセットを適用する本発明の一実施形態を示す図である。先ず、電子装置は、
タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域のうちの２つの領域がタッチ入力されたこ
とを感知し、それぞれのタッチ領域に最も近接する第１ピクセル交点７０１及び第２ピク
セル交点７０２を検出する。より具体的に、電子装置でタッチスクリーンに表示されたコ
ンテンツの２つの領域がタッチ入力された場合、電子装置は、それぞれのタッチ入力され
た領域に最も近接するピクセルの交点である第１ピクセル交点７０１及び第２ピクセル交
点７０２を検出する。その後、電子装置は、検出された第１ピクセル交点７０１と第２ピ
クセル交点７０２を対角線で連結して少なくとも１つのピクセルが含まれるように、設定
された領域である四角形を生成する。
【００７０】
　しかし、図７（ａ）に示したように、電子装置で検出された第１ピクセル交点７０１と
第２ピクセル交点７０２のＸ座標が同一と判断された場合、電子装置は、設定領域を生成
することができない。より具体的に、電子装置では、最初に検出された第１ピクセル交点
７０１と第２ピクセル交点７０２を連結して設定された領域を生成するアルゴリズムを実
行するが、第１ピクセル交点７０１と第２ピクセル交点７０２が同一である場合、本アル
ゴリズムを実行できない問題が生じ得る。従って、本実施形態による電子装置で検出され
た第１ピクセル交点７０１と第２ピクセル交点７０２が同一と判断された場合、電子装置
はそれぞれのＸ座標にオフセット（ｏｆｆｓｅｔ）を適用する。より具体的に、電子装置
は、第１ピクセルのＸ座標から設定されたα値を減算し、第２ピクセルのＸ座標に設定さ
れたα値を加算する。例えば、電子装置で検出された第１ピクセルのＸ座標がＸ１で、検
出された第２ピクセルのＸ座標もＸ１であると仮定する。この仮定のように、電子装置で
検出された第１ピクセルのＸ座標と第２ピクセルのＸ座標がＸ１として同じである場合、
電子装置は、第１ピクセルのＸ座標であるＸ１から設定されたα値を減算し、第２ピクセ
ルのＸ座標であるＸ１に設定されたα値を加算する。従って、電子装置は、第１ピクセル
交点のＸ座標としてＸ１－α値を得、第２ピクセル交点のＸ座標としてＸ１＋α値を得る
。結論的に、図７（ｂ）に示したように、電子装置は、検出されたＸ座標にオフセットを
適用して新しく得た第１ピクセル交点（Ｘ１－α，Ｙ１）７０３と第２ピクセル交点（Ｘ

１＋α，Ｙ２）７０４を連結して、設定された領域７０５を生成する。
【００７１】
　他の方法として、図７（ａ）に示したように、電子装置で検出された第１タッチの地点
（第１ピクセル交点）７０１と第２タッチの地点（第２ピクセル交点）７０２のＸ座標が
同じ場合は、第１タッチの地点のＹ軸値（Ｙ１）と第２タッチの地点のＹ軸値（Ｙ２）の
差（Ｙ１－Ｙ２）の自乗で面積を置き換えることができる。即ち、（Ｙ１－Ｙ２）２を設
定領域の面積と見なすことができる。
【００７２】
　図８は、検出された第１ピクセル交点及び第２ピクセル交点のＹ座標が同一と判断され
た場合にオフセットを適用する本発明の一実施形態を示す図である。先ず、電子装置は、
タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域のうちの２つの領域にタッチが入力された
ことを感知し、それぞれのタッチ領域に最も近接する第１ピクセル交点８０１及び第２ピ
クセル交点８０２を検出する。より具体的に、電子装置でタッチスクリーンに表示された
コンテンツの２つの領域にタッチが入力された場合、電子装置は、それぞれのタッチ入力
領域に最も近接するピクセルの交点である第１ピクセル交点８０１及び第２ピクセル交点
８０２を検出する。その後、電子装置は、検出された第１ピクセル交点８０１と第２ピク
セル交点８０２を対角線で連結して少なくとも１つのピクセルが含まれるように、設定さ
れた領域である四角形を生成する。
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【００７３】
　しかし、図８（ａ）に示したように、電子装置で検出された第１ピクセル交点８０１と
第２ピクセル交点８０２のＹ座標が同一と判断された場合、電子装置は、設定された領域
を生成できない。より具体的に、電子装置では、最初に検出された第１ピクセル交点８０
１と第２ピクセル交点８０２を連結して設定された領域を生成するアルゴリズムを実行す
るが、第１ピクセル交点８０１と第２ピクセル交点８０２が同一である場合、本アルゴリ
ズムを実行できない問題が生じ得る。従って、本実施形態による電子装置では、検出され
た第１ピクセル交点８０１と第２ピクセル交点８０２が同一と判断された場合、電子装置
はそれぞれのＹ座標にオフセットを適用する。より具体的に、電子装置は、第１ピクセル
のＹ座標から設定されたα値を減算し、第２ピクセルのＹ座標に設定されたα値を加算す
る。例えば、電子装置で検出された第１ピクセルのＹ座標がＹ１で、検出された第２ピク
セルのＹ座標もＹ１であると仮定する。この仮定のように、電子装置で検出された第１ピ
クセルのＹ座標と第２ピクセルのＹ座標がＹ１として同じである場合、電子装置は、第１
ピクセルのＹ座標であるＹ１から設定されたα値を減算し、第２ピクセルのＹ座標である
Ｙ１に設定されたα値を加算する。従って、電子装置は、第１ピクセル交点のＹ座標とし
てＹ１－α値を得、第２ピクセル交点のＹ座標としてＹ１＋α値を得る。結論的に、図８
（ｂ）に示したように、電子装置は、検出されたＹ座標にオフセットを適用して新しく得
た第１ピクセル交点（Ｘ１，Ｙ１－α）８０３と第２ピクセル交点（Ｘ２，Ｙ１＋α）８
０４を連結して、設定された領域８０５を生成する。
【００７４】
　他の方法として、図８（ａ）に示したように、電子装置で検出された第１タッチの地点
（第１ピクセル交点）８０１と第２タッチの地点（第２ピクセル交点）８０２のＹ座標が
同じ場合は、第１タッチの地点のＸ軸値（Ｘ１）と第２タッチの地点のＸ軸値（Ｘ２）の
差（Ｘ１－Ｘ２）の自乗で面積を置き換えることができる。即ち、（Ｘ１－Ｘ２）２を設
定領域の面積と見なすことができる。
【００７５】
　図９は、１つのタッチ入力を受けて、表示されたコンテンツをスクロールする本発明の
一実施形態を示す図である。図９に示したように、本実施形態による電子装置は、１つの
タッチ入力を受けてタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域をスクロールする。１
つのタッチ入力を受けた場合も、追加的な条件が与えられると、タッチスクリーンに表示
されたコンテンツ領域のスクロール又は拡大／縮小が可能である。
【００７６】
　但し、以下ではタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域をスクロールする場合を
説明する。先ず、電子装置は、タッチ領域が移動することによって生成された領域９０２
内に含まれるピクセルの数の増減した変化量を測定した後、測定されたピクセルの数の増
減した変化量を判断する。その後、電子装置で判断されたピクセルの数の増減した変化量
が、設定された第１変化量以上且つ設定された第２変化量未満と判断された場合、電子装
置は、コンテンツをタッチ領域が移動した領域にスクロールする。例えば、最初に生成さ
れた領域９０１内に含まれるピクセルの数が４つで、設定された第１変化量が０、設定さ
れた第２変化量が１０のピクセル数であると仮定する。この仮定では、電子装置の最初の
タッチ入力によって生成された４つのピクセルの数から移動したタッチ入力によるピクセ
ルの変化量が０と測定された場合、電子装置は、タッチスクリーンに表示されたコンテン
ツをタッチ領域が移動した領域にスクロールする。より具体的に、電子装置は、最初のタ
ッチ入力によって生成されたピクセルの数から移動したタッチ入力によって新しく生成さ
れた領域９０２内のピクセルの数の増減した変化量が、設定された第１変化量以上且つ設
定された第２変化量未満と判断された場合、電子装置は、タッチスクリーンに表示された
コンテンツをタッチ領域が移動した領域にスクロールする。
【００７７】
　また、電子装置は、タッチ領域が移動することによって生成された領域９０２内の面積
の増減した変化量を測定した後、測定された面積の増減した変化量を判断できる。その後
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、電子装置で判断された面積の増減した変化量が、設定された第１変化量以上且つ設定さ
れた第２変化量未満と判断された場合、電子装置は、コンテンツをタッチ領域が移動した
領域にスクロールする。例えば、生成された領域内の面積が８４ｍｍ２で、設定された第
１変化量が０ｍｍ２、設定された第２変化量が２０ｍｍ２と仮定する。この仮定では、電
子装置の最初のタッチ入力によって生成された領域の面積である８４ｍｍ２から移動した
タッチ入力によるピクセルの変化量が０ｍｍ２と測定された場合、電子装置は、タッチス
クリーンに表示されたコンテンツをタッチ領域が移動した領域にスクロールする。より具
体的に、電子装置は、最初のタッチ入力によって生成された領域の面積９０１から移動し
たタッチ入力によって新しく生成された領域９０２内の面積の増減した変化量が、設定さ
れた第１変化量以上且つ設定された第２変化量未満と判断された場合、電子装置は、タッ
チスクリーンに表示されたコンテンツをタッチ領域が移動した領域にスクロールする。
【００７８】
　図１０は、２つのタッチ入力を受けて、表示されたコンテンツをスクロールする本発明
の一実施形態を示す図である。図１０に示したように、本実施形態による電子装置は、２
つのタッチ入力を受けてタッチスクリーンに表示されたコンテンツをスクロールする。先
ず、電子装置は、タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域のうちの２つの領域がタ
ッチ入力されたことを感知し、それぞれのタッチ領域に最も近接する第１ピクセル交点１
００１及び第２ピクセル交点１００２を検出する。より具体的に、電子装置でタッチスク
リーンに表示されたコンテンツの２つの領域がタッチ入力された場合、電子装置は、それ
ぞれのタッチ入力された領域に最も近接するピクセル交点である第１ピクセル交点１００
１及び第２ピクセル交点１００２を検出する。その後、電子装置は、検出された第１ピク
セル交点１００１と第２ピクセル交点１００２を対角線で連結して少なくとも１つのピク
セルが含まれるように設定された領域１００３を生成する。例えば、電子装置は、検出さ
れた第１ピクセル交点１００１と第２ピクセル交点１００２を対角線とする四角形を生成
し、本発明における設定された領域１００３を生成する。
【００７９】
　電子装置は、タッチ領域が移動することによって生成された領域１００４内に含まれる
ピクセルの数の増減した変化量を測定した後、測定されたピクセルの数の増減した変化量
を判断する。その後、電子装置で判断されたピクセルの数の増減した変化量が、設定され
た第１変化量以上且つ設定された第２変化量未満と判断された場合、電子装置は、コンテ
ンツをタッチ領域が移動した領域にスクロールする。例えば、生成された領域１００３内
に含まれるピクセルの数が２０で、設定された第１変化量が０、設定された第２変化量が
２０のピクセルの数であると仮定する。この仮定では、電子装置の最初のタッチ入力によ
って生成された２０のピクセルの数から移動したタッチ入力によるピクセルの変化量が０
と測定された場合、電子装置は、タッチスクリーンに表示されたコンテンツをタッチ領域
が移動した領域にスクロールする。より具体的に、電子装置は、最初のタッチ入力によっ
て生成されたピクセルの数から移動したタッチ入力によって新しく生成された領域１００
４内のピクセルの数の増減した変化量が、設定された第１変化量以上且つ設定された第２
変化量未満と判断された場合、電子装置は、タッチスクリーンに表示されたコンテンツを
タッチ領域が移動した領域にスクロールする。
【００８０】
　また、電子装置は、タッチ領域が移動することによって生成された領域１００４内の面
積の増減した変化量を測定した後、測定された面積の増減した変化量を判断できる。その
後、電子装置で判断された面積の増減した変化量が、設定された第１変化量以上且つ設定
された第２変化量未満と判断された場合、電子装置は、コンテンツをタッチ領域が移動し
た領域にスクロールする。例えば、生成された領域内の面積が８４ｍｍ２で、設定された
第１変化量が０ｍｍ２、設定された第２変化量が２０ｍｍ２と仮定する。この仮定では、
電子装置の最初のタッチ入力によって生成された領域の面積である８４ｍｍ２から移動し
たタッチ入力によるピクセルの増加された変化量が１５ｍｍ２と測定された場合、電子装
置は、タッチスクリーンに表示されたコンテンツをタッチ領域が移動した領域にスクロー
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ルする。より具体的に、電子装置は、最初のタッチ入力によって生成された領域の面積１
００３から移動したタッチ入力によって新しく生成された領域１００４内の面積の増減し
た変化量が、設定された第１変化量以上且つ設定された第２変化量未満と判断された場合
、電子装置は、タッチスクリーンに表示されたコンテンツをタッチ領域が移動した領域に
スクロールする。
【００８１】
　図１１は、マルチタッチ入力を受けて、表示されたコンテンツをスクロールする本発明
の一実施形態を示す図である。
【００８２】
　電子装置がタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域のうちの３つのタッチ入力１
１０１、１１０２、１１０３を感知する。感知されたそれぞれのタッチ入力のＸ及びＹ座
標値を比較してＸ値の最大値と最小値を決定しＹ座標値の最小値と最大値を決定すること
で、これらの座標値からなる第２四角形（ボックス）領域１１０４を設定する。次いで、
２つのタッチが移動（ドラッグ）すると共にタッチが１つ減少して２つのタッチ点のＸ及
びＹ座標の最大値と最小値によって形成される第３四角形（ボックス）１１０５の面積を
決定する。第３四角形の面積と第２四角形の面積の差がしきい値（オフセットと表現する
場合もある）の範囲内の場合、タッチの移動はコンテンツ領域をスクロールすることであ
ると決定する。この場合、コンテンツ領域はスクロールされて表示される。この時、スク
ロールはスクロールダウンに該当する。
【００８３】
　ここで、しきい値とは電子装置の機能設定に応じて予め決められた値であって、ユーザ
の設定に応じて変更できる。
【００８４】
　図４Ａで上述したように、第２タッチに含まれる第１タッチによって形成される第１四
角形の面積（ｓｉｚｅ）と第２タッチの第２四角形の面積を比較して、第２四角形の面積
が予め定められた第１しきい値の範囲内か、それより大きいか又は小さいかに応じて、こ
のような第１及び第２タッチはタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域のスクロー
ル又は拡大／縮小のためのイベントであると見なす過程が、電子装置がタッチスクリーン
に表示されたコンテンツ領域のうちの３つのタッチ入力１１０１、１１０２、１１０３を
感知する過程の前に追加的に行われ得る。
【００８５】
　電子装置のタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域は電子装置のタッチスクリー
ンに表示されたオブジェクトを示し得る。オブジェクトはグラフィックオブジェクトであ
り得る。
【００８６】
　図１２は、２つのタッチ入力を受けて、表示されたコンテンツを縮小する本発明の一実
施形態を示す図である。
【００８７】
　電子装置がタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域のうちの２つのタッチ入力１
２０１、１２０２を感知し、感知されたそれぞれのタッチ入力のＸ及びＹ座標値を比較し
てＸ値の最大値と最小値を決定し（ここではＸ値の最大値と最小値に所定のオフセットを
設けた場合を表示する）Ｙ座標値の最小値と最大値を決定することで（ここではＹ値の最
大値と最小値に所定のオフセットを設けた場合を表示する）、これらの座標値からなる第
２四角形（ボックス）領域１２０３を設定する。次いで、２つのタッチが移動（ドラッグ
）することによって発生するタッチ点のＸ及びＹ座標の最大値と最小値（所定のオフセッ
トを適用する）によって形成される第３四角形（ボックス）１２０７の面積を決定する。
図１２に示したように、第３四角形１２０７の面積が第２四角形１２０３の面積より小さ
い。即ち、移動したタッチのＸ及びＹ座標の最大値と最小値（所定のオフセットを適用す
る）の差が移動前より小さい場合である。このような四角形の面積の差が予め定められた
しきい値の範囲より小さい場合、タッチの移動はコンテンツ領域を縮小することであると



(18) JP 6249652 B2 2017.12.20

10

20

30

40

50

決定し、この場合、コンテンツ領域はタッチスクリーンに縮小されて表示される。
【００８８】
　コンテンツ領域の縮小比率は第３四角形の面積と第２四角形の面積の差に比例し得る。
この時、比例は１次元の比例である場合もあり、或いは多次元の比例関係である場合もあ
る。即ち、コンテンツ領域の縮小値は第３四角形の面積と第２四角形の面積の差を変数と
する１次元方程式又は多次元方程式関係であり得る。
【００８９】
　また、第２四角形と第３四角形の面積の代わりに各四角形の座標点のＸ軸の差の自乗と
Ｙ軸の差の自乗を足した値を基準とすることができる。即ち、（Ｘｍａｘ－Ｘｍｉｎ）２

＋（Ｙｍａｘ－Ｙｍｉｎ）２を四角形の面積の代わりに比較基準とすることができる（Ｘ

ｍａｘは四角形の各点の座標のうちのＸ軸の最大値、Ｘｍｉｎは四角形の各点の座標のう
ちのＸ軸の最小値、Ｙｍａｘは四角形の各点の座標のうちのＹ軸の最大値、Ｙｍｉｎは四
角形の各点の座標のうちのＹ軸の最小値）。
【００９０】
　図４Ａで上述したように、タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域のスクロール
又は拡大／縮小のためのイベントであると見なす過程が、電子装置がタッチスクリーンに
表示されたコンテンツ領域のうちの２つのタッチ入力１２０１、１２０２を感知する過程
の前に追加的に行われ得る。
【００９１】
　ここで、しきい値とは電子装置の機能設定に応じて予め決められた値であって、ユーザ
の設定に応じて変更できる。
【００９２】
　電子装置のタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域の縮小は電子装置のタッチス
クリーンに表示されたオブジェクトのパラメータを小さく調節することであり得る。
【００９３】
　図１３は、本発明の一実施形態によるタッチ領域を調節する電子装置の動作手順を示す
フローチャートである。先ず、電子装置は、表示されたコンテンツ領域に対する少なくと
も１つのタッチ（第２タッチ）を感知し（ステップＳ１３０１）、感知されたタッチによ
って形成される第２四角形の面積を決定する（ステップＳ１３０２）。次に、感知された
タッチが移動した第３タッチによって形成される第３四角形の面積を決定する（ステップ
Ｓ１３０３）。次に、四角形の面積を比較し（ステップＳ１３０４）、コンテンツ領域に
対するタッチの機能を決定する。タッチの機能とは電子装置のタッチスクリーンに表示さ
れたコンテンツ領域の拡大又は縮小を意味し得る。或いは、コンテンツ領域のスクロール
を意味し得る。即ち、第３四角形のこのような方法を実行して決定された機能に応じてコ
ンテンツ領域を表示する（ステップＳ１３０５）。
【００９４】
　第２四角形及び第３四角形は、第２及び第３タッチ地点のそれぞれの座標のｘ、ｙ値を
基準に最小値と最大値によって決定した４つの頂点からなる。第３四角形の面積を第２四
角形の面積と比較して第３四角形の面積が第２四角形の面積に比べて予め定められたしき
い値の範囲より大きい場合、このような第２及び第３タッチは、面積の変化率に応じてタ
ッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域を拡大する。第３四角形の面積が第２四角形
の面積に比べて予め定められたしきい値の範囲より大きい例は図１Ｃに示した通りである
。また、第３四角形の面積が第２四角形の面積に比べて予め定められたしきい値の範囲よ
り小さい場合、このような第２及び第３タッチの面積の変化率に応じてタッチスクリーン
に表示されたコンテンツ領域を縮小する。第３四角形の面積が第２四角形の面積に比べて
予め定められたしきい値の範囲より小さい例は図１Ｄに示した通りである。
【００９５】
　コンテンツ領域の拡大又は縮小比率は第３四角形の面積と第２四角形の面積の差に比例
し得る。この時、比例は１次元の比例である場合もあり、或いは多次元の比例関係である
場合もある。即ち、コンテンツ領域の拡大値又は縮小値は第３四角形の面積と第２四角形



(19) JP 6249652 B2 2017.12.20

10

20

30

40

50

の面積の差を変数とする１次元方程式又は多次元方程式関係であり得る。
【００９６】
　また、第２四角形と第３四角形の面積の代わりに各四角形の座標点のＸ軸の差の自乗と
Ｙ軸の差の自乗を足した値を基準とすることができる。即ち、（Ｘｍａｘ－Ｘｍｉｎ）２

＋（Ｙｍａｘ－Ｙｍｉｎ）２を四角形の面積の代わりに比較基準とすることができる（Ｘ

ｍａｘは四角形の各点の座標のうちのＸ軸の最大値、Ｘｍｉｎは四角形の各点の座標のう
ちのＸ軸の最小値、Ｙｍａｘは四角形の各点の座標のうちのＹ軸の最大値、Ｙｍｉｎは四
角形の各点の座標のうちのＹ軸の最小値）。
【００９７】
　ここで、しきい値とは電子装置の機能設定に応じて予め決められた値であって、ユーザ
の設定に応じて変更できる。
【００９８】
　第２タッチは複数のタッチである場合があり、このような複数のタッチの中には電子装
置のスクリーンに表示されたコンテンツ領域のうちの最初にタッチされる第１タッチを含
む。このような関係は、図４Ａで説明した通りである。
【００９９】
　即ち、第２タッチに含まれる第１タッチによって形成される第１四角形の面積（ｓｉｚ
ｅ）と第２タッチの第２四角形の面積を比較し、第２四角形の面積が予め定められた第１
しきい値の範囲内か、それより大きいか又は小さいかに応じて、このような第１及び第２
タッチはタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域のスクロール又は拡大／縮小のた
めのイベントであると見なすステップが、電子装置のタッチスクリーンに表示されたコン
テンツ領域に対する少なくとも１つのタッチ（第２タッチ）を感知するステップＳ１３０
１の前に追加的に行われ得る。
【０１００】
　電子装置のタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域は電子装置のタッチスクリー
ンに表示されたオブジェクトを示し得る。オブジェクトはグラフィックオブジェクトであ
り得る。
【０１０１】
　コンテンツ領域の拡大又は縮小は、電子装置のタッチスクリーンに表示されたオブジェ
クトのパラメータを調節することである。
【０１０２】
　コンテンツ領域のスクロールは、電子装置のタッチスクリーンに表示されたオブジェク
トをスクロールすることを示し得る。
【０１０３】
　電子装置のタッチスクリーンに表示されたオブジェクトのパラメータを調節することは
、電子装置のタッチスクリーンに表示されたコンテンツの面積を大きくするか（ｚｏｏｍ
ｉｎｇ－ｉｎ）又は小さくする（ｚｏｏｍｉｎｇ－ｏｕｔ）ことを示し得、電子装置のタ
ッチスクリーンに表示されたオブジェクトをスクロールすることは、電子装置のタッチス
クリーンに表示されたコンテンツをスクロールアップするか又はスクロールダウンするこ
とを示し得る。
【０１０４】
　図１４は、本発明の一実施形態による電子装置の構成を示したブロック図である。この
ような電子装置１４００は、携帯用電子機器であり得、携帯端末、携帯電話、モバイルパ
ッド、メディアプレーヤ、タブレットコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、又はＰ
ＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）のような装置である。
また、このような装置のうちの２種以上の機能を結合した装置を含む任意の携帯用電子装
置であり得る。
【０１０５】
　このような電子装置１４００は、メモリ１４１０、プロセッサユニット１４２０、第１
無線通信サブシステム１４３０、第２無線通信サブシステム１４３１、外部ポート１４６
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０、オーディオサブシステム１４５０、スピーカ１４５１、マイクロホン１４５２、入出
力（Ｉ／Ｏ：Ｉｎｐｕｔ　Ｏｕｔｐｕｔ）システム１４７０、タッチスクリーン１４８０
、及びその他の入力／制御装置１４９０を含む。メモリ１４１０と外部ポート１４６０は
多数個が使用され得る。
【０１０６】
　プロセッサユニット１４２０は、メモリインタフェース１４２１、１つ以上のプロセッ
サ１４２２、及び周辺装置インタフェース１４２３を含む。プロセッサユニット１４２０
全体をプロセッサと称する場合もある。
【０１０７】
　本実施形態におけるプロセッサユニット１４２０は、表示されたコンテンツ領域に対す
る少なくとも１つの第１タッチを感知し、感知されたタッチによって形成される第１四角
形の面積を決定し、感知されたタッチが移動した第２タッチによって形成される第２四角
形の面積を決定し、第１四角形と第２四角形の面積を比較して、コンテンツ領域に対する
タッチの機能を決定してコンテンツ領域を表示するように制御する。
【０１０８】
　プロセッサ１４２２は、様々なソフトウェアプログラムを実行して電子装置１４００の
ための様々な機能を行い、また音声通信及びデータ通信のための処理及び制御を行う。ま
た、このような通常的な機能に加え、プロセッサ１４２２は、メモリ１４１０に格納され
ている特定のソフトウェアモジュール（命令セット）を実行してそのモジュールに対応す
る特定の様々な機能を遂行する役割も担う。即ち、プロセッサ１４２２は、メモリ１４１
０に格納されたソフトウェアモジュールと連動して本明細書に記載の本発明の実施形態の
方法を実行する。
【０１０９】
　プロセッサ１４２２は、１つ以上のデータプロセッサ、イメージプロセッサ、又はコー
デック（ＣＯＤＥＣ）を含むことができる。データプロセッサ、イメージプロセッサ、又
はコーデックは別途構成することもできる。また、互いに異なる機能を行ういくつかのプ
ロセッサで構成することもできる。周辺装置インタフェース１４２３は、電子装置１４０
０の入出力サブシステム１４７０及び様々な周辺装置を、プロセッサ１４２２及びメモリ
１４１０（メモリインタフェースを介して）に連結させる。
【０１１０】
　電子装置１４００の様々な構成要素は１つ以上の通信バス（符号記載せず）又はストリ
ームライン（符号記載せず）によって結合（ｃｏｕｐｌｅｄ）される。
【０１１１】
　外部ポート１４６０は、携帯用電子装置（図示せず）を他の電子装置に直接連結させる
か、又はネットワーク（例えば、インターネット、イントラネット、無線ＬＡＮ等）を介
して他の電子装置に間接的に連結するために使用される。外部ポート１４６０は、例えば
、これらに限定しないが、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）ポート
又はＦＩＲＥＷＩＲＥポートなどをいう。
【０１１２】
　モーションセンサ１４９１及び光センサ１４９２は、周辺装置インタフェース１４２３
に結合されて様々な機能を可能にする。例えば、モーションセンサ１４９１及び光センサ
１４９２が周辺装置インタフェース１４２３に結合されて、それぞれ電子装置のモーショ
ンの感知及び外部からの光感知を可能にする。それ以外にも、位置測定システム、温度セ
ンサ、又は生体センサなどのようなその他のセンサが周辺装置インタフェース１４２３に
連結されて関連機能を行うことができる。
【０１１３】
　カメラサブシステム１４９３は、写真及びビデオクリップレコーディングのようなカメ
ラ機能を行う。
【０１１４】
　光センサ１４９２には、ＣＣＤ（ｃｈａｒｇｅｄ　ｃｏｕｐｌｅｄ　ｄｅｖｉｃｅ）又
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はＣＭＯＳ（ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　ｍｅｔａｌ－ｏｘｉｄｅ　ｓｅｍｉｃｏｎｄ
ｕｃｔｏｒ）デバイスを使用することができる。
【０１１５】
　１つ以上の無線通信サブシステム１４３０、１４３１を介して通信機能が行われる。無
線通信サブシステム１４３０、１４３１は、無線周波数（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ）受信機及び送受信機、及び／又は光（例えば、赤外線）受信機及び送受信機を含む。
第１無線通信サブシステム１４３０と第２無線通信サブシステム１４３１は、電子装置１
４００が通信する通信ネットワークによって区分される。例えば、通信ネットワークは、
これらに限定しないが、ＧＳＭ（登録商標）（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍ
ｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）ネットワーク、ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ
　Ｄａｔａ　ＧＳＭ（登録商標）　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）ネットワーク、ＣＤＭＡ（
Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）ネットワーク、Ｗ－Ｃ
ＤＭＡ（Ｗ－Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）ネットワ
ーク、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）ネットワーク、ＯＦＤＭＡ（
Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａ
ｃｃｅｓｓ）ネットワーク、Ｗｉ－Ｆｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）ネット
ワーク、ＷｉＭａｘネットワーク、及び／又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ(登録商標)ネットワー
クなどを介して作動するように設計される通信サブシステムを含む。第１無線通信サブシ
ステム１４３０と第２無線通信サブシステム１４３１とを合わせて１つの無線通信サブシ
ステムとして構成することもできる。
【０１１６】
　オーディオサブシステム１４５０がスピーカ１４５１及びマイクロホン１４５２に結合
されて、音声認識、音声復号、デジタルレコーディング（ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ）、及び電
話機能のようなオーディオストリームの入力と出力を担当する。即ち、オーディオサブシ
ステム１４５０は、スピーカ１４５１及びマイクロホン１４５２を介してユーザと通信す
る（ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｅ）。オーディオサブシステム１４５０は、プロセッサユニッ
ト１４２０の周辺装置インタフェース１４２３を介してデータストリームを受信し、受信
したデータストリームを電気ストリームに変換する。変換された電気ストリーム（ｅｌｅ
ｃｔｒｉｃ　ｓｉｇｎａｌ）はスピーカ１４５１に伝達される。スピーカ１４５１は電気
ストリームを人が聴ける音波（ｓｏｕｎｄ　ｗａｖｅ）に変換して出力する。マイクロホ
ン１４５２は、人やその他の音源から伝達された音波を電気ストリームに変換する。オー
ディオサブシステム１４５０は、マイクロホン１４５２から変換された電気ストリームを
受信する。オーディオサブシステム１４５０は、受信した電気ストリームをオーディオデ
ータストリームに変換し、変換されたオーディオデータストリームを周辺インタフェース
１４２３へ伝送する。オーディオサブシステム１４５０は、脱着可能なイヤホン、ヘッド
ホン、又はヘッドセットを含む。
【０１１７】
　入出力（Ｉ／Ｏ：Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ）サブシステム１４７０は、タッチスクリ
ーン制御器１４７１、及び／又はその他の入力制御器１４７２を含む。タッチスクリーン
制御器１４７１は、タッチスクリーン１４８０に結合される。タッチスクリーン１４８０
及びタッチスクリーン制御器１４７１は、以下に限定しないが、タッチスクリーン１４８
０との１つ以上の接触点を決定するための容量性、抵抗性、赤外線、及び表面音響波技術
だけでなくその他の近接センサ配列又はその他の要素を含む任意のマルチタッチ感知技術
を用いてタッチ及びモーション又はこれらの中断を検出する。その他の入力制御器１４７
２は、その他の入力／制御装置１４９０に結合される。その他の入力／制御装置１４９０
には、１つ以上のボタン、ロッカー（ｒｏｃｋｅｒ）スイッチ、サムホイール（ｔｈｕｍ
ｂ－ｗｈｅｅｌ）、ダイヤル（ｄｉａｌ）、スティック（ｓｔｉｃｋ）、及び／又はスタ
イラスのようなポインタ装置などが結合される。
【０１１８】
　タッチスクリーン１４８０は、電子装置１４００とユーザの間に入力／出力インタフェ
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ースを提供する。即ち、タッチスクリーン１４８０は、ユーザのタッチ入力を電子装置１
４００に伝達する。また、電子装置１４００からの出力をユーザに示す媒体である。即ち
、タッチスクリーン１４８０は、ユーザに視覚的な出力を見せる。このような視覚的出力
（ｖｉｓｕａｌ　ｏｕｔｐｕｔ）はテキスト、グラフィック、ビデオとこれらの組み合わ
せの形態で示される。
【０１１９】
　タッチスクリーン１４８０は、様々なディスプレイが使用される。例えば、これに限定
しないが、ＬＣＤ（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ）、ＬＥＤ（Ｌｉｇ
ｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）、ＬＰＤ（ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｐｏ
ｌｙｍｅｒ　ｄｉｓｐｌａｙ）、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉ
ｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）、ＡＭＯＬＥＤ（Ａｃｔｉｖｅ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌ
ｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）、又はＦＬＥＤ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ＬＥＤ
）を使用することができる。
【０１２０】
　メモリ１４１０は、メモリインタフェース１４２１に結合される。メモリ１４１０は、
１つ以上の磁気ディスク格納装置のような高速ランダムアクセスメモリ及び／又は不揮発
性メモリ、１つ以上の光格納装置及び／又はフラッシュメモリ（例えば、ＮＡＮＤ、ＮＯ
Ｒ）を含む。
【０１２１】
　メモリ１４１０はソフトウェアを格納する。ソフトウェア構成要素は、オペレーション
システム（ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ）モジュール１４１１、通信モジュール１
４１２、グラフィックモジュール１４１３、ユーザインタフェースモジュール１４１４、
及びＣＯＤＥＣモジュール１４１５、カメラモジュール１４１６、１つ以上のアプリケー
ションモジュール１４１７などを含む。また、ソフトウェア構成要素であるモジュールは
、命令の集合で表現できるため、モジュールを命令セット（ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　ｓ
ｅｔ）で表現する場合もある。また、モジュールはプログラムで表現する場合もある。オ
ペレーションシステムモジュール１４１１（例えば、ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）、ＬＩ
ＮＵＸ（登録商標）、ダーウィン（Ｄａｒｗｉｎ）、ＲＴＸＣ、ＵＮＩＸ（登録商標）、
ＯＳ　Ｘ、又はＶｘＷｏｒｋｓのような内蔵オペレーションシステム）は、一般的なシス
テム動作（ｓｙｓｔｅｍ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）を制御する様々なソフトウェア構成要素
を含む。このような一般的なシステム動作の制御は、例えば、メモリ管理及び制御、格納
ハードウェア（装置）制御及び管理、電力制御及び管理などを意味する。このようなオペ
レーションシステムソフトウェアは、様々なハードウェア（装置）とソフトウェア構成要
素（モジュール）の間の通信を円滑にする機能も行う。
【０１２２】
　通信モジュール１４１２は、無線通信サブシステム１４３０、１４３１や外部ポート１
４６０を介してコンピュータ、サーバ、及び／又は携帯端末などの他の電子装置と通信を
可能にする。
【０１２３】
　グラフィックモジュール１４１３は、タッチスクリーン１４８０上にグラフィックを提
供して表示するための様々なソフトウェア構成要素を含む。グラフィックという用語は、
テキスト、ウェブページ、アイコン、デジタルイメージ、ビデオ、アニメーションなどを
含む意味として用いられる。
【０１２４】
　ユーザインタフェースモジュール１４１４は、ユーザインタフェースに関連する様々な
ソフトウェア構成要素を含む。ユーザインタフェースの状態がどのように変更されるか又
はユーザインタフェース状態の変更がどのような条件で行われるかなどに対する内容を含
む。
【０１２５】
　コーデック（ＣＯＤＥＣ）モジュール１４１５は、ビデオファイルのエンコード及びデ
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コードに関連するソフトウェア構成要素を含む。コーデックモジュールは、ＭＰＥＧモジ
ュール及び／又はＨ２０４モジュールのようなビデオストリームモジュールを含む。また
、コーデックモジュールは、ＡＡＡ、ＡＭＲ、ＷＭＡなどの様々なオーディオファイル用
コーデックモジュールを含む。また、コーデックモジュール１４１５は、本発明の実施方
法に対応する命令セットを含む。
【０１２６】
　カメラモジュール１４１６は、カメラ関連のプロセス及び機能を可能にするカメラ関連
ソフトウェア構成要素を含む。
【０１２７】
　アプリケーションモジュール１４１１０は、ブラウザ、電子メール、インスタントメッ
セージ、ワードプロセス、キーボードエミュレーション、アドレスブック、タッチリスト
、ウィジェット、デジタル著作権管理（ＤＲＭ：Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｒｉｇｈｔ　Ｍａｎａ
ｇｅｍｅｎｔ）、音声認識、音声復号、位置決定機能、位置基盤サービスなどを含む。
【０１２８】
　また、本発明による電子装置１４００の様々な機能は、１つ以上のストリームプロセッ
シング及び／又は特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃ
ｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）を含むハードウェア及び／又はソフ
トウェア、及び／又はこれらの結合によって実行され得る。
【０１２９】
　例えば、図１Ａ～図１Ｄに示したように、本発明は、タッチスクリーン、１つ以上のプ
ロセッサ、メモリ、及びメモリに格納されて、１つ以上のプロセッサによって駆動され、
タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域に対する少なくとも１つの第２タッチを感
知し、感知されたタッチによって形成される第２四角形の面積を決定し、感知されたタッ
チが移動した第３タッチによって形成される第３四角形の面積を決定し、第２四角形と第
３四角形の面積を比較して、コンテンツ領域に対するタッチの機能を決定してコンテンツ
領域をタッチスクリーンに表示するステップを実行させるプログラム又はこのような命令
を含むプログラムを含む装置であり得る。ここで、コンテンツ領域の表示は、コンテンツ
領域のスクロール、又はコンテンツ領域の拡大若しくは縮小を示す。
【０１３０】
　コンテンツ領域の拡大又は縮小比率は第３四角形の面積と第２四角形の面積の差に比例
し得る。この時、比例は１次元の比例である場合もあり、或いは多次元の比例関係である
場合もある。即ち、コンテンツ領域の拡大値又は縮小値は第３四角形の面積と第２四角形
の面積の差を変数とする１次元方程式又は多次元方程式関係であり得る。
【０１３１】
　また、第２四角形と第３四角形の面積の代わりに各四角形の座標点のＸ軸の差の自乗と
Ｙ軸の差の自乗を足した値を基準とすることができる。即ち、（Ｘｍａｘ－Ｘｍｉｎ）２

＋（Ｙｍａｘ－Ｙｍｉｎ）２を四角形の面積の代わりに比較基準とすることができる（Ｘ

ｍａｘは四角形の各点の座標のうちのＸ軸の最大値、Ｘｍｉｎは四角形の各点の座標のう
ちのＸ軸の最小値、Ｙｍａｘは四角形の各点の座標のうちのＹ軸の最大値、Ｙｍｉｎは四
角形の各点の座標のうちのＹ軸の最小値）。
【０１３２】
　また、タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域を拡大する条件を異なるように設
定することができる。即ち、四角形の面積が基準値を超えることを、表示されたコンテン
ツ領域を拡大する条件として与えることができる。例えば、四角形の面積の基準値を４ｃ
ｍ２に設定した場合は、第２四角形の面積がこの基準値を超える時点から、表示されたコ
ンテンツ領域の拡大が行われるようにすることができる（図４Ａで説明した第１四角形の
面積は基準値と同じか又はそれより小さいことを前提とする）。コンテンツ領域の拡大比
率は基準値を超える比率に連動させることができる。もし、第１四角形の面積が基準値以
上の場合は、第２四角形の面積が第１四角形の面積より大きくなる時点から、表示された
コンテンツ領域の拡大が行われるようにすることができる。拡大比率は基準値を超える比
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率に連動させることができる。また、表示されたコンテンツ領域を縮小する条件として、
四角形の面積が基準値未満になることを与えることができる（図４Ａで説明した第１四角
形の面積は基準値と同じか又はそれより大きいことを前提とする）。
【０１３３】
　また、上述したように、表示されたコンテンツ領域を拡大する２つの条件を共に使用す
ることができる。即ち、四角形の面積が基準値を超えることと、第３四角形の面積が第２
四角形の面積に比べて予め定められた第２しきい値（オフセットと表現する場合もある）
の範囲より大きくなることとを、タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域を拡大す
る条件とすることができる。また、タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域を縮小
する条件として、四角形の面積が基準値未満になることと、第３四角形の面積が第２四角
形の面積に比べて予め定められた第２しきい値（オフセットと表現する場合もある）の範
囲より小さくなることとを設定することができる。
【０１３４】
　図１５（ａ）は、本発明の一実施形態によるタッチ領域を調節する電子装置の動作手順
を示すフローチャートである。先ず、電子装置は、表示されたコンテンツ領域に対する少
なくとも１つの第２タッチを感知し、感知されたタッチによって形成される第２四角形の
面積を決定する（ステップＳ１５０１）。次に、感知されたタッチが移動した第３タッチ
によって形成される第３四角形の面積を決定する（ステップＳ１５０２）。次に、第２四
角形と第３四角形の面積を比較して、コンテンツ領域に対するタッチの機能を決定する。
このような方法を行って決定された機能に応じてコンテンツ領域を表示する（ステップＳ
１５０３）。
【０１３５】
　第２四角形及び第３四角形は、第２及び第３タッチ地点のそれぞれの座標のｘ、ｙ値を
基準に最小値と最大値によって決定した４つの頂点からなる。第３四角形の面積を第２四
角形の面積と比較して第３四角形の面積が第２四角形の面積に比べて予め定められたしき
い値の範囲より大きい場合、このような第２及び第３タッチは、面積の変化率に応じてタ
ッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域を拡大する。第３四角形の面積が第２四角形
の面積に比べて予め定められたしきい値の範囲より大きい例は図１Ｃに示した通りである
。また、第３四角形の面積が第２四角形の面積に比べて予め定められたしきい値の範囲よ
り小さい場合、このような第２及び第３タッチの面積の変化率に応じてタッチスクリーン
に表示されたコンテンツ領域を縮小する。第３四角形の面積が第２四角形の面積に比べて
予め定められたしきい値の範囲より小さい例は図１Ｄに示した通りである。
【０１３６】
　コンテンツ領域の拡大又は縮小比率は第３四角形の面積と第２四角形の面積の差に比例
し得る。この時、比例は１次元の比例である場合もあり、或いは多次元の比例関係である
場合もある。即ち、コンテンツ領域の拡大値又は縮小値は第３四角形の面積と第２四角形
の面積の差を変数とする１次元方程式又は多次元方程式関係であり得る。
【０１３７】
　また、第２四角形と第３四角形の面積の代わりに各四角形の座標点のＸ軸の差の自乗と
Ｙ軸の差の自乗を足した値を基準とすることができる。即ち、（Ｘｍａｘ－Ｘｍｉｎ）２

＋（Ｙｍａｘ－Ｙｍｉｎ）２を四角形の面積の代わりに比較基準とすることができる（Ｘ

ｍａｘは四角形の各点の座標のうちのＸ軸の最大値、Ｘｍｉｎは四角形の各点の座標のう
ちのＸ軸の最小値、Ｙｍａｘは四角形の各点の座標のうちのＹ軸の最大値、Ｙｍｉｎは四
角形の各点の座標のうちのＹ軸の最小値）。
【０１３８】
　ここで、しきい値とは電子装置の機能設定に応じて予め決められた値であって、ユーザ
の設定に応じて変更できる。
【０１３９】
　第２タッチは複数のタッチである場合があり、このような複数のタッチの中には電子装
置のスクリーンに表示されたコンテンツ領域のうちの最初にタッチされる第１タッチを含
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む。このような関係は、図４Ａで説明した通りである。
【０１４０】
　即ち、第２タッチに含まれる第１タッチによって形成される第１四角形の面積（ｓｉｚ
ｅ）と第２タッチの第２四角形の面積を比較し、第２四角形の面積が予め定められた第１
しきい値の範囲内か、それより大きいか又は小さいかに応じて、このような第１及び第２
タッチはタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域のスクロール又は拡大／縮小のた
めのイベントであると見なすステップが、電子装置のタッチスクリーンに表示されたコン
テンツ領域に対する少なくとも１つの第２タッチを感知し、感知されたタッチによって形
成される第２四角形の面積を決定するステップＳ１５０１の前に追加的に行われ得る。
【０１４１】
　電子装置のタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域は電子装置のタッチスクリー
ンに表示されたオブジェクトを示し得る。オブジェクトはグラフィックオブジェクトであ
り得る。
【０１４２】
　コンテンツ領域の拡大又は縮小は、電子装置のタッチスクリーンに表示されたオブジェ
クトのパラメータを調節することである。
【０１４３】
　コンテンツ領域のスクロールは、電子装置のタッチスクリーンに表示されたオブジェク
トをスクロールすることを示し得る。
【０１４４】
　電子装置のタッチスクリーンに表示されたオブジェクトのパラメータを調節することは
、電子装置のタッチスクリーンに表示されたコンテンツの面積を大きくするか（ｍａｇｎ
ｉｆｙｉｎｇ、ｚｏｏｍｉｎｇ－ｉｎ）又は小さくする（ｄｅ－ｍａｇｎｉｆｙｉｎｇ、
ｚｏｏｍｉｎｇ－ｏｕｔ）ことを示し得、電子装置のタッチスクリーンに表示されたオブ
ジェクトをスクロールすることは、電子装置のタッチスクリーンに表示されたコンテンツ
をスクロールアップするか又はスクロールダウンすることを示し得る。
【０１４５】
　また、タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域を拡大する条件を異なるように設
定することができる。即ち、四角形の面積が基準値を超えることを、表示されたコンテン
ツ領域を拡大する条件として与えることができる。例えば、四角形の面積の基準値を４ｃ
ｍ２に設定した場合は、第２四角形の面積がこの基準値を超える時点から、表示されたコ
ンテンツ領域の拡大が行われるようにすることができる（図４Ａで説明した第１四角形の
面積は基準値と同じか又はそれより小さいことを前提とする）。コンテンツ領域の拡大比
率は基準値を超える比率に連動させることができる。もし、第１四角形の面積が基準値以
上の場合は、第２四角形の面積が第１四角形の面積より大きくなる時点から、表示された
コンテンツ領域の拡大が行われるようにすることができる。拡大比率は基準値を超える比
率に連動させることができる。また、表示されたコンテンツ領域を縮小する条件として、
四角形の面積が基準値未満になることを与えることができる（図４Ａで説明した第１四角
形の面積は基準値と同じか又はそれより大きいことを前提とする）。
【０１４６】
　また、上述したように、表示されたコンテンツ領域を拡大する２つの条件を共に使用す
ることができる。即ち、四角形の面積が基準値を超えることと、第３四角形の面積が第２
四角形の面積に比べて予め定められた第２しきい値（オフセットと表現する場合もある）
の範囲より大きくなることとを、タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域を拡大す
る条件とすることができる。また、タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域を縮小
する条件として、四角形の面積が基準値未満になることと、第３四角形の面積が第２四角
形の面積に比べて予め定められた第２しきい値（オフセットと表現する場合もある）の範
囲より小さくなることとを設定することができる。
【０１４７】
　図１５（ｂ）は、本発明の一実施形態によるタッチ領域を調節する電子装置の各手段を
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示す図である。
【０１４８】
　先ず、電子装置の第２四角形面積決定手段１５０４は、表示されたコンテンツ領域に対
する少なくとも１つの第２タッチを感知し、感知されたタッチによって形成される第２四
角形の面積を決定する。次に第３四角形面積決定手段１５０５は、感知されたタッチが移
動した第３タッチによって形成される第３四角形の面積を決定する。第２四角形と第３四
角形の面積を比較して、コンテンツ領域に対するタッチの機能を決定するディスプレイ制
御手段１５０６は、このような方法の実行によって決定された機能に応じてコンテンツ領
域を表示するよう制御する。
【０１４９】
　上記各手段は、図１４のプロセッサユニット１４２０に含まれ得る。或いは図１４のプ
ロセッサ１４２２に含まれ得る。
【０１５０】
　第２四角形及び第３四角形は、第２及び第３タッチ地点のそれぞれの座標のｘ、ｙ値を
基準に最小値と最大値によって決定した４つの頂点からなる。第３四角形の面積を第２四
角形の面積と比較して第３四角形の面積が第２四角形の面積に比べて予め定められたしき
い値の範囲より大きい場合、このような第２及び第３タッチは、面積の変化率に応じてタ
ッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域を拡大する。第３四角形の面積が第２四角形
の面積に比べて予め定められたしきい値の範囲より大きい例は図１Ｃに示した通りである
。また、第３四角形の面積が第２四角形の面積に比べて予め定められたしきい値の範囲よ
り小さい場合、このような第２及び第３タッチの面積の変化率に応じてタッチスクリーン
に表示されたコンテンツ領域を縮小する。第３四角形の面積が第２四角形の面積に比べて
予め定められたしきい値の範囲より小さい例は図１Ｄに示した通りである。
【０１５１】
　コンテンツ領域の拡大又は縮小比率は第３四角形の面積と第２四角形の面積の差に比例
し得る。この時、比例は１次元の比例である場合もあり、或いは多次元の比例関係である
場合もある。即ち、コンテンツ領域の拡大値又は縮小値は第３四角形の面積と第２四角形
の面積の差を変数とする１次元方程式又は多次元方程式関係であり得る。
【０１５２】
　また、第２四角形と第３四角形の面積の代わりに各四角形の座標点のＸ軸の差の自乗と
Ｙ軸の差の自乗を足した値を基準とすることができる。即ち、（Ｘｍａｘ－Ｘｍｉｎ）２

＋（Ｙｍａｘ－Ｙｍｉｎ）２を四角形の面積の代わりに比較基準とすることができる（Ｘ

ｍａｘは四角形の各点の座標のうちのＸ軸の最大値、Ｘｍｉｎは四角形の各点の座標のう
ちのＸ軸の最小値、Ｙｍａｘは四角形の各点の座標のうちのＹ軸の最大値、Ｙｍｉｎは四
角形の各点の座標のうちのＹ軸の最小値）。
【０１５３】
　第２タッチは複数のタッチである場合があり、このような複数のタッチの中には電子装
置のスクリーンに表示されたコンテンツ領域のうちの最初にタッチされる第１タッチを含
む。このような関係は、図４Ａで説明した通りである。
【０１５４】
　即ち、第２タッチに含まれる第１タッチによって形成される第１四角形の面積（大きさ
、ｓｉｚｅ）と第２タッチの第２四角形の面積を比較し、第２四角形の面積が予め定めら
れた第１しきい値の範囲内か、それより大きいか又は小さいかに応じて、このような第１
及び第２タッチはタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域のスクロール又は拡大／
縮小のためのイベントであると見なす過程を実行する手段（図示せず）を、電子装置のタ
ッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域に対する少なくとも１つの第２タッチを感知
し、感知されたタッチによって形成される第２四角形の面積を決定する第２四角形面積決
定手段の前に追加的に有し得る。
【０１５５】
　電子装置のタッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域は電子装置のタッチスクリー
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ンに表示されたオブジェクトを示し得る。オブジェクトはグラフィックオブジェクトであ
り得る。
【０１５６】
　コンテンツ領域の拡大又は縮小は、電子装置のタッチスクリーンに表示されたオブジェ
クトのパラメータを調節することである。
【０１５７】
　コンテンツ領域のスクロールは、電子装置のタッチスクリーンに表示されたオブジェク
トをスクロールすることを示し得る。
【０１５８】
　電子装置のタッチスクリーンに表示されたオブジェクトのパラメータを調節することは
、電子装置のタッチスクリーンに表示されたコンテンツの面積を大きくするか（ｍａｇｎ
ｉｆｙｉｎｇ、ｚｏｏｍｉｎｇ－ｉｎ）又は小さくする（ｄｅ－ｍａｇｎｉｆｙｉｎｇ、
ｚｏｏｍｉｎｇ－ｏｕｔ）ことを示し得、電子装置のタッチスクリーンに表示されたオブ
ジェクトをスクロールすることは、電子装置のタッチスクリーンに表示されたコンテンツ
をスクロールアップするか又はスクロールダウンすることを示し得る。
【０１５９】
　また、タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域を拡大する条件を異なるように設
定することができる。即ち、四角形の面積が基準値を超えることを、表示されたコンテン
ツ領域を拡大する条件として与えることができる。例えば、四角形の面積の基準値を４ｃ
ｍ２に設定した場合は、第２四角形の面積がこの基準値を超える時点から、表示されたコ
ンテンツ領域の拡大が行われるようにすることができる（図４Ａで説明した第１四角形の
面積は基準値と同じか又はそれより小さいことを前提とする）。コンテンツ領域の拡大比
率は基準値を超える比率に連動させることができる。もし、第１四角形の面積が基準値以
上の場合は、第２四角形の面積が第１四角形の面積より大きくなる時点から、表示された
コンテンツ領域の拡大が行われるようにすることができる。拡大比率は基準値を超える比
率に連動させることができる。また、表示されたコンテンツ領域を縮小する条件として、
四角形の面積が基準値未満になることを与えることができる（図４Ａで説明した第１四角
形の面積は基準値と同じか又はそれより大きいことを前提とする）。
【０１６０】
　また、上述したように、表示されたコンテンツ領域を拡大する２つの条件を共に使用す
ることができる。即ち、四角形の面積が基準値を超えることと、第３四角形の面積が第２
四角形の面積に比べて予め定められた第２しきい値（オフセットと表現する場合もある）
の範囲より大きくなることとを、タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域を拡大す
る条件とすることができる。また、タッチスクリーンに表示されたコンテンツ領域を縮小
する条件として、四角形の面積が基準値未満になることと、第３四角形の面積が第２四角
形の面積に比べて予め定められた第２しきい値（オフセットと表現する場合もある）の範
囲より小さくなることとを設定することができる。
【０１６１】
　本実施形態による電子装置の動作方法は、表示されたコンテンツ領域に対する少なくと
も１つの第２タッチを感知し、感知されたタッチによって形成される第２四角形の面積を
決定し、感知されたタッチが移動した第３タッチによって形成される第３四角形の面積を
決定し、第２四角形と第３四角形の面積を比較することで、コンテンツ領域に対するタッ
チの機能を決定できる。
【０１６２】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照しながら詳細に説明したが、本発明は、上
述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の技術的範囲から逸脱しない範囲内で多
様に変更実施することが可能である。
【符号の説明】
【０１６３】
　１０１、１０３、１０５、１０７、２０３、３０３、１１０４、１２０３　　第２四角
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形（ボックス）領域
　１０２、１０４、１０６、１０８、２０７、３０４、１１０５、１２０７　　第３四角
形（ボックス）
　２０１、２０２、３０１、３０２　　タッチ入力
　４０１、４０２　　四角形領域
　４０３　　第１四角形領域
　４０４　　第２四角形
　４０６　　他の四角形
　５０１　　ピクセル交点
　５０２、５０３、５０４、６０３、６０４、６０５、７０５、８０５、９０１、９０２
、１００３、１００４　　領域
　６０１、７０１、７０３、８０１、８０３、１００１　　第１ピクセル交点
　６０２、７０２、７０４、８０２、８０４、１００２　　第２ピクセル交点
　１１０１、１１０２、１１０３、１２０１、１２０２　　タッチ入力
　１４００　　電子装置
　１４１０　　メモリ
　１４１１　　オペレーションシステムモジュール
　１４１２　　通信モジュール
　１４１３　　グラフィックモジュール
　１４１４　　ユーザインタフェースモジュール
　１４１５　　ＣＯＤＥＣモジュール
　１４１６　　カメラモジュール
　１４１７　　アプリケーションモジュール
　１４２０　　プロセッサユニット
　１４２１　　メモリインタフェース
　１４２２　　プロセッサ
　１４２３　　周辺装置インタフェース
　１４３０　　第１無線通信サブシステム
　１４３１　　第２無線通信サブシステム
　１４５０　　オーディオサブシステム
　１４５１　　スピーカ
　１４５２　　マイクロホン
　１４６０　　外部ポート
　１４７０　　入出力システム
　１４７１　　タッチスクリーン制御器
　１４７２　　その他の入力制御器
　１４８０　　タッチスクリーン
　１４９０　　その他の入力／制御装置
　１４９１　　モーションセンサ
　１４９２　　光センサ
　１４９３　　カメラサブシステム
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