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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチスクリーンと、
　前記タッチスクリーンのブラウザに第１のタブのウェブページを表示し、前記タッチス
クリーンへのドラッグ操作に応じて前記第１のタブのウェブページの表示から別のタブの
ウェブページの表示へ切り替える制御部とを具備し、
　前記制御部は、前記タッチスクリーン上での第１の方向からの、前記ドラッグ操作の角
度が所定角度以下である場合には、現在表示されている前記第１のタブのウェブページの
表示から、それに隣接する第２のタブのウェブページの表示に切り替え、前記ドラッグ操
作の角度が前記第１の方向から前記所定角度を超える場合には、当該ドラッグ操作の角度
に応じて、現在表示されている前記第１のタブに隣接する前記第２のタブのウェブページ
を飛ばして第３のタブのウェブページの表示へ切り替える
　電子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子機器であって、
　前記制御部は、前記タッチスクリーンの第１の方向に前記ドラッグ操作が向かうとき、
前記第１の方向に前記第１のタブのウェブページが移動して前記ブラウザから消え、前記
第１の方向に前記第２のタブのウェブページが前記第１のタブのウェブページの後から並
進移動して前記ブラウザから出現するように表示することで、前記第１のタブのウェブペ
ージの表示から前記第２のタブのウェブページの表示へ切り替える
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　電子機器。
【請求項３】
　請求項２に記載の電子機器であって、
　前記制御部は、前記タッチスクリーンの第１の方向と直交する第２の方向に前記ドラッ
グ操作が向かうとき、前記第２の方向に前記第１のタブのウェブページが移動して前記ブ
ラウザから消え、前記第２の方向に前記第１のタブのウェブページのウェブ履歴に関連す
る別のウェブページが前記第１のタブのウェブページの後から並進移動して前記ブラウザ
から出現するように表示することで、前記第１のタブのウェブページの表示から前記第１
のタブのウェブページのウェブ履歴に関連する別のウェブページの表示へ切り替える
　電子機器。
【請求項４】
　請求項２に記載の電子機器であって、
　前記制御部は、前記タッチスクリーンの第１の方向と直交する第２の方向に前記ドラッ
グ操作が向かうとき、前記第２の方向に前記第１のタブのウェブページが移動して前記ブ
ラウザから消え、前記第２の方向に前記第１のタブのウェブページのハイパーリンクに関
連する別のウェブページが前記第１のタブのウェブページの後から並進移動して前記ブラ
ウザから出現するように表示することで、前記第１のタブのウェブページの表示から前記
第１のタブのウェブページのハイパーリンクに関連する別のウェブページの表示へ切り替
える
　電子機器。
【請求項５】
　請求項２に記載の電子機器であって、
　前記制御部は、前記タッチスクリーンの第１の方向に前記ドラッグ操作が向かう間に、
前記第１のタブのウェブページが前記ブラウザから消えたときに、前記第１のタブのウェ
ブページが戻って表示されることなく、前記第１のタブのウェブページの表示から前記第
２のタブのウェブページの表示へ切り替える
　電子機器。
【請求項６】
　請求項２に記載の電子機器であって、
　前記制御部は、前記タッチスクリーンの第１の方向に前記第２のタブのウェブページが
前記第１のタブのウェブページの後から並進移動している間に、前記ドラッグ操作が前記
第１の方向と反対方向の第２の方向に向かったとき、前記第１のタブのウェブページの表
示から前記第２のタブのウェブページの表示へ切り替えることなく、前記第１のタブのウ
ェブページを表示する
　電子機器。
【請求項７】
　タッチスクリーンと、
　前記タッチスクリーンのブラウザに第１のタブのウェブページを表示し、前記タッチス
クリーンへのドラッグ操作に応じて前記第１のタブのウェブページの表示から別のタブの
ウェブページの表示へ切り替える制御部とを具備する電子機器による表示方法であって、
　前記制御部は、前記タッチスクリーン上での第１の方向からの、前記ドラッグ操作の角
度が所定角度以下である場合には、現在表示されている前記第１のタブのウェブページの
表示から、それに隣接する第２のタブのウェブページの表示に切り替え、前記ドラッグ操
作の角度が前記第１の方向から前記所定角度を超える場合には、当該ドラッグ操作の角度
に応じて、現在表示されている前記第１のタブに隣接する前記第２のタブのウェブページ
を飛ばして第３のタブのウェブページの表示へ切り替える
　表示方法。
【請求項８】
　タッチスクリーンと、
　前記タッチスクリーンのブラウザに第１のタブのウェブページを表示し、前記タッチス
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クリーンへのドラッグ操作に応じて前記第１のタブのウェブページの表示から別のタブの
ウェブページの表示へ切り替える制御部とを具備する電子機器に実行させるプログラムで
あって、
　前記制御部が、前記タッチスクリーン上での第１の方向からの、前記ドラッグ操作の角
度が所定角度以下である場合には、現在表示されている前記第１のタブのウェブページの
表示から、それに隣接する第２のタブのウェブページの表示に切り替え、前記ドラッグ操
作の角度が前記第１の方向から前記所定角度を超える場合には、当該ドラッグ操作の角度
に応じて、現在表示されている前記第１のタブに隣接する前記第２のタブのウェブページ
を飛ばして第３のタブのウェブページの表示へ切り替えるステップを実行する
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、電子機器、表示方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　タッチスクリーンを有するスマートフォンなどの携帯端末では、ブラウザにタブのリス
トを表示し、そのリストからタブを選択することで、ブラウザに選択されたタブに対応す
るウェブページが表示される。特許文献１には、これに関連する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３０１４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のリストからタブを選択する技術では、タブを切り替えるためには、タブのリスト
表示のためにタッチスクリーンへのタッチ動作を行い、そこからさらにタブ選択のための
タッチ動作を行う必要がある。
　以上のような事情に鑑み、本技術の目的は、簡単な操作でタブを切り替えることができ
る電子機器、表示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】
【０００５】
　本技術に係る電子機器は、タッチスクリーンと、制御部とを備える。
【０００６】
　制御部は、タッチスクリーンのブラウザに第１のタブのウェブページを表示し、タッチ
スクリーンへのドラッグ操作に応じて第１のタブのウェブページの表示から第２のタブの
ウェブページの表示へ切り替える。
【０００７】
　本技術では、ドラッグ操作を行うだけで第１のタブのウェブページの表示から第２のタ
ブのウェブページの表示へ切り替えることができるので、簡単な操作でタブを切り替える
ことができる。
【０００８】
　制御部は、タッチスクリーンの第１の方向に前記ドラッグ操作が向かうとき、第１の方
向に第１のタブのウェブページが移動してブラウザから消え、第１の方向に第２のタブの
ウェブページが第１のタブのウェブページの後から並進移動してブラウザから出現するよ
うに表示することで、第１のタブのウェブページの表示から第２のタブのウェブページの
表示へ切り替えるものであってもよい。
【０００９】
　本技術では、第２のタブのウェブページが第１のタブのウェブページの後から並進移動
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して表示されるので、第２のタブのウェブページの表示を確認しながらウェブページを切
り替えることができる。
【００１０】
　制御部は、タッチスクリーンの第１の方向と直交する第２の方向にドラッグ操作が向か
うとき、第２の方向に第１のタブのウェブページが移動してブラウザから消え、第２の方
向に第１のタブのウェブページのウェブ履歴に関連する別のウェブページが第１のタブの
ウェブページの後から並進移動してブラウザから出現するように表示することで、第１の
タブのウェブページの表示から第１のタブのウェブページのウェブ履歴に関連する別のウ
ェブページの表示へ切り替えるものであってもよい。
【００１１】
　本技術では、ドラッグの方向に応じてタブの切り替えとウェブ履歴に関連するウェブペ
ージの切り替えができるので、簡単な操作で特定のウェブページに辿り着くことができる
。
【００１２】
　制御部は、タッチスクリーンの第１の方向と直交する第２の方向にドラッグ操作が向か
うとき、第２の方向に第１のタブのウェブページが移動してブラウザから消え、第２の方
向に第１のタブのウェブページのハイパーリンクに関連する別のウェブページが第１のタ
ブのウェブページの後から並進移動してブラウザから出現するように表示することで、第
１のタブのウェブページの表示から第１のタブのウェブページのハイパーリンクに関連す
る別のウェブページの表示へ切り替えるものであってもよい。
【００１３】
　本技術では、ドラッグの方向に応じてタブの切り替えとハイパーリンクに関連するウェ
ブページの切り替えができるので、簡単な操作で特定のウェブページに辿り着くことがで
きる。
【００１４】
　制御部は、タッチスクリーンの第１の方向にドラッグ操作が向かう間に、第１のタブの
ウェブページがブラウザから消えたときに、第１のタブのウェブページが戻って表示され
ることなく、第１のタブのウェブページの表示から第２のタブのウェブページの表示へ切
り替えるものであってもよい。
【００１５】
　本技術では、第１のタブのウェブページがブラウザから消えるところまでドラッグ操作
を行うことで第２のタブのウェブページに切り替えられるので、第１のタブのウェブペー
ジの表示から第２のタブのウェブページの表示へ切り替えをより直感的に操作で行うこと
ができる。
【００１６】
　制御部は、第１の方向に第２のタブのウェブページが第１のタブのウェブページの後か
ら並進移動している間に、ドラッグ操作が第１の方向と反対方向の第２の方向に向かった
とき、第１のタブのウェブページの表示から前記第２のタブのウェブページの表示へ切り
替えることなく、第１のタブのウェブページを表示するものであってもよい。
【００１７】
　本技術では、第２のタブのウェブページを少し見てウェブページが進行する方向とは逆
方向にドラッグ操作をすると第１のタブのウェブページの表示から前記第２のタブのウェ
ブページの表示へ切り替えることなく、第１のタブのウェブページを表示するので、第２
のタブのウェブページが必要かどうかをウェブページの切り替えが終わる前に判断でき、
必要でない場合には第２のタブのウェブページへの切り替えをより直感的な操作でキャン
セルすることができる。
【００１８】
　本技術に係る表示方法は、タッチスクリーンのブラウザに第１のタブのウェブページを
表示し、前記タッチスクリーンへのドラッグ操作に応じて前記第１のタブのウェブページ
の表示から第２のタブのウェブページの表示へ切り替える。
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【００１９】
　本技術では、ドラッグ操作を行うだけで第１のタブのウェブページの表示から第２のタ
ブのウェブページの表示へ切り替えるので、簡単な操作でタブの切り替えができる。
【００２０】
　本技術に係るプログラムは、タッチスクリーンのブラウザに第１のタブのウェブページ
を表示するステップと、前記タッチスクリーンへのドラッグ操作に応じて前記第１のタブ
のウェブページの表示から第２のタブのウェブページの表示へ切り替えるステップとを電
子機器に実行させる。
【００２１】
　本技術では、ドラッグ操作を行うだけで第１のタブのウェブページの表示から第２のタ
ブのウェブページの表示へ切り替えるので、簡単な操作でタブの切り替えができる。
【発明の効果】
【００２２】
　以上のように、本技術によれば、簡単な操作でタブを切り替えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本技術に係る一実施形態の電子機器の構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示したタッチスクリーンにおける表示例を示す図である。
【図３】一実施形態におけるタブと履歴に係るウェブページの配置のイメージ図である。
【図４】一実施形態におけるドラッグ操作によるウェブページの切り替え動作を説明する
ためのフローチャートである。
【図５Ａ】一実施形態におけるウェブページが徐々に消え徐々に出現する模様を示す図で
ある。
【図５Ｂ】一実施形態におけるウェブページが徐々に消え徐々に出現する模様を示す図で
ある。
【図５Ｃ】一実施形態におけるウェブページが徐々に消え徐々に出現する模様を示す図で
ある。
【図５Ｄ】一実施形態におけるウェブページが徐々に消え徐々に出現する模様を示す図で
ある。
【図６Ａ】比較例としてのタブのウェブページの切り替えを説明するための図である。
【図６Ｂ】比較例としてのタブのウェブページの切り替えを説明するための図である。
【図６Ｃ】比較例としてのタブのウェブページの切り替えを説明するための図である。
【図７】比較例としてのタブのウェブページの切り替えを説明するための図である。
【図８】他の実施形態に係るタッチスクリーンのブラウザに表示されたウェブページを示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本技術に係る実施形態を、図面を参照しながら説明する。
　［電子機器の構成］
　図１は本技術に係る一実施形態の電子機器の構成を示すブロック図である。
【００２５】
　電子機器としては、例えばＰＣ（Personal　Computer）やスマートフォンなどの情報処
理装置を例にして説明するが、タッチスクリーンを有する他の電子機器にも本技術を適用
できる。
【００２６】
　図１に示すように、電子機器１００は、ＣＰＵ（Central processing Unit）を含む制
御部１１１、ＲＯＭ（Read Only Memory）１１２、ＲＡＭ（Random Access Memory）１１
３、入出力インターフェース１１５、及びこれらを互いに接続するバス１１４を備える。
【００２７】
　制御部１１１は、必要に応じてＲＡＭ１１３等に適宜アクセスし、各演算処理を行いな
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がら電子機器１００の各ブロック全体を統括的に制御する。ＲＯＭ１１２は、制御部１１
１に実行させるＯＳ、プログラムや各種パラメータなどのファームウェアが固定的に記憶
されている不揮発性のメモリである。ＲＡＭ１１３は、制御部１１１の作業用領域などと
して用いられ、ＯＳ、実行中の各種アプリケーションプログラム、処理中の各種データを
一時的に保持する。
　入出力インターフェース１１５には、タッチスクリーン１１６、記憶部としてのＨＤＤ
１１８、ネットワーク１５０等が接続される。　
【００２８】
　ＨＤＤ１１８には、上記ＯＳや各種アプリケーションプログラム、各種データが記憶さ
れる。ネットワーク１５０は、無線又は有線によってネットワークに接続する。タッチス
クリーン１１６は、例えば入力装置としてのタッチパネルと表示部としての液晶パネルと
で構成される。
【００２９】
　タッチスクリーン１１６のタッチパネルは、液晶パネルの表面上に重畳して配設される
透明な感圧式の入力装置である。タッチパネルは、表示画面内の任意の箇所に対するユー
ザの入力操作を受け付ける。ユーザが指又はタッチペンを用いてタッチパネルにタッチ操
作やドラッグ操作などのジェスチャー操作をすると、タッチパネルは、当該ジェスチャー
操作に対応する位置の座標を検出して制御部１１１に出力する。なお、入力装置としては
、表示部に対するユーザのジェスチャー操作を検出可能であれば、タッチパネル以外にも
、接触式や非接触式にかかわらず、任意の位置検出デバイスを使用してもよい。
【００３０】
　タッチスクリーン１１６の液晶パネルは、液晶ディスプレイ等の表示パネル部と、該表
示パネル部を表示駆動する表示駆動部と有する。上記表示駆動部は、バス１１４を介して
入力される各種の表示データを上記表示パネル部に表示させるための画素駆動回路で構成
されている。画素駆動回路は、上記表示パネル部においてマトリクス状に配置されている
各画素について、それぞれ所定の水平／垂直駆動タイミングで画像信号に基づく駆動信号
を印加し、表示を実行させる。
【００３１】
　このように構成された電子機器１００では、図２に示すように、例えばタッチスクリー
ン１１６にタブブラウザ２０が表示可能である。タッチスクリーン１１６のほぼ全面にタ
ブブラウザ２０を表示しているが、図２の点線で示すようにタブブラウザ２０を縮小して
タッチスクリーン１１６の一部の領域に表示しても構わない。
　タブブラウザ２０内のウィドウでは、タブを切り替えることで、現在１つのウィドウに
表示しているタブのウェブページから別のタブのウェブページに切り替えることができる
。この実施形態では、タブブラウザ２０に対して例えば５つのタブのウェブページが設定
（登録）されているとすると、例えば図３に示すように、左右に５つのタブのウェブペー
ジ３１－３５が並んでいるようにユーザにイメージされるようになっている。
【００３２】
　各ウェブページ３１－３５には、各ウェブページ３１－３５の履歴に係るウェブページ
が上下に並んでいるようにユーザにイメージされるようになっている。図３において、点
線で示す４つのウェブページ３３ａ－３３ｄは、タブのウェブページ３３の履歴に係るウ
ェブページである。ウェブページ３３より上にあるウェブページ３３ａ、３３ｂはウェブ
ページ３３に至るまでに開いてきたウェブページである。ウェブページ３３より下にある
ウェブページ３３ｃ、３３ｄはウェブページ３３から開いていったウェブページである。
図３において図示はしていないが、ウェブページ３１、３２、３４、３５についても上記
のウェブページ３３に係る履歴と同様である。
　ウェブページ３１－３５の切り替えは、タッチスクリーン１１６に対するユーザの所定
のドラッグ操作（ドラッグのジェスチャー操作）によって行うことができる。
　［ドラッグ操作によるウェブページの切り替え動作］
　図４はこの実施形態におけるドラッグ操作によるウェブページの切り替え動作を説明す
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るためのフローチャートである。
【００３３】
　制御部１１１は、タッチスクリーン１１６上に表示されているアイコンに対してダブル
タップのジェスチャー操作がされたことを検出すると、タブブラウザ２０のウィドウを表
示し、そこにウェブページを開く（ステップ４０１）。最初に開くウェブページは、あら
かじめ設定されていたタブのホームページであってもよく、直近で閉じたときの当該タブ
の当該ウェブページであってもよい。
　制御部１１１は、ウェブページを開いた状態のタッチスクリーン１１６に対して２本指
でのドラッグ操作がされたときに以下の動作を行う（ステップ４０２）
【００３４】
　制御部１１１は、表示されているタブのウェブページに対して左へのドラッグ操作であ
るときには（ステップ４０３）、右に空いているタブのウェブページがあるかを判断する
（ステップ４０４）。例えば、表示されているタブのウェブページが、図３に示した右端
のウェブページ３５であるときには、右に空いているタブのウェブページがないことにな
る。
【００３５】
　制御部１１１は、ステップ４０４において右に空いているタブのウェブページがあると
判断するときには、タブブラウザ２０のウィドウに右にあるタブのウェブページを表示す
るように切り替える（ステップ４０５）。例えば、表示されているタブのウェブページが
、図３に示したウェブページ３３であるときには、右にあるウェブページ３４に切り替え
る。この場合には、制御部１１１は、左方向にウェブページ３３が移動してブラウザ２０
から徐々に消え、左方向にウェブページ３４がウェブページ３３の後から並進移動してブ
ラウザ２０から徐々に出現するように表示することで、表示されていたタブのウェブペー
ジの表示から別のタブのウェブページの表示へ切り替えるように制御する。
　このようにウェブページが徐々に消え徐々に出現する模様を図５Ａ－図５Ｄに示す。
【００３６】
　図５Ａは表示されているタブのウェブページ３３に対してドラッグ操作がなされたとき
の状態を示している。図５Ａにおいて、○の実線は２本指でのドラッグ操作がされたこと
を示し、○の点線はその後の左方向へのドラッグ操作がなされたときの状態を示している
。このドラッグ操作に伴って、まず図５Ｂに示すようにウェブページ３３の右側の残りの
部分が表れて表示される。これに続いて、図５Ｃに示すように、タブのウェブページ３３
が左側に徐々に消え、右側より別の（隣の）タブのウェブページ３４が徐々に出現する。
最後に図５Ｄに示すように、タブのウェブページ３３が完全に消え、タブのウェブページ
３４がブラウザに表示される。この場合に、○の実線から○の点線へのドラッグ操作に係
るタッチの位置の移動と同期するようにウェブページを切り替えるようにしても良いし、
○の実線から○の点線へのドラッグ操作に係るタッチの位置の移動に対して慣性力をイメ
ージできるように（ドラッグ操作に係るタッチの位置の移動に対して加速していくような
イメージができるように）ウェブページを切り替えるようにしても良い。
【００３７】
　制御部１１１は、ステップ４０４において右に空いているタブのウェブページがないと
判断するときには、タブのウェブページの切り替えの動作は行わない（ステップ４０６）
。上記したように、例えば、表示されているタブのウェブページが、図３に示した右端の
ウェブページ３５であるときには、右に空いているタブのウェブページがないことになり
、タブのウェブページの切り替えの動作は行わない。
【００３８】
　制御部１１１は、ステップ４０２における２本指でのドラッグ操作が表示されているタ
ブのウェブページに対して右への操作であるときには（ステップ４０７）、左に空いてい
るタブのウェブページがあるかを判断する（ステップ４０８）。例えば、表示されている
タブのウェブページが、図３に示した左端のウェブページ３１であるときには、左に空い
ているタブのウェブページがないことになる。
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【００３９】
　制御部１１１は、ステップ４０７において左に空いているタブのウェブページがあると
判断するときには、タブブラウザ２０のウィドウに左にあるタブのウェブページを表示す
るように切り替える（ステップ４０９）。例えば、表示されているタブのウェブページが
、図３に示したウェブページ３３であるときには、左にあるウェブページ３２に切り替え
る。この場合には、制御部１１１は、右方向にウェブページ３３が移動してブラウザ２０
から徐々に消え、右方向にウェブページ３２がウェブページ３３の後から並進移動してブ
ラウザ２０から徐々に出現するように表示することで、表示されていたタブのウェブペー
ジの表示から別のタブのウェブページの表示へ切り替えるように制御する。
【００４０】
　制御部１１１は、ステップ４０８において左に空いているタブのウェブページがないと
判断するときには、タブのウェブページの切り替えの動作は行わない（ステップ４０６）
。上記したように、例えば、表示されているタブのウェブページが、図３に示した左端の
ウェブページ３１であるときには、左に空いているタブのウェブページがないことになり
、タブのウェブページの切り替えの動作は行わない。
【００４１】
　制御部１１１は、ステップ４０２における２本指でのドラッグ操作が表示されているタ
ブのウェブページに対して下への操作であるときには（ステップ４１０）、上に空いてい
る履歴に係るウェブページがあるかを判断する（ステップ４１１）。例えば、表示されて
いるウェブページが、図３に示したウェブページ３２ａであるときには、上に空いている
履歴に係るウェブページがないことになる。つまりウェブページ３２ａはそのタブにおい
て最初に開いたウェブページである。
【００４２】
　制御部１１１は、ステップ４１１において上に空いている履歴に係るウェブページがあ
ると判断するときには、閉じた一個前にあるウェブページを表示するように切り替える（
ステップ４１２）。例えば、表示されているタブのウェブページが、図３に示したウェブ
ページ３３であるときには、上にあるウェブページ３３ｂに切り替える。この場合には、
制御部１１１は、下方向にウェブページ３３が移動してブラウザ２０から徐々に消え、下
方向にウェブページ３３ｂがウェブページ３３の上から並進移動してブラウザ２０から徐
々に出現するように表示することで、表示されていたウェブページの表示から一個前にあ
るウェブページの表示へ切り替えるように制御する。
【００４３】
　制御部１１１は、ステップ４１１において上に空いている履歴に係るウェブページがな
いと判断するときには、履歴に係るウェブページの切り替えの動作は行わない（ステップ
４１３）。上記したように、例えば、表示されているウェブページが、図３に示した上端
のウェブページ３２aであるときには、上に空いている履歴に係るウェブページがないこ
とになり、履歴に係るウェブページの切り替えの動作は行わない。
【００４４】
　制御部１１１は、ステップ４０２における２本指でのドラッグ操作が表示されているタ
ブのウェブページに対して上への操作であるときには（ステップ４１４）、下に空いてい
る履歴に係るウェブページがあるかを判断する（ステップ４１５）。例えば、表示されて
いるウェブページが、図３に示したウェブページ３２ｄであるときには、下に空いている
履歴に係るウェブページがないことになる。つまりウェブページ３２ｄはそのタブにおい
て最後に開いたウェブページである。
【００４５】
　制御部１１１は、ステップ４１５において下に空いている履歴に係るウェブページがあ
ると判断するときには、閉じた一個先にあるウェブページを表示するように切り替える（
ステップ４１６）。例えば、表示されているタブのウェブページが、図３に示したウェブ
ページ３３であるときには、下にあるウェブページ３３ｃに切り替える。この場合には、
制御部１１１は、上方向にウェブページ３３が移動してブラウザ２０から徐々に消え、上
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方向にウェブページ３３ｃがウェブページ３３の下から並進移動してブラウザ２０から徐
々に出現するように表示することで、表示されていたウェブページの表示から一個先にあ
るウェブページの表示へ切り替えるように制御する。
【００４６】
　制御部１１１は、ステップ４１５において下に空いている履歴に係るウェブページがな
いと判断するときには、履歴に係るウェブページの切り替えの動作は行わない（ステップ
４１３）。上記したように、例えば、表示されているウェブページが、図３に示した下端
のウェブページ３２ｄであるときには、下に空いている履歴に係るウェブページがないこ
とになり、履歴に係るウェブページの切り替えの動作は行わない。
【００４７】
　ステップ４０２における２本指でのドラッグ操作が上下左右のいずれかでもない操作、
つまり斜め方向の操作である場合には、ウェブページの切り替えの動作は行わない（ステ
ップ４１７）。
【００４８】
　なお、上下左右のドラッグ操作において、それらの方向を厳格に設定しなくてもよく、
例えばある程度角度をもったドラッグ操作はそれぞれ上下左右の方向の操作とみなしても
構わない。また、そのドラッグ操作の角度に応じてタブや履歴のウェブページの切り替え
を、例えばページ飛ばしをするようにしてもよい。例えば、左方向のドラッグ操作の角度
が水平方向から所定角度以下の場合には、右隣りのタブのウェブページに切り替える。し
かし、左方向のドラッグ操作の角度が水平方向から所定角度以上の場合には、右隣りでな
く、２つ右のタブのウェブページに切り替えるようにしてもよい。
　［ウェブページの切り替え動作の利点］
　電子機器１００によれば、ユーザがタッチスクリーン１１６に対してドラッグ操作を行
うだけでウェブページを切り替えることができる。
【００４９】
　図６Aに示すようにユーザはブラウザにウェブページ２００が表示されたタッチスクリ
ーン２０１上の所定のアイコン２０２を選択（ダブルタップ）すると、図６Bに示すよう
ブラウザにタブのリスト２０３が開かれる。ユーザがそこからタブ２０３ａ－２０３ｄの
いずれかを選択すると、図６Cに示すように別のタブのウェブページ２０５が開かれる。
このようにしてタブのウェブページを切り替えることが考えられる。
【００５０】
　図７に示すように、ブラウザ３００の所定の領域、ここでは上部の領域にタブメニュー
３０１をウェブページ３０２と共に常に表示している。ユーザがタブメニュー３０１の中
からタブ３０１ａ－３０１ｄのいずれかを選択する。これにより、タブのウェブページを
切り替えることも考えられる。
【００５１】
　図６に示した技術では、タブのウェブページの切り替えに２ステップの選択動作が必要
となり、操作に煩わしさがある。図７に示した技術では、タブメニューを表示する領域だ
けウェブページを表示する領域が狭くなる。特にスマートフォンのようにタッチスクリー
ンの面積が小さく、操作部も表示部と兼用していて操作部の面積が小さい場合には、この
ような操作が煩わしいことや実体の表示領域が狭くなることはユーザにとって非常に不便
である。
【００５２】
　これに対して、電子機器１００では、ユーザがタッチスクリーン１１６に対してドラッ
グ操作を行うだけでタブを切り替えることができるので、タブのウェブページの切り替え
に１ステップの選択動作を行うだけでよい。また、電子機器１００では、タブメニューを
表示する領域を設ける必要はないので、ブラウザのほぼ全領域に実体としてのウェブペー
ジを表示することができる。つまり、本技術に係る電子機器１００では、ブラウザのほぼ
全領域にウェブページを表示しつつ、１ステップの選択動作（１つのドラッグ操作）だけ
でタブの切り替えを行くことができる。加えて、本技術に係る電子機器１００では、タブ
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の切り替えだけでなく、履歴に係るウェブページの切り替えも同様の１ステップの選択動
作（１つのドラッグ操作）だけで行える。つまり、本技術に係る電子機器１００では、タ
ブの切り替えは左右のドラッグ操作で、また履歴に係るウェブページの切り替えは上下の
ドラッグ操作を行うことで、それぞれ属性の異なるウェブページの切り替えを行うことが
できる。よって、ユーザはドラッグ操作の方向に応じてタブの切り替えとウェブ履歴に関
連するウェブページの切り替えができるので、簡単な操作で特定のウェブページに辿り着
くことができる。
【００５３】
　なお、上記の切り替えのためのドラッグ操作の方向は一例を示しただけで、別の方向の
ドラッグ操作に応じてウェブページを切り替えるようにしてももちろん構わない。例えば
上下方向のドラッグ操作に応じてタブのウェブページを切り替えるようにしても構わない
。
【００５４】
　本技術に係る電子機器１００では、タッチスクリーン１１６の例えば左方向にドラッグ
操作が向かうとき、左端方向に現在表示しているタブのウェブページが移動してブラウザ
から消えていく。これとともに、右端方向から左方向に向けてこの後表示されるタブのウ
ェブページが現在表示されているタブのウェブページの後からほぼ連接して並進移動して
ブラウザから出現する。また、履歴に係るウェブページの切り替えも同様の表示によって
行われる。従って、ユーザは次に表示されるウェブページの表示を確認しながらウェブペ
ージを切り替えることができる。
【００５５】
　この場合、制御部１１１は、タッチスクリーン１１６の例えば左方向にドラッグ操作が
向かう間に、現在表示していたタブのウェブページがブラウザから消えたときには（例え
ば図５Ｄの状態）、次のタブのウェブページをブラウザに表示する。一方、制御部１１１
は、現在表示しているタブのウェブページがブラウザから消える前に（例えば図５Ｂや図
５Ｃの状態）ドラッグ操作が終了したときには、次のタブのウェブページを表示するので
はなく、それまで表示していたタブのウェブページに戻す。これにより、ユーザはタブの
切り替え、或いは切り替えのキャンセルをより直感的に操作で行うことができる。このよ
うな直感的な操作による切り替えは、タブの切り替えだけでなく、履歴に係るウェブペー
ジの切り替えにも適用できる。
【００５６】
　制御部１１１は、例えば左方向のドラッグ操作に応じて左方向に次のタブのウェブペー
ジが現在表示されているタブのウェブページの後から並進移動している間に、ドラッグ操
作が右方向に切り替わらない限り、次のタブに切り替えるようにしてもよい。例えば図５
Ｃの状態でドラッグ操作が終了すると、元のタブに戻すのではなく、次のタブに切り替え
る。しかし、左方向のドラッグ操作に応じて左方向に次のタブのウェブページが現在表示
されているタブのウェブページの後から並進移動している間に、ドラッグ操作が右方向に
反転したときには、元のタブに戻す。例えば図５Ｃの状態でドラッグ操作が反転すると、
次のタブに切り替えるのではなく元のタブに戻す。これにより、ユーザはタブの切り替え
、或いは切り替えのキャンセルをより直感的に操作で行うことができる。このような直感
的な操作による切り替えも、タブの切り替えだけでなく、履歴に係るウェブページの切り
替えにも適用できる。
　［他の実施形態］
【００５７】
　上記の実施形態では、タブの切り替えばかりでなく履歴に係るウェブページの切り替え
もドラッグ操作によって行うものであったが、ドラッグ操作によって履歴に係るウェブペ
ージの切り替えではなくハイパーリンクに関連するウェブページへの切り替えを行っても
よい。例えば、ドラッグ操作が左右の場合にはタブの切り替えを行い、ドラッグ操作が上
下の場合にはハイパーリンクに関連するウェブページへの切り替えを行うようにする。図
８は電子機器１００のタッチスクリーン１１６のブラウザに表示されたウェブページ４０
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０を示している。このウェブページ４００には例えば上から順番４０１、４０２、４０３
、４０４、４０５のハイパーリンクが埋め込まれているとする。例えば、ラッグ操作が下
方向の場合には４０５のハイパーリンクから順番にウェブページを切り替え、ドラッグ操
作が上方向の場合には４０１のハイパーリンクから順番にウェブページを切り替える。従
って、ユーザは、ドラッグの方向に応じてタブの切り替えとハイパーリンクに関連するウ
ェブページの切り替えができるので、簡単な操作で特定のウェブページに辿り着くことが
できる。なお、上記の例でハイパーリンクが左右の方向に埋め込まれている場合には、例
えば左側にあるハイパーリンクの方が上に存在するハイパーリンクであるとみなせばよい
。
　本技術の実施形態は、上記の実施形態に限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱
しない範囲において種々の変更が可能である。
　上記の実施形態では、２本指によるドラッグ操作に応じてウェブページを切り替えるも
のであったが、１本指、３本指などによるドラッグ操作に応じてウェブページを切り替え
るものであってもよい。
　上記の実施形態では、左右方向のドラッグ操作に応じてタブを切り替えていたが、上下
方向のドラッグ操作に応じてタブを切り替えてもよい。
　上記の実施形態では、ウェブページが移動してブラウザから徐々に消え、次のウェブペ
ージがそのウェブページの後から並進移動してブラウザから徐々に出現することで、タブ
の切り替えが行われていた。しかし、所定のドラッグ操作、３本指のドラッグ操作があっ
たときに、瞬時に次のタブのウェブページが出現するなど、他の表示によってタブが切り
替わるものであっても構わない。或いはドラッグ操作の相違、例えば２本指、３本指のド
ラッグ操作の相違に応じて、異なる表示方法でタブが切り替わるようにしても構わない。
【００５８】
　本技術は以下のような構成も採ることができる。
（１）タッチスクリーンと、
　前記タッチスクリーンのブラウザに第１のタブのウェブページを表示し、前記タッチス
クリーンへのドラッグ操作に応じて前記第１のタブのウェブページの表示から第２のタブ
のウェブページの表示へ切り替える制御部と
　を具備する電子機器。
【００５９】
（２）前記（１）に記載の電子機器であって、
　前記制御部は、前記タッチスクリーンの第１の方向に前記ドラッグ操作が向かうとき、
前記第１の方向に前記第１のタブのウェブページが移動して前記ブラウザから消え、前記
第１の方向に前記第２のタブのウェブページが前記第１のタブのウェブページの後から並
進移動して前記ブラウザから出現するように表示することで、前記第１のタブのウェブペ
ージの表示から前記第２のタブのウェブページの表示へ切り替える
　電子機器。
【００６０】
（３）前記（２）に記載の電子機器であって、
　前記制御部は、前記タッチスクリーンの第１の方向と直交する第２の方向に前記ドラッ
グ操作が向かうとき、前記第２の方向に前記第１のタブのウェブページが移動して前記ブ
ラウザから消え、前記第２の方向に前記第１のタブのウェブページのウェブ履歴に関連す
る別のウェブページが前記第１のタブのウェブページの後から並進移動して前記ブラウザ
から出現するように表示することで、前記第１のタブのウェブページの表示から前記第１
のタブのウェブページのウェブ履歴に関連する別のウェブページの表示へ切り替える
　電子機器。
【００６１】
（４）前記（２）又は（３）に記載の電子機器であって、
　前記制御部は、前記タッチスクリーンの第１の方向と直交する第２の方向に前記ドラッ
グ操作が向かうとき、前記第２の方向に前記第１のタブのウェブページが移動して前記ブ
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ラウザから消え、前記第２の方向に前記第１のタブのウェブページのハイパーリンクに関
連する別のウェブページが前記第１のタブのウェブページの後から並進移動して前記ブラ
ウザから出現するように表示することで、前記第１のタブのウェブページの表示から前記
第１のタブのウェブページのハイパーリンクに関連する別のウェブページの表示へ切り替
える
　電子機器。
【００６２】
（５）前記（２）～（４）のいずれかに記載の電子機器であって、
　前記制御部は、前記タッチスクリーンの第１の方向に前記ドラッグ操作が向かう間に、
前記第１のタブのウェブページが前記ブラウザから消えたときに、前記第１のタブのウェ
ブページが戻って表示されることなく、前記第１のタブのウェブページの表示から前記第
２のタブのウェブページの表示へ切り替える
　電子機器。
【００６３】
（６）前記（２）～（５）のいずれかにに記載の電子機器であって、
　前記制御部は、前記第１の方向に前記第２のタブのウェブページが前記第１のタブのウ
ェブページの後から並進移動している間に、前記ドラッグ操作が前記第１の方向と反対方
向の第２の方向に向かったとき、前記第１のタブのウェブページの表示から前記第２のタ
ブのウェブページの表示へ切り替えることなく、前記第１のタブのウェブページを表示す
る
　電子機器。
（７）タッチスクリーンのブラウザに第１のタブのウェブページを表示し、
　前記タッチスクリーンへのドラッグ操作に応じて前記第１のタブのウェブページの表示
から第２のタブのウェブページの表示へ切り替える
　表示方法。
【００６４】
（８）前記（７）に記載の表示方法であって、
　前記タッチスクリーンの第１の方向に前記ドラッグ操作が向かうとき、前記第１の方向
に前記第１のタブのウェブページが移動して前記ブラウザから消え、前記第１の方向に前
記第２のタブのウェブページが前記第１のタブのウェブページの後から並進移動して前記
ブラウザから出現するように表示することで、前記第１のタブのウェブページの表示から
前記第２のタブのウェブページの表示へ切り替える
　表示方法。
【００６５】
（９）前記（８）に記載の表示方法であって、
　前記タッチスクリーンの第１の方向と直交する第２の方向に前記ドラッグ操作が向かう
とき、前記第２の方向に前記第１のタブのウェブページが移動して前記ブラウザから消え
、前記第２の方向に前記第１のタブのウェブページのウェブ履歴に関連する別のウェブペ
ージが前記第１のタブのウェブページの後から並進移動して前記ブラウザから出現するよ
うに表示することで、前記第１のタブのウェブページの表示から前記第１のタブのウェブ
ページのウェブ履歴に関連する別のウェブページの表示へ切り替える
　表示方法。
【００６６】
（１０）前記（８）又は（９）に記載の表示方法であって、
　前記タッチスクリーンの第１の方向と直交する第２の方向に前記ドラッグ操作が向かう
とき、前記第２の方向に前記第１のタブのウェブページが移動して前記ブラウザから消え
、前記第２の方向に前記第１のタブのウェブページのハイパーリンクに関連する別のウェ
ブページが前記第１のタブのウェブページの後から並進移動して前記ブラウザから出現す
るように表示することで、前記第１のタブのウェブページの表示から前記第１のタブのウ
ェブページのハイパーリンクに関連する別のウェブページの表示へ切り替える
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　表示方法。
【００６７】
（１１）前記（８）～（１０）のいずれかに記載の表示方法であって、
　前記タッチスクリーンの第１の方向に前記ドラッグ操作が向かう間に、前記第１のタブ
のウェブページが前記ブラウザから消えたときに、前記第１のタブのウェブページが戻っ
て表示されることなく、前記第１のタブのウェブページの表示から前記第２のタブのウェ
ブページの表示へ切り替える
　表示方法。
【００６８】
（１２）前記（８）～（１１）のいずれかに記載の表示方法であって、
　前記制御部は、前記第１の方向に前記第２のタブのウェブページが前記第１のタブのウ
ェブページの後から並進移動している間に、前記ドラッグ操作が前記第１の方向と反対方
向の第２の方向に向かったとき、前記第１のタブのウェブページの表示から前記第２のタ
ブのウェブページの表示へ切り替えることなく、前記第１のタブのウェブページを表示す
る
　表示方法。
（１３）タッチスクリーンのブラウザに第１のタブのウェブページを表示するステップと
、
　前記タッチスクリーンへのドラッグ操作に応じて前記第１のタブのウェブページの表示
から第２のタブのウェブページの表示へ切り替えるステップと
　を電子機器に実行させるプログラム。
【００６９】
（１４）前記（１３）に記載のプログラムであって、
　前記タッチスクリーンの第１の方向に前記ドラッグ操作が向かうとき、前記第１の方向
に前記第１のタブのウェブページが移動して前記ブラウザから消え、前記第１の方向に前
記第２のタブのウェブページが前記第１のタブのウェブページの後から並進移動して前記
ブラウザから出現するように表示することで、前記第１のタブのウェブページの表示から
前記第２のタブのウェブページの表示へ切り替える
　プログラム。
【００７０】
（１５）前記（１４）に記載のプログラムであって、
　前記タッチスクリーンの第１の方向と直交する第２の方向に前記ドラッグ操作が向かう
とき、前記第２の方向に前記第１のタブのウェブページが移動して前記ブラウザから消え
、前記第２の方向に前記第１のタブのウェブページのウェブ履歴に関連する別のウェブペ
ージが前記第１のタブのウェブページの後から並進移動して前記ブラウザから出現するよ
うに表示することで、前記第１のタブのウェブページの表示から前記第１のタブのウェブ
ページのウェブ履歴に関連する別のウェブページの表示へ切り替える
　プログラム。
【００７１】
（１６）前記（１４）又は（１５）に記載のプログラムであって、
　前記タッチスクリーンの第１の方向と直交する第２の方向に前記ドラッグ操作が向かう
とき、前記第２の方向に前記第１のタブのウェブページが移動して前記ブラウザから消え
、前記第２の方向に前記第１のタブのウェブページのハイパーリンクに関連する別のウェ
ブページが前記第１のタブのウェブページの後から並進移動して前記ブラウザから出現す
るように表示することで、前記第１のタブのウェブページの表示から前記第１のタブのウ
ェブページのハイパーリンクに関連する別のウェブページの表示へ切り替える
　プログラム。
【００７２】
（１７）前記（１４）～（１６）のいずれかに記載のプログラムであって、
　前記タッチスクリーンの第１の方向に前記ドラッグ操作が向かう間に、前記第１のタブ
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のウェブページが前記ブラウザから消えたときに、前記第１のタブのウェブページが戻っ
て表示されることなく、前記第１のタブのウェブページの表示から前記第２のタブのウェ
ブページの表示へ切り替える
　プログラム。
【００７３】
（１８）前記（１４）～（１７）のいずれかに記載のプログラムであって、
　前記制御部は、前記第１の方向に前記第２のタブのウェブページが前記第１のタブのウ
ェブページの後から並進移動している間に、前記ドラッグ操作が前記第１の方向と反対方
向の第２の方向に向かったとき、前記第１のタブのウェブページの表示から前記第２のタ
ブのウェブページの表示へ切り替えることなく、前記第１のタブのウェブページを表示す
る
　プログラム。
【符号の説明】
【００７４】
１００　電子機器
１１１　制御部
１１６　タッチスクリーン

【図１】

【図２】

【図３】
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