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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報を表示する情報表示手段と、
　前記情報表示手段に表示された情報を移動させるための指示を検知する移動指示検知手
段と、
　前記情報表示手段に表示された情報を移動させる移動量である移動領域数を前記指示に
基づいて算出する移動領域数算出手段と、
　情報表示手段に表示された情報を移動させる際に基準とする基準位置からの前記移動領
域数に応じて、予め定められた線である移動量表示線を決定する移動量表示線決定手段と
、
　前記移動量表示線決定手段が決定した移動量表示線を、前記情報表示手段に表示させる
移動量表示手段とを備えた
　ことを特徴とする情報表示装置。
【請求項２】
　移動量表示線の形状を決定する形状決定手段を備え、
　移動量表示手段は、移動量表示線決定手段が決定した移動量表示線を、前記形状決定手
段が決定した形状に従って表示させる
　請求項１記載の情報表示装置。
【請求項３】
　情報表示手段に表示された複数の領域から選択された領域である選択領域を認識する画
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面領域認識手段を備え、
　移動指示検知手段は、前記選択領域に表示された情報を移動させるための指示を検知し
、
　移動領域数算出手段は、前記指示に応じて前記選択領域に表示された情報を移動させる
移動領域数を算出し、
　移動量表示手段は、移動量表示線決定手段が決定した移動量表示線を、前記選択領域に
表示させる
　請求項１または請求項２に記載の情報表示装置。
【請求項４】
　移動領域数と、移動量表示線の種別とを対応付けて記憶する移動量表示線記憶手段を備
え、
　移動量表示線決定手段は、基準位置からの移動領域数に応じ、前記移動量表示線記憶手
段に記憶された種別が示す移動量表示線から選択して移動量表示線を決定する
　請求項１から請求項３のうちのいずれか１項に記載の情報表示装置。
【請求項５】
　移動量表示線決定手段は、第一の移動領域数に応じて定められた第一の移動量表示線と
、第二の移動領域数に応じて定められた第二の移動量表示線の組合せによって移動量表示
線を決定する
　請求項１から請求項４のうちのいずれか１項に記載の情報表示装置。
【請求項６】
　移動指示検知手段は、キー入力により、情報表示手段に表示された情報を移動させるた
めの指示を検知する
　請求項１から請求項５のうちのいずれか１項に記載の情報表示装置。
【請求項７】
　移動指示検知手段は、モバイル機器を使用したキー入力により、情報表示手段に表示さ
れた情報を移動させるための指示を検知する
　請求項６に記載の情報表示装置。
【請求項８】
　移動指示検知手段は、リモコン装置を使用したキー入力により、情報表示手段に表示さ
れた情報を移動させるための指示を検知する
　請求項６に記載の情報表示装置。
【請求項９】
　移動指示検知手段は、マウスを使用した入力により、情報表示手段に表示された情報を
移動させるための指示を検知する
　請求項１から請求項５のうちのいずれか１項に記載の情報表示装置。
【請求項１０】
　情報表示手段上に配置され、手指の接触及び動作を検知する検知手段を備え、
　移動指示検知手段は、前記検知手段が手指の接触及び動作を検知することにより、情報
表示手段に表示された情報を移動させるための指示を検知する
　請求項１から請求項５のうちのいずれか１項に記載の情報表示装置。
【請求項１１】
　情報を表示する情報表示手段に表示された情報を移動させるための指示を検知し、
　前記情報表示手段に表示された情報を移動させる移動量である移動領域数を前記指示に
基づいて算出し、
　情報表示手段に表示された情報を移動させる際に基準とする基準位置からの前記移動領
域数に応じて、予め定められた線である移動量表示線を決定し、
　前記移動量表示線を、前記情報表示手段に表示させる
　ことを特徴とする移動量表示方法。
【請求項１２】
　移動量表示線の形状を決定し、
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　決定された形状に従って、移動量表示線を情報表示手段に表示させる
　請求項１１記載の移動量表示方法。
【請求項１３】
　情報表示手段に表示された複数の領域から選択された領域である選択領域を認識し、　
　前記選択領域に表示された情報を移動させるための指示を検知し、
　前記指示に応じて前記選択領域に表示された情報を移動させる移動領域数を算出し、
　前記選択領域に移動量表示線を表示させる
　請求項１１または請求項１２に記載の移動量表示方法。
【請求項１４】
　基準位置からの移動領域数に応じ、移動領域数と移動量表示線の種別とを対応付けて記
憶する移動量表示線記憶手段に記憶された種別が示す移動量表示線から選択して移動量表
示線を決定する
　請求項１１から請求項１３のうちのいずれか１項に記載の移動量表示方法。
【請求項１５】
　第一の移動領域数に応じて定められた第一の移動量表示線と、第二の移動領域数に応じ
て定められた第二の移動量表示線の組合せによって移動量表示線を決定する
　請求項１１から請求項１４のうちのいずれか１項に記載の移動量表示方法。
【請求項１６】
　コンピュータに、
　情報を表示する情報表示手段に表示された情報を移動させるための指示を検知したとき
に、前記情報表示手段に表示された情報を移動させる移動量である移動領域数を当該指示
に基づいて算出する移動領域数算出処理、
　情報表示手段に表示された情報を移動させる際に基準とする基準位置からの前記移動領
域数に応じて、予め定められた線である移動量表示線を決定する移動量表示線決定処理、
および、
　前記移動量表示線決定処理で決定した移動量表示線を、前記情報表示手段に表示させる
移動量表示処理
　を実行させるための移動量表示プログラム。
【請求項１７】
　コンピュータに、
　移動量表示線の形状を決定する形状決定処理を実行させ、
　移動量表示処理で、移動量表示線決定処理で決定した移動量表示線を、前記形状決定処
理で決定した形状に従って表示させる
　請求項１６記載の移動量表示プログラム。
【請求項１８】
　コンピュータに、
　情報表示手段に表示された複数の領域から選択された領域である選択領域を認識する画
面領域認識処理を実行させ、
　移動領域数算出処理で、前記選択領域に表示された情報を移動させるための指示を検知
したときに、当該指示に応じて前記選択領域に表示された情報を移動させる移動領域数を
算出させ、
　移動量表示処理で、移動量表示線決定処理で決定した移動量表示線を、前記選択領域に
表示させる
　請求項１６または請求項１７に記載の移動量表示プログラム。
【請求項１９】
　コンピュータに、
　移動量表示線決定処理で、基準位置からの移動領域数に応じ、移動領域数と移動量表示
線の種別とを対応付けて記憶する移動量表示線記憶手段に記憶された種別が示す移動量表
示線から選択して移動量表示線を決定させる
　請求項１６から請求項１８のうちのいずれか１項に記載の移動量表示プログラム。
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【請求項２０】
　コンピュータに、
　移動量表示線決定処理で、第一の移動領域数に応じて定められた第一の移動量表示線と
、第二の移動領域数に応じて定められた第二の移動量表示線の組合せによって移動量表示
線を決定させる
　請求項１６から請求項１９のうちのいずれか１項に記載の移動量表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、閲覧する情報の移動量を視覚的に認識できる情報表示装置、移動量表示方法
及び移動量表示プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　技術の進歩により、ユーザが閲覧できる情報量が多くなった。また、グラフィック表現
技術の向上により、矩形領域だけでなく、例えば、円や多角形など多種多様な形状の領域
に情報を表現することが可能になった。
【０００３】
　多くの情報を閲覧できるようにするための第一の技術として、表示領域の一部にバー領
域を設け、そのバー領域につまみを配置したスクロールバーを用いる技術が存在する。こ
のスクロールバーを用いることにより、情報全体の中の閲覧位置を把握できる。
【０００４】
　第二の技術として、スクロールバーを用いず、軸にデータを配置してユーザがその軸の
スケール変更（拡大及び縮小）を任意に行える情報表示方法が非特許文献１に記載されて
いる。非特許文献１に記載された情報表示方法は、線形な軸を設定し、サムネイルを何ら
かの特徴量をもとに軸にマッピングしてデータの分布を可視化する。このとき、特徴量の
近いデータはサムネイルが重なり合わないようにサムネイルサイズの異なる複数の列に振
り分けて配置する。この配置は、ユーザが軸のスケール変更操作（例えば、軸の拡大）を
行うと、開いたサムネイルの隙間を補充するように下位列からサムネイルを移動させ、適
度な表示密度を維持する。
【０００５】
　第三の技術として、画面の端にスクロールバーを設けることなく、表示されていない部
分を把握することができ、表示部の表示領域をより有効利用できる端末装置が特許文献１
に記載されている。特許文献１に記載された端末装置は、まず、表示画像のサイズと表示
部の表示サイズから、表示部に表示されていない部分の上下方向のドット数（残留画像サ
イズ）を算出する。そして、端末装置は、算出された残留画像サイズに基づいて、残留画
像サイズの大きさを示唆する領域（画像範囲示唆領域）が、表示部に表示されるように画
面を編集する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－２６４７７１号公報（段落００２０、００２１、図４）
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】西山，鈴木，仙田，“アウトラインズーム：大量データの閲覧に適した
ＵＩ手法の提案”，2008年電子情報通信学会総合大会，A-16-9，2008年3月 ，pp.295
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　第一の技術から第三の技術のいずれも、例えば、ユーザの操作により、情報全体の中に
おける表示部分を移動させた場合（すなわち、表示部分を変化させた場合）、その表示部
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分が情報全体の中のどの位置にあるのかを相対的に表示するにすぎなかった。そのため、
ユーザが元の表示部分に戻したい場合など、移動量が把握しづらく、閲覧効率が悪いとい
う課題があった。
【０００９】
　また、第一の技術から第三の技術のいずれも、矩形領域に表示された情報を移動させた
場合の移動量を表示することを前提としている。そのため、それ以外の形状の領域（例え
ば、円形や多角形など）に情報を表示した場合、その閲覧位置や移動量を把握することは
できなかった。
【００１０】
　そこで、本発明は、情報の閲覧位置を移動させて表示した場合に、その移動させた量を
明確に把握できる情報表示装置、移動量表示方法及び移動量表示プログラムを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明による情報表示装置は、情報を表示する情報表示手段と、情報表示手段に表示さ
れた情報を移動させるための指示を検知する移動指示検知手段と、情報表示手段に表示さ
れた情報を移動させる移動量である移動領域数を指示に基づいて算出する移動領域数算出
手段と、情報表示手段に表示された情報を移動させる際に基準とする基準位置からの移動
領域数に応じて、予め定められた線である移動量表示線を決定する移動量表示線決定手段
と、移動量表示線決定手段が決定した移動量表示線を、情報表示手段に表示させる移動量
表示手段とを備えたことを特徴とする。
【００１２】
　本発明による移動量表示方法は、情報を表示する情報表示手段に表示された情報を移動
させるための指示を検知し、情報表示手段に表示された情報を移動させる移動量である移
動領域数を指示に基づいて算出し、情報表示手段に表示された情報を移動させる際に基準
とする基準位置からの移動領域数に応じて、予め定められた線である移動量表示線を決定
し、移動量表示線を、情報表示手段に表示させることを特徴とする。
【００１３】
　本発明による移動量表示プログラムは、コンピュータに、情報を表示する情報表示手段
に表示された情報を移動させるための指示を検知したときに、情報表示手段に表示された
情報を移動させる移動量である移動領域数をその指示に基づいて算出する移動領域数算出
処理、情報表示手段に表示された情報を移動させる際に基準とする基準位置からの移動領
域数に応じて、予め定められた線である移動量表示線を決定する移動量表示線決定処理、
および、移動量表示線決定処理で決定した移動量表示線を、情報表示手段に表示させる移
動量表示処理を実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、情報の閲覧位置を移動させて表示した場合に、その移動させた量を明
確に把握できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の実施形態における情報表示装置の例を示すブロック図である。
【図２】表示される情報全体の端部を基準位置と定めた場合の例を示す説明図である。
【図３】移動量表示線を出力する処理の例を示す説明図である。
【図４】第一の実施形態における処理の例を示すフローチャートである。
【図５】移動領域数と移動量表示線とを対応付けた情報の例を示す説明図である。
【図６】移動量表示線を出力する他の処理例を示す説明図である。
【図７】本発明の第２の実施形態における情報表示装置の例を示すブロック図である。
【図８】第２の実施形態における動作の例を示す説明図である。
【図９】移動領域数と移動量表示線とを対応付けた情報の例を示す説明図である。
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【図１０】移動領域数と移動量表示線とを対応付けた情報の例を示す説明図である。
【図１１】第２の実施形態における他の具体例を示す説明図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態における情報表示装置の例を示すブロック図である。
【図１３】表示領域が複数存在する場合の例を示す説明図である。
【図１４】本発明の第４の実施形態における情報表示装置の例を示すブロック図である。
【図１５】第４の実施形態における具体例を示す説明図である。
【図１６】第４の実施形態における具体例を示す説明図である。
【図１７】本発明における情報表示装置の最小構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
【００１７】
実施形態１．
　図１は、本発明の第１の実施形態における情報表示装置の例を示すブロック図である。
本実施形態における情報表示装置は、距離検出手段１と、距離表現決定手段２と、表示制
御手段５と、入力装置６と、表示装置７とを備えている。
【００１８】
　表示装置７は、例えば、ユーザの指示に応じて選択された情報を表示する装置である。
表示装置７は、例えば、ディスプレイ装置などの表示デバイスによって実現されるが、表
示装置７はディスプレイ装置に限定されない。
【００１９】
　入力装置６は、表示装置７に表示された情報を移動させるための指示（以下、移動指示
と記す。）を検知する装置である。入力装置６は、例えば、キーボードやモバイル機器、
リモコン装置など、入力キーを備えた装置であってもよい。この場合、入力装置６は、例
えば、ユーザの指示に応じてキーボードやモバイル機器、リモコン装置などに備えられた
キーが押下されたときに、移動指示を検知してもよい。もしくは、入力装置６として、マ
ウス装置を用いてもよい。この場合、入力装置６は、例えば、ユーザによりマウス操作が
行われたときに、移動指示を検知してもよい。あるいは、入力装置６として、タッチパネ
ルなどを使用してもよい。この場合、入力装置６は、例えばユーザの手指の接触及び動作
を検知したときに、移動指示を検知してもよい。なお、移動指示を検知可能な装置であれ
ば、入力装置６は、上述の装置に限定されない。
【００２０】
　距離検出手段１は、例えば、ユーザからの移動指示に基づき、その移動指示に応じた情
報の図上の距離を算出する。なお、情報の図上とは、表示装置７に表示する情報全体とい
うことができる。情報の図上の距離とは、情報全体の中のある情報から、表示装置７に表
示したい情報まで移動させる移動量であるということができる。すなわち、距離検出手段
１は、例えば、ユーザからの移動指示を検知したときに、表示装置７に表示された情報を
移動させる移動量（以下、移動領域数と記す。）をその移動指示に基づいて算出する。以
下の説明では、距離検出手段１が移動領域数を整数で表現する場合を例に説明するが、移
動領域数は、整数表現に限定されない。
【００２１】
　距離表現決定手段２は、表示装置７に表示された情報を移動させる際に基準とする位置
（以下、基準位置と記す。）からの移動領域数に応じて予め定められた線（以下、移動量
表示線と記す。）を決定する。本実施形態では、距離（移動領域数）が１の場合に第一の
移動量表示線（第一の種類の線と記す場合もある。）を使用し、距離（移動領域数）が、
１より大きい予め定められた値の場合に、第二の移動量表示線（第二の種類の線と記す場
合もある。）を使用する場合を例に説明する。このとき、距離表現決定手段２は、基準位
置からの移動領域数に応じ、第一の移動量表示線と第二の移動量表示線とを組み合わせた
移動量表示線を決定する。なお、基準位置は、表示される情報全体の端部や中心とするこ
とができる。この基準位置は、表示領域の形状に応じて、予め定めておけばよい。
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【００２２】
　図２は、表示される情報全体の端部を基準位置と定めた場合の例を示す説明図である。
図２に示す例では、全情報１０のうち、矩形の表示領域１０ａに情報を表示する。図２で
は、全情報１０のうち「Ａ」を表示している場合を示している。例えば、予め左端を基準
位置と定めた場合、破線で示す基準位置１４が基準位置になる。なお、右端を基準位置と
定めてもよい。この場合、破線で示す基準位置１５が基準位置になる。例えば、表示装置
７は、基準位置を含む情報を初期状態として表示してもよい。
【００２３】
　表示制御手段５は、距離表現決定手段２が決定した移動量表示線を表示装置７に表示さ
せる。図３は、移動量表示線を表示装置７に表示する処理の例を示す説明図である。図３
に示す例では、初期状態として表示装置７に画面１１ａが表示されているものとする。ま
た、基準位置からの距離（すなわち、移動領域数）が「１」の領域を示す第一の移動量表
示線を細線１２とし、基準位置からの距離が「５」の場合の領域を示す第二の移動量表示
線を太線１３とする。また、左端を基準位置とし、左方向への移動指示を行った場合、表
示装置７に表示された情報を１画面分移動させ、画面の左側に移動量表示線を表示するも
のとする。
【００２４】
　画面１１ｂは、画面１１ａの状態から左方向へ３回移動指示を行い、画面の左側へ細線
１２を３本表示した状態を示す。さらに、例えば、ユーザが左キーを１回押下すること（
すなわち移動指示を行うこと）により、左向きに移動指示を行うと、合計で左方向に４回
移動指示を行ったことになる。この場合、画面の左側へ細線１２を４本表示した画面１１
ｃの状態になる。さらに、例えば、ユーザが左キーを１回押下することにより、左向きに
移動指示を行うと、合計で左方向に５回移動指示を行ったことになる。この場合、画面の
左側へ細線１２を５本表示するかわりに、太線１３を１本表示した画面１１ｄの状態にな
る。さらに、例えば、ユーザが左キーを１回押下することにより、左向きに移動指示を行
うと、合計で左方向に６回移動指示を行ったことになる。この場合、太線１３と細線１２
とを１本ずつ画面の左側へ表示した画面１１ｅの状態になる。このように、移動指示の回
数（すなわち、移動指示によって移動した移動領域数）によって、移動量表示線を表示す
るため、例えば、どのくらいページが移動したかなどを、直観的に把握することができる
。
【００２５】
　距離検出手段１と、距離表現決定手段２と、表示制御手段５とは、例えば、プログラム
（移動量表示プログラム）に従って動作するコンピュータのＣＰＵによって実現される。
例えば、プログラムは、情報表示装置が備える記憶部（図示せず）に記憶され、ＣＰＵは
、そのプログラムを読み込み、プログラムに従って距離検出手段１、距離表現決定手段２
及び表示制御手段５として動作してもよい。また、これらの各手段が、別々の専用回路に
よって実現されていてもよい。
【００２６】
　次に、動作について説明する。図４は、第一の実施形態における処理の例を示すフロー
チャートである。例えば、入力装置６がユーザからの移動指示を検知すると、距離検出手
段１は、その入力を受け付ける（ステップＳ５１）。なお、入力装置６は、キー入力やマ
ウス入力、リモコン装置やモバイル機器を介した入力、あるいはユーザによる画面接触等
によって移動指示を検知する。距離検出手段１は、例えば、ユーザからの移動指示に基づ
き、その移動指示に応じた情報の図上の距離（移動領域数）を整数表現で算出する（ステ
ップＳ５２）。例えば、画面の右端から左端までを１領域としてもよいし、予め定めた線
と線の間に挟まれた部分を１領域としてもよい。なお、ここでは、画面の右端から左端ま
でを１領域とする場合について説明する。
【００２７】
　例えば、入力装置６がキー入力を検知し、１回分のキー入力で１領域移動する場合に移
動領域数を「１」とする。また、例えば、入力装置６がマウス操作を検知し、画面の右端
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から左端までの距離を移動する場合に移動領域数を「１」とする。
【００２８】
　距離表現決定手段２は、基準位置からの移動領域数が第二の種類の線で示す値に達した
か否か判断する（ステップＳ５３）。基準位置からの移動領域数が第二の種類の線で示す
値に達している場合（ステップＳ５３におけるＹＥＳ）、距離表現決定手段２は、第二の
種類の線を用いて移動量表示線を表現すると決定する（ステップＳ５４）。基準位置から
の移動領域数が第二の種類の線で示す値に達していない場合（ステップＳ５３におけるＮ
Ｏ）、距離表現決定手段２は、第一の種類の線を用いて移動量表示線を表現すると決定す
る（ステップＳ５５）。表示制御手段５は、距離表現決定手段２が第一の種類の線と第二
の種類の線を組み合わせて表現した移動量表示線を表示装置７に表示させる（ステップＳ
５６）。なお、ステップＳ５５で、第一の種類の線を用いると判断した場合でも、移動領
域数が第一の種類の線で示す値に達していない場合、表示制御手段５は、表示装置７に何
も表示させなくてよい。
【００２９】
　上記説明では、移動領域数が１の場合に第一の移動量表示線を使用し、移動領域数が、
１より大きい予め定められた値（上記説明では「５」）の場合に第二の移動量表示線使用
する場合を例に説明した。使用する線の種類は２種類に限られず、１種類であってもよく
、３種類以上であってもよい。また、情報表示装置は、別途記憶手段（図示せず。以下、
移動量表示線記憶手段と記す。）を備え、その移動量表示線記憶手段に、移動領域数と、
移動量表示線の種別（例えば、線の太さなど）とを対応付けて記憶していてもよい。この
場合、距離表現決定手段２は、基準位置からの移動領域数に応じ、移動量表示線をその移
動量表示線記憶手段に記憶された種別が示す移動量表示線から選択して決定してもよい。
【００３０】
　図５は、移動領域数と、３種類の移動量表示線とを対応付けた情報の例を示す説明図で
ある。図５に示す例では、第一の種類の線として１本分（１領域分）を線で表示する場合
には０．１ｃｍ、第二の種類の線として５本分（５領域分）の線を表示する場合には０．
５ｃｍ、第三の種類の線として１０本分（１０領域分）を線で表示する場合には、１ｃｍ
の太さと設定されていることを示す。また、図５に示す例では、基準位置を左端とし、１
画面（すなわち、画面の右端から左端まで）を１領域とし、また、左キーで左方向への移
動指示、右キーで右方向への移動指示を検知するという情報が設定されていることを示す
。これらの情報は、移動量表示線記憶手段に記憶されていてもよい。なお、基準位置は、
画面の左端に限られず、画面の真ん中であっても良い。
【００３１】
　第一の実施形態における動作について、具体例を用いて説明する。以下の説明では、基
準位置からの移動領域数が変数Ｘに格納され、距離表現決定手段２が、その変数Ｘの値に
応じて移動量表示線を決定する場合について説明する。なお、変数Ｘの初期値は０である
。また、画面は、図３の例に示す画面１１ａの状態にあるものとする。また、移動領域数
と移動量表示線との関係は、図５の例に示す関係を用いるものとする。すなわち、入力装
置６は左右のキー入力を検知する。
【００３２】
　例えば、入力装置６が左キーの押下を１回検知すると、距離検出手段１はその入力を受
け付け（図４におけるステップＳ５１。以下同様。）、移動領域数を整数表現で算出する
（ステップＳ５２）。この場合、距離検出手段１は移動領域数を１と算出する。距離表現
決定手段２は、距離検出手段１が算出した移動領域数と変数Ｘの値との合計が、第二の種
類の線で示す値（すなわち「５」）に達したか否か判断する（ステップＳ５３）。この場
合、合計値は１であり、移動領域数が第二の種類の線で示す値に達していないため（ステ
ップＳ５３におけるＮＯ）、距離表現決定手段２は、第一の種類の線を用いて移動量表示
線を表現すると決定する（ステップＳ５５）。表示制御手段５は、第一の種類の線で表現
した移動量表示線を表示装置７に表示させる（ステップＳ５６）。なお、距離表現決定手
段２は、変数Ｘに移動領域数（ここでは「１」）を加算する。この状態から、さらに、入
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力装置６が左キーの押下を２回検知した状態が図３に示す画面１１ｂであり、さらに、画
面１１ｂに示す状態から、入力装置６が左キーの押下を１回検知した状態が図３に示す画
面１１ｃである。なお、画面１１ｃに示す状態における変数Ｘの値は４になる。
【００３３】
　この状態から、さらに、入力装置６が左キーの押下を１回検知すると、距離検出手段１
はその入力を受け付け（図４におけるステップＳ５１。以下同様。）、移動領域数を整数
表現で算出する（ステップＳ５２）。この場合、距離検出手段１は移動領域数を１と算出
する。距離表現決定手段２は、距離検出手段１が算出した移動領域数と変数Ｘの値との合
計が、第二の種類の線で示す値（すなわち「５」）に達したか否か判断する（ステップＳ
５３）。この場合、合計値は５であり、移動領域数が第二の種類の線で示す値に達してい
るため（ステップＳ５３におけるＹＥＳ）、距離表現決定手段２は、第二の種類の線を用
いて移動量表示線を表現すると決定する（ステップＳ５４）。表示制御手段５は、第二の
種類の線で表現した移動量表示線を表示装置７に表示させる（ステップＳ５６）。この状
態が、図３に示す画面１１ｄであり、変数Ｘの値は５になる。
【００３４】
　この状態から、さらに、入力装置６が左キーの押下を１回検知すると、距離検出手段１
及び距離表現決定手段２は、図４におけるステップＳ５１からＳ５３までの処理を実施す
る。この場合、合計値は６であり、移動領域数が第二の種類の線で示す値に達しているた
め（ステップＳ５３におけるＹＥＳ）、表示制御手段５は、第一の種類の線と第二の種類
の線を組み合わせて表現した移動量表示線を表示装置７に表示させる（ステップＳ５６）
。この状態が、図３に示す画面１１ｅであり、変数Ｘの値は６になる。
【００３５】
　ここで、入力装置６が左キーではなく、右キーの押下を１回検知すると、距離検出手段
１はその入力を受け付け（図４におけるステップＳ５１。以下同様。）、移動領域数を整
数表現で算出する（ステップＳ５２）。この場合、距離検出手段１は移動領域数を１と算
出する。距離表現決定手段２は、距離検出手段１が算出した移動領域数を変数Ｘから減じ
た値が、第二の種類の線で示す値（すなわち「５」）に達しているか否か判断する（ステ
ップＳ５３）。この場合、減じた値は５であり、移動領域数が第二の種類の線で示す値に
達しているため（ステップＳ５３におけるＹＥＳ）、距離表現決定手段２は、第二の種類
の線を用いて移動量表示線を表現すると決定する（ステップＳ５４）。表示制御手段５は
、第二の種類の線で表現した移動量表示線を表示装置７に表示させる（ステップＳ５６）
。この状態が、図３に示す画面１１ｄである。
【００３６】
　今回は左端を基準位置として説明したが、それに限られるものではなく、例えば、基準
を右側にしてもよく、上側や下側にしてもよい。例えば、基準を右側にした場合、表示制
御手段５は、画面の右側に移動量表示線を表示させればよい。また、領域を上方向に移動
させる場合、表示制御手段５は、上側に線を表示させればよい。
【００３７】
　第一の実施形態における動作について、別の例を用いて説明する。以下の説明では、画
面の右端から左端までを１領域としない場合について説明する。図６は、移動量表示線を
出力する他の処理例を示す説明図である。図６に示す例では、画面の右端から左端までを
１領域とせず、例えば、画面１４ａに示す領域「Ａ」もしくは「Ｂ」を囲む部分（以下、
半画面と記す。）を１領域とする。
【００３８】
　以下の説明においても、基準位置からの移動領域数が変数Ｘに格納され、距離表現決定
手段２が、その変数Ｘの値に応じて移動量表示線を決定する場合について説明する。なお
、変数Ｘの初期値は０である。また、画面は、図６の例に示す画面１４ａの状態にあるも
のとする。また、入力装置６は左右のキー入力を検知するものとし、その左右キーの入力
により、半画面左右に移動するものとする。また、第一の種類の線で示す値を１とし、第
二の種類の線で示す値を５とする。
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【００３９】
　例えば、入力装置６が左キーの押下を１回検知すると、距離検出手段１はその入力を受
け付け（図４におけるステップＳ５１。以下同様。）、移動領域数を整数表現で算出する
（ステップＳ５２）。この場合、距離検出手段１は移動領域数を１と算出する。距離表現
決定手段２は、距離検出手段１が算出した移動領域数と変数Ｘの値との合計が、第二の種
類の線で示す値（すなわち「５」）に達したか否か判断する（ステップＳ５３）。この場
合、合計値は１であり、移動領域数が第二の種類の線で示す値に達していないため（ステ
ップＳ５３におけるＮＯ）、距離表現決定手段２は、第一の種類の線を用いて移動量表示
線を表現すると決定する（ステップＳ５５）。表示制御手段５は、第一の種類の線で表現
した移動量表示線を表示装置７に表示させる（ステップＳ５６）。この状態が、図６に示
す画面１４ｂであり、変数Ｘの値は１になる。この状態から、さらに、入力装置６が左キ
ーの押下を３回検知した状態が図６に示す画面１４ｃである。なお、この場合の変数Ｘの
値は４になる。
【００４０】
　この状態から、さらに、入力装置６が左キーの押下を１回検知すると、距離検出手段１
及び距離表現決定手段２は、図４におけるステップＳ５１からＳ５３までの処理を実施す
る。この場合、移動領域数と変数Ｘの値との合計値は５であり、移動領域数が第二の種類
の線で示す値に達しているため（ステップＳ５３におけるＹＥＳ）、表示制御手段５は、
第二の種類の線で表現した移動量表示線を表示装置７に表示させる（ステップＳ５６）。
この状態が、図６に示す画面１４ｄであり、変数Ｘの値は５になる。
【００４１】
　この状態から、さらに、入力装置６が左キーの押下を１回検知すると、距離検出手段１
及び距離表現決定手段２は、図４におけるステップＳ５１からＳ５３までの処理を実施す
る。この場合、移動領域数と変数Ｘの値との合計値は６であり、移動領域数が第二の種類
の線で示す値に達しているため（ステップＳ５３におけるＹＥＳ）、表示制御手段５は、
第一の種類の線と第二の種類の線を組み合わせて表現した移動量表示線を表示装置７に表
示させる（ステップＳ５６）。この状態が、図６に示す画面１４ｅであり、変数Ｘの値は
６になる。
【００４２】
　ここで、入力装置６が左キーではなく、右キーの押下を１回検知すると、距離検出手段
１はその入力を受け付け（図４におけるステップＳ５１。以下同様。）、移動領域数を整
数表現で算出する（ステップＳ５２）。この場合、距離検出手段１は移動領域数を１と算
出する。距離表現決定手段２は、距離検出手段１が算出した移動領域数を変数Ｘから減じ
た値が、第二の種類の線で示す値（すなわち「５」）に達しているか否か判断する（ステ
ップＳ５３）。この場合、減じた値は５であり、移動領域数が第二の種類の線で示す値に
達しているため（ステップＳ５３におけるＹＥＳ）、距離表現決定手段２は、第二の種類
の線を用いて移動量表示線を表現すると決定する（ステップＳ５４）。表示制御手段５は
、第二の種類の線で表現した移動量表示線を表示装置７に表示させる（ステップＳ５６）
。この状態が、図６に示す画面１４ｄである。
【００４３】
　本実施形態の説明では、入力装置６が、ユーザからの移動指示を検知したときに、距離
検出手段１がその指示に基づいて移動領域数を算出する場合について説明した。他にも、
例えば、情報表示装置が、定期的に移動指示を行う移動指示部（図示せず）を備えている
場合であれば、入力装置６は、その移動指示部からの移動指示を検知してもよい。
【００４４】
　また、本実施形態の説明では、移動量表示線を一の種類の線と第二の種類の線とを線の
太さによって区別したが、これらの線を区別できる方法であれば、他の方法あってもよい
。例えば、一の種類の線と第二の種類の線とを線の色によって区別してもよい。
【００４５】
　また、上記説明では、基準位置を表示する情報全体の１つの端部（例えば、左端）とす
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る場合について説明したが、基準位置は１つの端部でなくてもよい。例えば、情報の左端
と上端を基準位置（すなわち、左上の点を基準位置）としてもよい。この場合、左方向へ
移動指示を行ったときに画面の左端へ移動量表示線を表示するとともに、上方向の移動指
示を行ったときに画面の上端へ移動量表示線を表示すればよい。
【００４６】
　本発明によれば、入力装置６が、表示装置７に表示された情報の移動指示を検知したと
きに、距離検出手段１が、その指示に基づき、表示装置７に表示された情報の移動領域数
を算出する。そして、距離表現決定手段２が、基準位置からの移動領域数に応じて定めら
れた移動量表示線を決定し、表示制御手段５が表示装置７にその移動量表示線を表示させ
る。そのため、情報の閲覧位置を移動させて表示した場合に、その移動させた量を明確に
把握できる。
【００４７】
実施形態２．
　図７は、本発明の第２の実施形態における情報表示装置の例を示すブロック図である。
なお、第１の実施形態と同様の構成については、図１と同一の符号を付し、説明を省略す
る。本実施形態における情報表示装置は、距離検出手段１と、距離表現決定手段２と、表
示制御手段５と、入力装置６と、表示装置７と、形状決定手段３とを備えている。距離検
出手段１、距離表現決定手段２、表示制御手段５、入力装置６及び表示装置７の構成は、
第１の実施形態と同様である。
【００４８】
　形状決定手段３は、表示装置７が情報を出力する領域（以下、表示領域と記すこともあ
る。）の形状に応じて移動量表示線の形状を決定する。例えば、形状決定手段３は、表示
領域を縮小した領域を囲む線を移動量表示線の形状として決定してもよいが、移動量表示
線の形状の決定方法は、上記方法に限定されない。例えば、形状決定手段３は、表示領域
の形状に応じた移動量表示線の情報を予め記憶し、その情報を利用して移動量表示線を決
定してもよい。表示制御手段５は、距離表現決定手段２が決定した移動量表示線の組合せ
を、形状決定手段３が決定した移動量表示線の形状に従って表示装置７に表示させる。
【００４９】
　図８は、表示デバイスの形状が直線や曲線によって囲まれた形状（すなわち矩形以外の
形状）の場合に、その形状に応じて移動量表示線を表示する動作の例を示す説明図である
。形状決定手段３は、表示デバイスの形状に応じ、細線１２’及び太線１３’の形状を決
定する。表示制御手段５は、その形状に従って移動量表示線を表示デバイス（すなわち、
表示装置７）に表示させる。図８に示す例の場合、表示デバイスの形状が表示領域の形状
と同一のため、結果的に表示領域の形状に応じて移動量表示線を表示していることになる
。なお、上記説明では、表示デバイスの形状に応じて移動量表示線を表示する場合につい
て説明したが、表示デバイスの形状と表示領域の形状は同一でなくてもよい。例えば、矩
形のディスプレイ上に画面１５ａと同一形状の表示領域が設けられていてもよい。
【００５０】
　距離検出手段１と、距離表現決定手段２と、形状決定手段３と、表示制御手段５とは、
例えば、プログラム（移動量表示プログラム）に従って動作するコンピュータのＣＰＵに
よって実現される。例えば、プログラムは、情報表示装置が備える記憶部（図示せず）に
記憶され、ＣＰＵは、そのプログラムを読み込み、プログラムに従って距離検出手段１、
距離表現決定手段２、形状決定手段３及び表示制御手段５として動作してもよい。また、
これらの各手段が、別々の専用回路によって実現されていてもよい。
【００５１】
　次に、形状決定手段３が決定した移動量表示線を表示する処理について説明する。なお
、以下の説明では、入力装置６が、ユーザにより上下方向のマウス操作が行われたときに
、移動指示を検知する場合について説明する。なお、入力装置６は、タッチパネルの操作
により、上下方向の移動指示を検知してもよい。
【００５２】
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　図９は、移動領域数と、３種類の移動量表示線とを対応付けた情報の例を示す説明図で
ある。図９に示す例では、第一の種類の線として１本分（１領域分）を線で表示する場合
には０．２ｃｍ、第二の種類の線として１０本分（１０領域分）の線を表示する場合には
０．７ｃｍ、第三の種類の線として１００本分（１００領域分）を線で表示する場合には
、１．３ｃｍの太さと設定されていることを示す。また、図９に示す例では、基準位置を
画面下端とし、１画面（すなわち、画面の下端から上端まで）を１領域とする。また、上
方向１０ｃｍの移動操作で上方向への移動指示、下方向１０ｃｍの移動操作で下方向への
移動指示を検知するという情報が設定されていることを示す。
【００５３】
　また、以下の説明では、基準位置からの移動領域数が変数Ｘに格納され、距離表現決定
手段２が、その変数Ｘの値に応じて移動量表示線を決定する場合について説明する。なお
、変数Ｘの初期値は０である。また、画面は、図８の例に示す画面１５ａの状態にあるも
のとする。また、移動領域数と移動量表示線との関係は、図９の例に示す関係を用いるも
のとする。すなわち、入力装置６はマウスに対する上下方向の移動操作を検知する。
【００５４】
　例えば、入力装置６が下方向１０ｃｍのマウス操作を検知すると、距離検出手段１はそ
の入力を受け付け（図４におけるステップＳ５１。以下同様。）、移動領域数を整数表現
で算出する（ステップＳ５２）。この場合、距離検出手段１は移動領域数を１と算出する
。距離表現決定手段２は、距離検出手段１が算出した移動領域数と変数Ｘの値との合計が
、第二の種類の線で示す値（すなわち「１０」）に達したか否か判断する（ステップＳ５
３）。この場合、合計値は１であり、移動領域数が第二の種類の線で示す値に達していな
いため（ステップＳ５３におけるＮＯ）、距離表現決定手段２は、第一の種類の線を用い
て移動量表示線を表現すると決定する（ステップＳ５５）。表示制御手段５は、第一の種
類の線で表現した移動量表示線を、形状決定手段３が決定した移動量表示線の形状に従っ
て表示装置７に表示させる（ステップＳ５６）。この状態が、図８に示す画面１５ｂであ
る。このとき、画面１５ｂには、移動後の情報（例えば、２ページ目）が表示される。
【００５５】
　なお、距離表現決定手段２は、変数Ｘに移動領域数（ここでは「１」）を加算し、変数
Ｘの値は１になる。この状態から、さらに、入力装置６が下方向１０ｃｍのマウス操作を
検知した状態が図８に示す画面１５ｃである。なお、この場合の変数Ｘの値は２になる。
また、入力装置６が基準位置から下方向１１０ｃｍのマウス操作を検知した状態が、図８
に示す画面１５ｄである。
【００５６】
　なお、上記説明では、距離表現決定手段２が、複数種類の移動量表示線を組み合わせて
移動量表示線を決定する場合を例に説明したが、例えば、図１０の例に示すように、移動
領域数と、移動量表示線とを対応付けた情報は１種類であってもよい。
【００５７】
　図１１は、第２の実施形態における他の具体例を示す説明図である。図１１に示す例で
は、表示領域が円で囲まれた形状を成している。ここでは、円の中心を基点として、円の
外部に向かって表示する情報の領域が広がっているものとする。このとき、例えば、ユー
ザが中心に向かう移動操作を行うと、表示制御手段５は、今まで円の外側に存在していて
見えなかった情報を見えるように移動させて表示させる。また、画面２０ａにおいて、線
２１ａ、線２１ｂ、線２１ｃはそれぞれ部分Ａ、部分Ｂの領域を形成する。この部分Ａ及
びＢがそれぞれユーザの移動操作の１回分で移動する領域を示すものとする。また、線２
１ａの内側には、基準線２２を表示する。
【００５８】
　画面２０ａの状態で、例えば、ユーザがキー操作により中心方向への移動指示を行った
場合、線２１ａ、線２１ｂ、線２１ｃ及び画面２０ａの状態で見えていなかった線２１ｄ
が中心方向へ移動し、画面２０ｂの状態になる。すなわち、線２１ｂ、線２１ｃは一回り
小さな円を形成する。さらに、線２１ａは、基準線２２の近傍まで縮小した円を形成する
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。このような線２１ａを表示することにより、線２１ａが移動量表示線としての役割を果
たすことになる。従って、例えば、ユーザが中心に向かう移動操作を行ったとき、表示制
御手段５は、縮小した円を形成する線２１ａを円の中心部付近に表示させればよい。この
ように、表示領域の形状と同一形状の線２１ａを円の中心部付近に残しておくことで、ユ
ーザは、一回分中心に向かって移動操作したことを直感的に把握できる。
【００５９】
　上記説明では、円の中心を基点として、円の外部に向かって表示する情報の領域が広が
っている場合について説明したが、円の外側を基点として、円の内側に向かって表示する
情報の領域が広がっているものとしてもよい。この状態で、例えば、ユーザが中心に向か
う移動操作を行うと、表示制御手段５は、今まで円の内側に存在していて見えなかった情
報を見えるように移動させて表示させる。
【００６０】
　本発明によれば、表示制御手段５は、距離表現決定手段２が決定した移動量表示線を、
形状決定手段３が決定した形状に従って表示させる。そのため、実施形態１の効果に加え
、閲覧する情報を表示する領域の形状に応じた情報の移動量を明確に把握できる
【００６１】
実施形態３．
　第３の実施形態では、表示領域が複数存在する場合について説明する。図１２は、本発
明の第３の実施形態における情報表示装置の例を示すブロック図である。なお、第１の実
施形態と同様の構成については、図１と同一の符号を付し、説明を省略する。本実施形態
における情報表示装置は、距離検出手段１と、距離表現決定手段２と、表示制御手段５と
、入力装置６と、表示装置７と、表示領域認識手段４とを備えている。距離検出手段１、
距離表現決定手段２、表示制御手段５、入力装置６及び表示装置７の構成は、第１の実施
形態と同様である。
【００６２】
　表示領域認識手段４は、表示装置７に表示された複数の表示領域から選択された表示領
域（以下、選択領域と記す。）を認識する。すなわち、表示領域認識手段４は、画面の一
部の領域を認識する。例えば、入力装置６が検知するキー入力と、そのキーに対応する表
示領域が予め定められている場合であれば、表示領域認識手段４は、入力装置６がキー入
力を検知したときに、対応する表示領域を選択領域と認識してもよい。もしくは、入力装
置６がマウス操作を検知したときに、そのマウス操作によって選択された表示領域を選択
領域と認識してもよい。すなわち、表示領域認識手段４は、領域を囲む線（以下、画面領
域認識線と記すこともある。）の内側がマウス操作によって選択されたときに、その選択
された領域を選択領域として認識してもよい。なお、表示領域認識手段４が、複数の表示
領域から選択された表示領域を認識できる方法であれば、入力装置６はキーやマウスに限
られず、また認識方法も上記方法に限定されない。
【００６３】
　なお、情報表示装置が表示領域認識手段４を備えるのは、表示領域が複数の場合に限ら
れず、表示領域が一つの場合であってもよい。この場合、表示領域認識手段４は、その表
示領域を予め選択領域として認識してもよいし、入力装置６が入力を検知したときに、そ
の表示領域を選択領域として認識してもよい。
【００６４】
　選択領域が認識された場合、入力装置６は、その選択領域に表示された情報を移動させ
るための指示として移動指示を検知すればよい。このとき、距離検出手段１は、選択領域
に表示された情報を移動させる移動領域数をその移動指示に応じて算出する。また、表示
制御手段５は、距離表現決定手段２が決定した移動量表示線を、その選択領域に表示させ
る。
【００６５】
　距離検出手段１と、距離表現決定手段２と、表示領域認識手段４と、表示制御手段５と
は、例えば、プログラム（移動量表示プログラム）に従って動作するコンピュータのＣＰ
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Ｕによって実現される。例えば、プログラムは、情報表示装置が備える記憶部（図示せず
）に記憶され、ＣＰＵは、そのプログラムを読み込み、プログラムに従って距離検出手段
１、距離表現決定手段２、表示領域認識手段４及び表示制御手段５として動作してもよい
。また、これらの各手段が、別々の専用回路によって実現されていてもよい。
【００６６】
　図１３（ａ），（ｂ）は、表示領域が複数存在する場合の例を示す説明図である。図１
３（ａ）に示す例では、画面１６が画面領域認識線１７によって上下２つの領域１６ａ，
１６ｂに分かれていることを示す。例えば、表示領域認識手段４が下の領域１６ｂを認識
すると、入力装置６は、以後の移動指示を下の領域１６ｂに対する移動指示と判断する。
そして、距離検出手段１が算出した移動領域数をもとに距離表現決定手段２が決定した移
動量表示線を、表示制御手段５が下の領域１６ｂに表示させる。図１３（ａ）に示す例で
は、表示領域認識手段４が下の領域１６ｂを認識した状態で、左方向に３領域移動したこ
とを示す。
【００６７】
　図１３（ｂ）は、表示される情報全体のうち、線１９の位置を基準位置と定めた場合で
、かつ表示領域が複数存在する場合を組み合わせた例を示す説明図である。図１３（ｂ）
に示す例では、基準位置が線１９の位置にある。また、画面１６が画面領域認識線１７に
よって上下２つの領域１６ａ，１６ｂに分かれていることを示す。図１３（ｂ）に示す例
では、表示領域認識手段４が上の領域１６ａを認識した状態で、左方向に１領域移動し、
下の領域１６ｂを認識した状態で、左方向に３領域移動したことを示す。なお、線１９の
左側は、他の表示領域であってもよい。もしくは、線１９の左側は、表示領域認識線１７
を左端まで伸ばした場合における、２つの領域１６ａ，１６ｂの一部であってもよい。
【００６８】
　本発明によれば、表示領域認識手段４が、表示装置７に表示された複数の領域から選択
された選択領域を認識すると、入力装置６は、以後の移動指示をその選択領域に対する移
動指示と判断する。そして、表示制御手段５は、距離検出手段１が算出した移動領域数を
もとに距離表現決定手段２が決定した移動量表示線をその選択領域に表示させる。そのた
め、実施形態１及び実施形態２の効果に加え、ユーザは、表示領域が分割された場合でも
、どの領域に対し何回操作したかを直観的に把握できる。
【００６９】
実施形態４．
　図１４は、本発明の第４の実施形態における情報表示装置の例を示すブロック図である
。なお、第１の実施形態、第２の実施形態及び第３の実施形態と同様の構成については、
図１、図７及び図１２と同一の符号を付し、説明を省略する。本実施形態における情報表
示装置は、距離検出手段１と、距離表現決定手段２と、表示制御手段５と、入力装置６と
、表示装置７と、形状決定手段３と、表示領域認識手段４とを備えている。距離検出手段
１、距離表現決定手段２、表示制御手段５、入力装置６及び表示装置７の構成は、第１の
実施形態と同様である。また、形状決定手段３の構成は、第２の実施形態と同様である。
また、表示領域認識手段４の構成は、第３の実施形態と同様である。すなわち、第４の実
施形態では、第１の実施形態に、第２の実施形態における形状決定手段３、および、第３
の実施形態における表示領域認識手段４を含んだ情報表示装置ということができる。
【００７０】
　図１５及び図１６は、第４の実施形態における具体例を示す説明図である。図１５及び
図１６に示す例では、画面３０が３つの領域３０ａ，３０ｂ，３０ｃに分かれている。図
１５に示す例では、表示領域認識手段４が領域３０ａを認識し、形状決定手段３が領域３
０ａの形状に応じて移動量表示線の形状を決定した状態で、入力装置６が中央方向への移
動指示を３回検知したことを示す。この状態で、表示領域認識手段４が領域３０ｂを認識
し、入力装置６が中央方向への移動指示を１回検知すると、画面３０は図１６に示す状態
になる。したがって、このように領域が分割された場合でも、ユーザは、どの領域に対し
何回操作したかを直観的に把握できる。
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【００７１】
　図１７は、本発明における情報表示装置の最小構成を示すブロック図である。本発明に
よる情報表示装置は、情報を表示する情報表示手段８１（例えば、表示装置７）と、情報
表示手段８１に表示された情報を移動させるための指示（例えば、移動指示）を検知する
移動指示検知手段８２（例えば、入力装置６）と、情報表示手段８１に表示された情報を
移動させる移動量である移動領域数をその指示に基づいて算出する移動領域数算出手段８
３（例えば、距離検出手段１）と、情報表示手段８１に表示された情報を移動させる際に
基準とする基準位置からの移動領域数に応じて、予め定められた線である移動量表示線を
決定する移動量表示線決定手段８４（例えば、距離表現決定手段２）と、移動量表示線決
定手段８４が決定した移動量表示線を、情報表示手段８１に表示させる移動量表示手段８
５（例えば、表示制御手段５）とを備える。
【００７２】
　そのような構成により、情報の閲覧位置を移動させて表示した場合に、その移動させた
量を明確に把握できる。
【００７３】
　また、上記実施形態には、移動量表示線の形状を決定する形状決定手段（例えば、形状
決定手段３）を備え、移動量表示手段８５が、移動量表示線決定手段８４が決定した移動
量表示線を、形状決定手段が決定した形状（例えば、図８における画面１５ａの形状）に
従って表示（例えば、図８における細線１２及び太線１３の表示）させる構成が開示され
ている。
【００７４】
　そのような構成により、閲覧する情報を表示する領域の形状に応じた情報の移動量を明
確に把握できる
【００７５】
　また、上記実施形態には、情報表示手段８１に表示された複数の領域（例えば、表示領
域）から選択された領域である選択領域を認識する画面領域認識手段（例えば、表示領域
認識手段４）を備え、移動指示検知手段８２が、選択領域に表示された情報を移動させる
ための指示を検知し、移動領域数算出手段８３が、その指示に応じて選択領域に表示され
た情報を移動させる移動領域数を算出し、移動量表示手段８５が、移動量表示線決定手段
８４が決定した移動量表示線を、選択領域に表示させる構成が開示されている。
【００７６】
　そのため、ユーザは、選択領域が分割された場合でも、どの領域に対し何回操作したか
を直観的に把握できる。
【００７７】
　また、上記実施形態には、移動領域数と、移動量表示線の種別とを対応付けて（例えば
、図５に示す対応付け）記憶する移動量表示線記憶手段（例えば、移動量表示線記憶手段
）を備え、移動量表示線決定手段８４は、基準位置からの移動領域数に応じ、移動量表示
線を移動量表示線記憶手段に記憶された種別が示す移動量表示線から選択して移動量表示
線を決定する構成が開示されている。
【００７８】
　また、移動量表示線決定手段８４は、第一の移動領域数に応じて定められた第一の移動
量表示線（例えば、第一の種類の線）と、第二の移動領域数に応じて定められた第二の移
動量表示線（例えば、第二の種類の線）の組合せによって移動量表示線を決定してもよい
。
【００７９】
　また、移動指示検知手段８２は、例えば、モバイル機器やリモコン装置を使用したキー
入力により情報表示手段に表示された情報を移動させるための指示を検知してもよい。も
しくは、移動指示検知手段８２は、マウスを使用した入力により情報表示手段に表示され
た情報を移動させるための指示を検知してもよい。
【００８０】
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　また、情報表示手段上に配置され、手指の接触及び動作を検知する検知手段（例えば、
タッチパネル）を備え、移動指示検知手段８２が、検知手段が手指の接触及び動作を検知
することにより情報表示手段に表示された情報を移動させるための指示を検知してもよい
。
【００８１】
　以上、実施形態及び実施例を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態
および実施例に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコー
プ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
【００８２】
　この出願は、２００９年２月２日に出願された日本特許出願２００９－２１３１５を基
礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【産業上の利用可能性】
【００８３】
　本発明は、閲覧する情報の移動量を視覚的に認識できる情報表示装置に好適に適用され
る。
【符号の説明】
【００８４】
　１　距離検出手段
　２　距離表現決定手段
　３　形状決定手段
　４　表示領域認識手段
　５　表示制御手段
　６　入力装置
　７　表示装置
　１０ａ　表示領域
　１２、１２’　細線（第一の種類の線）
　１３、１３’　太線（第二の種類の線）
　１４，１５　基準位置
　２２　基準線



(17) JP 5505314 B2 2014.5.28

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(18) JP 5505314 B2 2014.5.28

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】



(19) JP 5505314 B2 2014.5.28

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００１－２６５４８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０４５１６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平９－２４４８５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０６５８１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２６４７７１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２６５４３４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０４８　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

