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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示手段の所定の位置に、所定の機能を実行する機能ボタンを表示させるボタン表示制
御手段と、
　前記表示手段に表示されたページに対するユーザ操作を検出する検出手段と、
　前記検出手段により検出されたユーザ操作に基づいて、前記表示手段の所定の位置に表
示させる機能ボタンを変更する変更手段と、
　を備え、
　前記ボタン表示制御手段は、前記検出手段により前記ページのスクロール操作が検出さ
れた際に、当該スクロール操作の操作量に基づいて、当該操作量に対応するスクロール量
のスクロールを実行する機能ボタンを表示させることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　情報処理装置の情報処理方法であって、
　表示手段の所定の位置に、所定の機能を実行する機能ボタンを表示させるボタン表示制
御ステップと、
　前記表示手段に表示されたページに対するユーザ操作を検出する検出ステップと、
　前記検出ステップで検出されたユーザ操作に基づいて、前記表示手段の所定の位置に表
示させる機能ボタンを変更する変更ステップと、
　を有し、
　前記ボタン表示制御ステップは、前記検出ステップで前記ページのスクロール操作が検
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出された際に、当該スクロール操作の操作量に基づいて、当該操作量に対応するスクロー
ル量のスクロールを実行する機能ボタンを表示させることを特徴とする情報処理方法。
【請求項３】
　コンピュータを、
　表示手段の所定の位置に、所定の機能を実行する機能ボタンを表示させるボタン表示制
御手段、
　前記表示手段に表示されたページに対するユーザ操作を検出する検出手段、
　前記検出手段により検出されたユーザ操作に基づいて、前記表示手段の所定の位置に表
示させる機能ボタンを変更する変更手段、
　として機能させ、
　前記ボタン表示制御手段は、前記検出手段により前記ページのスクロール操作が検出さ
れた際に、当該スクロール操作の操作量に基づいて、当該操作量に対応するスクロール量
のスクロールを実行する機能ボタンを表示させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スマートフォン等の情報処理装置において、ウェブブラウザの表示画面下部に、
検索画面を表示するためのメニューボタンを配置したものが知られている。上記の情報処
理装置によれば、メニューボタンをタッチすることで、ウェブページを表示しながら、当
該ウェブページ内の用語等を検索することができる。
【０００３】
　また、近年のスマートフォンのウェブページには、Ｊａｖａ（登録商標）Ｓｃｒｉｐｔ
などのスクリプトを利用して、予めページの先頭に戻るための「戻る」ボタンを表示させ
るものが知られている。「戻る」ボタンを表示可能なスマートフォンの場合、この「戻る
」ボタンと上記のメニューボタンとが、誤認されるケースが存在する。
【０００４】
　そこで、アイコン（ボタン）を、表示部の一部の表示領域に円弧状に配列して表示する
技術が開示されている（例えば、特許文献１参照）。特許文献１記載の技術によれば、ウ
ェブブラウザの表示画面上に、メニューボタンに加えて「戻る」ボタンを配置することが
できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１２８６５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１記載の技術では、ボタンを表示させる領域の面積が倍に
なるので、ウェブページの閲覧の妨げとなってしまう。そこで、ボタンの大きさを小さく
することでボタンの表示領域を小さくすることもできるが、今度はボタンを正確にタッチ
することが困難になるという問題が生じる。
【０００７】
　本発明は、ページの閲覧を妨げたり、操作性を損なったりすることなく、複数の機能を
実行可能にボタン表示する情報処理装置、情報処理方法及びプログラムを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　請求項１に記載の発明は、上記目的を達成するためになされたものであり、
　情報処理装置において、
　表示手段の所定の位置に、所定の機能を実行する機能ボタンを表示させるボタン表示制
御手段と、
　前記表示手段に表示されたページに対するユーザ操作を検出する検出手段と、
　前記検出手段により検出されたユーザ操作に基づいて、前記表示手段の所定の位置に表
示させる機能ボタンを変更する変更手段と、
　を備え、
　前記ボタン表示制御手段は、前記検出手段により前記ページのスクロール操作が検出さ
れた際に、当該スクロール操作の操作量に基づいて、当該操作量に対応するスクロール量
のスクロールを実行する機能ボタンを表示させることを特徴とする。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、
　情報処理装置の情報処理方法であって、
　表示手段の所定の位置に、所定の機能を実行する機能ボタンを表示させるボタン表示制
御ステップと、
　前記表示手段に表示されたページに対するユーザ操作を検出する検出ステップと、
　前記検出ステップで検出されたユーザ操作に基づいて、前記表示手段の所定の位置に表
示させる機能ボタンを変更する変更ステップと、
　を有し、
　前記ボタン表示制御ステップは、前記検出ステップで前記ページのスクロール操作が検
出された際に、当該スクロール操作の操作量に基づいて、当該操作量に対応するスクロー
ル量のスクロールを実行する機能ボタンを表示させることを特徴とする。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、
　コンピュータを、
　表示手段の所定の位置に、所定の機能を実行する機能ボタンを表示させるボタン表示制
御手段、
　前記表示手段に表示されたページに対するユーザ操作を検出する検出手段、
　前記検出手段により検出されたユーザ操作に基づいて、前記表示手段の所定の位置に表
示させる機能ボタンを変更する変更手段、
　として機能させ、
　前記ボタン表示制御手段は、前記検出手段により前記ページのスクロール操作が検出さ
れた際に、当該スクロール操作の操作量に基づいて、当該操作量に対応するスクロール量
のスクロールを実行する機能ボタンを表示させることを特徴とするプログラムである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ページの閲覧を妨げたり、操作性を損なったりすることなく、複数の
機能を実行可能にボタン表示することができる
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態に係る情報表示システムの構成を示す図である。
【図２】本実施形態に係るサーバ装置の制御構成を示すブロック図である。
【図３】本実施形態に係る携帯端末の制御構成を示すブロック図である。
【図４】所定のスクロール操作及び当該スクロール操作後のページ位置に基づいて、機能
ボタンを変更する様子の一例を示す図である。
【図５】所定のアニメーション画像を表示させた様子の一例を示す図である。
【図６】スクロール操作の操作量に対応するスクロール量のスクロールを実行する機能ボ
タンを表示させた様子の一例を示す図である。
【図７】前ページに戻るための機能ボタンを表示させた様子の一例を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１７】
［１．構成の説明］
［１－１．システム構成の説明］
　まず、本実施形態に係る情報表示システム１００の構成について説明する。
　情報表示システム１００は、図１に示すように、サーバ装置１と、複数の基地局２と、
複数の携帯端末（情報処理装置）３と、を備えて構成されている。この情報表示システム
１００において、サーバ装置１と基地局２とは、通信ネットワークＮにより互いに通信可
能に接続されている。通信ネットワークＮは、具体的には、インターネットや電気通信事
業者等の電話回線網や携帯電話通信網等である。
【００１８】
　サーバ装置１は、例えば、ＰＣ、ＷＳ（Work Station）等の情報機器であり、携帯端末
３からのアクセスに応じて、所定のウェブページを配信するウェブサーバである。
【００１９】
　基地局２は、携帯電話通信網などにおける無線基地局であり、携帯端末３と通信ネット
ワークＮとの間のデータ通信を中継する。このため、情報表示システム１００では、サー
バ装置１と携帯端末３とが、互いに通信可能に接続されている。
【００２０】
　携帯端末３は、スマートフォンであり、ユーザからの操作入力の受付機能、各種情報の
表示機能、無線通信機能等の機能を有する。但し、本実施形態に係る情報処理装置として
は、タブレット型コンピュータ、携帯電話機、ＰＤＡ等の携帯機器や、デスクトップ、パ
ームトップのＰＣ等、他の情報処理装置としてもよい。携帯端末３は、通信ネットワーク
Ｎ（具体的には、携帯端末３の通信回線や無線ＬＡＮ（Local Area Network）等）を用い
て、サーバ装置１との間で相互に通信を行う。
【００２１】
［１－２．サーバ装置の構成の説明］
　次に、サーバ装置１の構成について、詳細に説明する。
　サーバ装置１は、図２に示すように、制御部１１と、操作部１２と、表示部１３と、記
憶部１４と、通信部１５と、を備えて構成されている。
【００２２】
　制御部１１は、サーバ装置１の動作を中央制御する。具体的には、制御部１１は、ＣＰ
Ｕ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどを備えて構成され、ＲＡＭの作業領域に展開されたＲＯＭや記憶
部１４に記憶されたプログラムデータとＣＰＵとの協働により、サーバ装置１の各部を統
括制御する。
【００２３】
　操作部１２は、例えば、文字入力キー、数字入力キー、その他各種機能に対応付けられ
たキーなどを有するキーボード、マウス等のポインティングデバイスなどを備え、ユーザ
からの操作入力を受け付けて、操作入力に応じた操作信号を制御部１１へと出力する。
【００２４】
　表示部１３は、例えば、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）やＬＣＤ（Liquid Crystal Displ
ay）などのディスプレイを備え、制御部１１から出力された表示制御信号に基づいた画像
を表示画面に表示する。
【００２５】
　記憶部１４は、例えば、ＨＤＤ（Hard disk drive）、半導体メモリなどにより構成さ
れ、プログラムデータや各種設定データ等のデータを制御部１１から読み書き可能に記憶
する。
　また、記憶部１４には、ウェブサイトを構成する各ウェブページの情報が記憶されてい
る。各ウェブページは、ウェブサイトのトップページや、当該トップページにリンクが付
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与された各コンテンツのページ群等である。各ウェブページは、例えば、ｈｔｍｌデータ
、画像データ、スクリプトデータ等により構成される。
　本実施形態では、各ウェブページの情報には、特に、各携帯端末３において、ウェブブ
ラウザ上で実行されて、表示部３３の所定の位置に、所定の機能を実行させるための各種
機能ボタンを表示させる処理を実行させるためのボタン表示用スクリプトを含むスクリプ
トデータ、及び各種機能ボタンの画像データ等が含まれている。なお、ボタン表示用スク
リプトには、例えば、Ｊａｖａ（登録商標）Ｓｃｒｉｐｔのように、標準的なウェブブラ
ウザで実行可能な汎用性のあるスクリプトを使用することが好ましい。
　そして、本実施形態では、携帯端末３の制御部３１により、ボタン表示用スクリプトが
実行されて、携帯端末３の表示部３３の所定の位置に、機能ボタンが表示される。
【００２６】
　通信部１５は、通信用ＩＣ（Integrated Circuit）及び通信コネクタなどを有する通信
インターフェイスであり、制御部１１の制御の下、所定の通信プロトコルを用いて通信ネ
ットワークＮを介したデータ通信を行う。例えば、通信部１５は、携帯端末３から指定さ
れたウェブページ、各種機能ボタンの画像データ、及びウェブページ上で機能ボタンを表
示させるためのボタン表示用スクリプト等を、携帯端末３に配信する。
【００２７】
［１－３．携帯端末の構成の説明］
　次に、携帯端末３の構成について、詳細に説明する。
　携帯端末３は、図３に示すように、制御部３１と、操作部３２と、表示部３３と、記憶
部３４と、通信部３５と、を備えて構成されている。
【００２８】
　制御部３１は、携帯端末３の動作を中央制御する。具体的には、制御部３１は、ＣＰＵ
、ＲＯＭ、ＲＡＭなどを備えて構成され、ＲＡＭの作業領域に展開されたＲＯＭや記憶部
１４に記憶されたプログラムデータとＣＰＵとの協働により、携帯端末３の各部を統括制
御する。
【００２９】
　操作部３２は、例えば、ホームボタン等からなるキー入力部３２１と、表示部３３と一
体的に形成されたタッチパネル３２２と、を備え、ユーザからの操作入力を受け付けて、
操作入力に応じた操作信号を制御部３１へと出力する。
　表示部（表示手段）３３は、例えば、ＬＣＤ、有機ＥＬ素子を用いたＦＰＤなどのディ
スプレイを備え、制御部３１から出力された表示制御信号に基づいた画像を表示画面に表
示する。例えば、表示部３３は、ウェブブラウザが起動されると、サーバ装置１から配信
されたウェブページや各種機能ボタンを表示する。
【００３０】
　記憶部３４は、例えば、ＨＤＤ、半導体メモリなどにより構成され、プログラムデータ
や各種設定データ等のデータを制御部３１から読み書き可能に記憶する。
【００３１】
　通信部（受信手段）３５は、アンテナや通信回路を備え、制御部３１による制御の下で
外部機器との間の無線通信を行う。具体的には、通信部３５は、基地局２で中継されるこ
とで、通信ネットワークＮを介してデータ通信を行う。例えば、通信部３５は、サーバ装
置１の通信部１５から配信されたウェブページ及び各種機能ボタンの画像データ等を受信
する。また、通信部３５は、サーバ装置１の通信部１５からウェブページとともに配信さ
れた、当該ウェブページ上で機能ボタンを表示させる処理を実行させるためのボタン表示
用スクリプトを受信する。
【００３２】
［２．動作の説明］
　次に、本実施形態に係る携帯端末３の具体的な動作について、図４を参照して説明する
。
【００３３】
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　まず、ユーザが、携帯端末３の操作部３２に対して所定の操作を行うことで、任意のウ
ェブページを表示部３３に表示させる処理が実行される。所定の操作としては、例えば、
ウェブブラウザを起動するアイコンを表示部１３に表示し、当該アイコンをユーザがタッ
チすること等が挙げられる。
【００３４】
　図４（Ａ）は、表示部３３にウェブページが表示された状態の一例を示す図である。
　本実施形態では、ウェブページのページトップ及びページボトムの位置では、ボタン表
示用スクリプトが実行されないようになっている。従って、ウェブページのページトップ
が表示された状態では、図４（Ａ）に示すように、表示部３３に機能ボタンが表示される
ことはない。なお、図中のＢ１は、機能ボタンが非表示であることを示している。
【００３５】
　図４（Ｂ）は、図４（Ａ）の状態から下方へのスライド操作（スクロール操作）が行わ
れて、ウェブページのメインコンテンツが表示された状態の一例を示す図である。
　制御部３１は、下方へのスクロール操作によりメインコンテンツが表示されたことを検
出すると、通信部３５により受信されたボタン表示用スクリプトをウェブブラウザ上で実
行して、表示部３３の所定の位置に機能ボタンＢ２を表示させる。本実施形態において、
所定の位置とは、ユーザが右手で携帯端末３を把持した場合に親指でタッチ可能な位置、
即ち、表示部３３の右下部である。機能ボタンＢ２は、例えば、検索画面を表示したり、
メインコンテンツと関連性の強い情報をキーワード提示したり、当該情報を説明するペー
ジをリンク表示したりして、当該メインコンテンツを詳細に調べさせるためのボタンであ
る。
　即ち、制御部３１は、表示部３３の所定の位置に、所定の機能を実行する機能ボタンを
表示させるボタン表示制御手段として機能する。また、制御部３１は、表示部３３に表示
されたページに対するユーザ操作を検出する検出手段として機能する。また、制御部３１
は、ボタン表示制御手段として、通信部３５により受信されたボタン表示用スクリプトを
ウェブブラウザ上で実行して、表示部３３の所定の位置に機能ボタンを表示させる。
【００３６】
　図４（Ｃ）は、図４（Ｂ）の状態から下方へのスクロール操作が行われて、ウェブペー
ジのサブコンテンツ（メインコンテンツの関連コンテンツ）が表示された状態の一例を示
す図である。
　制御部３１は、下方へのスクロール操作によりサブコンテンツが表示されたことを検出
すると、ボタン表示用スクリプトを実行して、表示部３３の所定の位置に機能ボタンＢ３
を表示させる。機能ボタンＢ３は、例えば、メインコンテンツと比較的関連性の弱い情報
をキーワード提示したり、より広範な情報を見出し表示するページをリンク表示したりし
て、メインコンテンツ又はサブコンテンツを簡易的に調べさせるためのボタンである。
　即ち、制御部３１は、検出手段により検出されたユーザ操作に基づいて、表示部３３の
所定の位置に表示させる機能ボタンを変更する変更手段として機能する。また、制御部３
１は、変更手段として、検出手段による検出時のウェブページの表示内容に基づいて、表
示部３３の所定の位置に表示させる機能ボタンを変更する。
【００３７】
　図４（Ｄ）は、図４（Ｃ）の状態から下方へのスクロール操作が行われて、ウェブペー
ジのページボトムの位置に到達した状態の一例を示す図である。
　本実施形態では、ウェブページのページボトムの位置では、ボタン表示用スクリプトが
実行されないので、図４（Ｄ）に示すように、表示部３３に機能ボタンが表示されること
はない。
【００３８】
　図４（Ｅ）は、図４（Ｄ）の状態から上方へのスクロール操作が行われた状態の一例を
示す図である。
　制御部３１は、上方への所定のスクロール操作を検出すると、ボタン表示用スクリプト
を実行して、表示部３３の所定の位置に機能ボタンＢ４を表示させる。ここで、上方への
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所定のスクロール操作とは、例えば、１回のスクロール操作であってもよいし、数回の連
続的なスクロール操作であってもよい。また、スライドされた距離が所定の距離以上であ
る場合に機能ボタンＢ４を表示させるようにしてもよい。
　制御部３１は、機能ボタンＢ４のタッチ操作を検出すると、ウェブページのページトッ
プが表示されるように画面を遷移させる。
　即ち、制御部３１は、変更手段として、ユーザ操作が表示されたページの上方への所定
のスクロール操作であった場合に、所定の位置に表示させる機能ボタンを当該ページの先
頭に戻るための機能ボタンＢ４に変更する。
　なお、上方への所定のスクロール操作により機能ボタンＢ４を表示させるタイミングは
、ページボトムが表示されている場合に限られない。即ち、サブコンテンツが表示されて
いる場合でもよいし、メインコンテンツが表示されている場合でもよい。また、サブコン
テンツ以下が表示されている場合に限り、機能ボタンＢ４を表示させる等、条件を設定す
るようにしてもよい。
【００３９】
［３．効果］
　以上のように、本実施形態に係る携帯端末３は、表示手段（表示部３３）と、表示手段
の所定の位置に、所定の機能を実行する機能ボタンを表示させるボタン表示制御手段（制
御部３１）と、表示手段に表示されたページに対するユーザ操作を検出する検出手段（制
御部３１）と、検出手段により検出されたユーザ操作に基づいて、表示手段の所定の位置
に表示させる機能ボタンを変更する変更手段（制御部３１）と、を備える。
　従って、本実施形態に係る携帯端末３によれば、ユーザ操作に応じて表示させる機能ボ
タンを変更することができるので、ウェブページの閲覧を妨げたり、操作性を損なったり
することなく、複数の機能を実行可能にボタン表示することができる。
【００４０】
　本実施形態に係る携帯端末３によれば、変更手段は、ユーザ操作が表示されたページの
上方への所定のスクロール操作であった場合に、所定の位置に表示させる機能ボタンを当
該ページの先頭に戻るための機能ボタンに変更するので、簡易な操作でページの先頭に戻
ることができ、ユーザ操作の負担を軽減することができる。
【００４１】
　また、本実施形態に係る携帯端末３によれば、変更手段は、検出手段による検出時のウ
ェブページの表示内容に基づいて、表示手段の所定の位置に表示させる機能ボタンを変更
するので、表示されているコンテンツ内容に合わせた機能ボタンを表示できることとなっ
て、ユーザにとって使い勝手のよいサービスを提供することができる。
【００４２】
　また、本実施形態に係る携帯端末３は、サーバ装置１からウェブページとともに配信さ
れた、当該ウェブページ上で機能ボタンを表示させる処理を実行させるためのボタン表示
用スクリプトを受信する受信手段（通信部３５）を更に備える。また、ボタン表示制御手
段は、受信手段により受信されたボタン表示用スクリプトをウェブブラウザ上で実行して
、表示手段の所定の位置に機能ボタンを表示させる。
　従って、本実施形態に係る携帯端末３によれば、ボタン表示用スクリプトを受信してウ
ェブブラウザ上で実行するだけで機能を実現することができるので、既存のウェブブラウ
ザを用いて容易にサービスを提供することができる。
【００４３】
［４．その他］
　以上、本発明に係る実施形態に基づいて具体的に説明したが、本発明は上記実施形態に
限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
【００４４】
（変形例１）
　例えば、上記実施形態では、機能ボタンＢ４のタッチ操作を検出した場合に、ウェブペ
ージのページトップが表示されるように画面遷移させる制御のみを行うようにしているが



(8) JP 6262889 B2 2018.1.17

10

20

30

40

50

、これに限定されるものではない。例えば、図５に示すように、画面遷移させるタイミン
グで、瞬間的に、即ち、画面遷移が完了されるまでの間、所定のアニメーション画像を表
示部３３の所定の位置（図５では、機能ボタンＢ４の上方）に表示させるようにしてもよ
い。なお、所定のアニメーション画像は、タッチ操作された機能ボタンＢ４が実行する機
能に合った画像が表示されることが好ましく、ここではページトップへと画面遷移する様
子を表現するような画像が表示されることが好ましい。また、ここで表示されるアニメー
ション画像は、静止画像であっても動画像であってもよい。
　即ち、制御部３１は、検出手段により機能ボタンの押下操作が検出された際に、当該押
下操作された機能ボタンが実行する機能に応じた所定のアニメーション画像を表示部３３
に表示させるアニメーション表示制御手段として機能する。
　以上のように、変形例１に係る携帯端末３によれば、検出手段により機能ボタンの押下
操作が検出された際に、当該押下操作された機能ボタンが実行する機能に応じた所定のア
ニメーション画像を表示手段に表示させるアニメーション表示制御手段（制御部３１）を
更に備えるので、ユーザにわかりやすく機能を実行できることとなって、ユーザの興趣性
を高めることができる。
【００４５】
　なお、上記実施形態では、ボタン表示用スクリプトをウェブブラウザ上で実行して機能
ボタンを表示させるようにしているが、これに限定されるものではない。例えば、表示部
３３の所定の位置に機能ボタンを表示させる機能を実行可能なアプリを作成して使用する
ようにすれば、ボタン表示用スクリプトをウェブブラウザ上で実行する必要がなくなり、
簡易な構成で機能を実現することができる。即ち、本発明の適用対象は、ウェブページに
限定されるものではなく、任意のページに適用することも可能である。
【００４６】
（変形例２）
　また、上記実施形態では、上方への所定のスクロール操作を検出した場合に、ウェブペ
ージのページトップに画面遷移させる機能ボタンＢ４を表示させるようにしているが、こ
れに限定されるものではない。例えば、図６に示すように、スクロール操作の操作量に基
づいて、当該操作量に対応するスクロール量のスクロールを実行する機能ボタンを表示さ
せるようにしてもよい。例えば、図６（Ａ）に示すように、操作量が少ない場合には、上
方への少量のスクロールを実現する機能ボタンＢ５を表示させるようにする。また、図６
（Ｂ）に示すように、操作量が中程度の場合には、上方への中程度のスクロールを実現す
る機能ボタンＢ６を表示させるようにする。また、図６（Ｃ）に示すように、操作量が多
い場合には、上方への多量のスクロールを実現する機能ボタンＢ７を表示させるようにす
る。なお、操作量が多い場合、機能ボタンＢ７を表示させる代わりに、ページトップへと
画面遷移させる機能ボタンＢ４を表示させるようにしてもよい。
　即ち、制御部３１は、ボタン表示制御手段として、検出手段によりウェブページのスク
ロール操作が検出された際に、当該スクロール操作の操作量に基づいて、当該操作量に対
応するスクロール量のスクロールを実行する機能ボタンを表示させる。
　以上のように、変形例２に係る携帯端末３によれば、ボタン表示制御手段は、検出手段
によりウェブページのスクロール操作が検出された際に、当該スクロール操作の操作量に
基づいて、当該操作量に対応するスクロール量のスクロールを実行する機能ボタンを表示
させるので、ユーザの操作感に合わせたスクロールを実行できることとなって、ユーザの
操作性を高めることができる。
【００４７】
（その他の変形例）
　また、上記実施形態及び変形例では、上下方向へのスクロール操作を検出した場合に、
各種機能ボタンＢ２～Ｂ７を表示させるようにしているが、これに限定されるものではな
い。例えば、図７に示すように、機能ボタンＢ２（図７（Ａ）参照）近傍で、左下方への
円弧を描くようなスライド操作を検出した場合に、前ページへと戻るための機能ボタンＢ
８（図７（Ｂ）参照）を表示させるようにしてもよい。なお、他の機能ボタンＢ３～Ｂ７
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が表示されている場合に適用することも可能である。
　また、各種機能ボタンＢ２～Ｂ７近傍で、右下方への円弧を描くようなスライド操作を
検出した場合に、次ページへと進むための機能ボタン（図示省略）を表示させるようにし
てもよい。
【００４８】
　また、上記実施形態では、下方へのスクロール操作を検出した場合に、スクロール操作
後の表示位置に基づいて機能ボタンを変更するようにしているが、これに限定されるもの
ではない。例えば、下方へのスクロール操作に対しては、各種機能ボタンＢ２～Ｂ４のう
ちいずれか一の機能ボタンのみを固定して表示させるようにしてもよい。
　また、下方へのスクロール操作によりメインコンテンツが表示された場合に、機能ボタ
ンＢ３を表示させ、サブコンテンツが表示された場合に、機能ボタンＢ２を表示させるよ
うにしてもよい。即ち、スクロール操作後のページ位置に基づいて機能ボタンを変更する
場合、当該ページ位置に対していずれの機能ボタンを対応させてもよい。
　また、表示される機能ボタンは機能ボタンＢ２～Ｂ７に限られず、実行したい機能に対
応するボタンを別に用意することで、機能ボタンＢ２～Ｂ７以外の機能ボタンを表示させ
ることも可能である。
【００４９】
　また、表示される機能ボタンを変更する際、ボタン内の絵柄を瞬時に切り替えるように
してもよいし、機能ボタンを、表裏を有する画像として、表示された機能ボタンの画像（
表の画像）を所定数回転させて裏の画像に切り替えるようにしてもよい。ここで、所定数
とは、特に限定されるものではなく、１回であってもよいし、複数回であってもよい。機
能ボタンを所定数回転させる場合、スクロール操作の方向に合わせて回転させることで、
画面のスクロールと視覚的にリンクさせることができるので、機能ボタンの変更を目立た
せることができるとともに、ユーザの興趣性を高めることができる。例えば、上下方向へ
のスクロール操作が行われた場合は、上下方向の中心軸で上下方向に回転させて、裏面に
表示された機能ボタンを表示させるようにするとよい。また、左右方向へのスクロール操
作が行われた場合は、左右方向の中心軸で左右方向に回転させて、裏面に表示された機能
ボタンを表示させるようにするとよい。
【００５０】
　また、上記実施形態では、情報処理装置として、表示部３３と一体的に形成されたタッ
チパネル３２２を備える携帯端末３を例示して説明しているが、これに限定されるもので
はない。例えば、携帯端末１の代わりに、タッチパネルを備えないＰＣを利用して、操作
部１２を、例えば、文字入力キー、数字入力キー、その他各種機能に対応付けられたキー
などを有するキーボード、マウス等のポインティングデバイスなどを備える構成とするこ
とで、ユーザの指によるドラッグ操作の代わりに、マウスによるドラッグ操作を行わせる
ようにしてもよい。
【００５１】
　また、本出願に示す各態様は、方法、プログラムなどとしても把握することができる。
方法やプログラムのカテゴリについては、装置のカテゴリで示した「手段」を、例えば、
「工程」や「ステップ」のように適宜読み替えるものとする。また、処理やステップの順
序は、本出願に直接明記のものに限定されず、順序を変更したり、一部の処理をまとめて
若しくは随時一部分ずつ実行するよう変更したりすることができる。
【００５２】
　その他、携帯端末及びサーバ装置を構成する各装置の細部構成及び各装置の細部動作に
関しても、本発明の趣旨を逸脱することのない範囲で適宜変更可能である。
【符号の説明】
【００５３】
１００　情報表示システム
１　サーバ装置
２　基地局
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３　携帯端末（情報処理装置）
３１　制御部（検出手段、ボタン表示制御手段、変更手段、アニメーション表示制御手段
）
３２　操作部
３２１　キー入力部
３２２　タッチパネル
３３　表示部（表示手段）
３４　記憶部
３５　通信部（受信手段）

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】



(12) JP 6262889 B2 2018.1.17

10

フロントページの続き

(72)発明者  平松　欣也
            東京都港区赤坂九丁目７番１号　ヤフー株式会社内
(72)発明者  渕上　慎次郎
            東京都港区赤坂九丁目７番１号　ヤフー株式会社内

    審査官  ▲高▼瀬　健太郎

(56)参考文献  特開２００５－３４６５２０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０４８１　　
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０４８５　　
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０４８８　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

