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(57)【要約】
【課題】画面上の表示エリアをボタンの配置（占有）で
失うことなく、ブックマークするや今の場所を記憶させ
る、のようなボタンを押すなどの新しいボタンの使い方
を覚えることなく、軟体的質感の軟体領域を有するアイ
テムリストの操作で、記憶と戻るという操作を行うこと
ができる表示制御装置などを提供する。
【解決手段】ディスプレイ２２０５に表示されるアイテ
ムに対するユーザのスクロール操作を受け付ける受付手
段２２０２と、受け付けられたスクロール操作が所定の
操作であるか否かを判断する判断手段２２０３と、スク
ロール操作が所定の操作である場合に、スクロール操作
されたアイテムを指定アイテムとして指定し、指定アイ
テムとして指定されたアイテムの表示を所定の表示形式
で表示させる表示制御手段２２０４とを備える。
【選択図】図２２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれが所定のフレームで構成される複数のアイテムによって構成されるアイテム列
中の一部の複数のアイテムが静止時にはディスプレイ上に所定の間隔で配置され、前記所
定の間隔がユーザのアイテムに対する前記ディスプレイ上でのスクロール操作により変化
するよう表示態様を制御する表示制御装置であって、
　前記ディスプレイに表示されるアイテムに対する前記ユーザの前記ディスプレイ上での
スクロール操作を受け付ける受付手段と、
　受け付けられた前記スクロール操作が所定の操作であるか否かを判断する判断手段と、
　前記スクロール操作が前記所定の操作である場合に、前記スクロール操作されたアイテ
ムを指定アイテムとして指定し、前記指定アイテムとして指定された前記アイテムの表示
を所定の表示形式で表示させる表示制御手段とを、
　備える表示制御装置。
【請求項２】
　前記所定の操作は、前記複数のアイテムが配列された方向と略平行に移動させ、前記方
向と略垂直に移動させる操作、又は前記複数のアイテムが配列された方向と略平行に移動
させ、前記方向と逆の方向に移動させる操作、又は前記複数のアイテムが配列された方向
と略平行に移動させ、突然、移動を停止させる操作のいずれか１つである請求項１に記載
の表示制御装置。
【請求項３】
　前記所定の操作は、前記スクロール操作されたアイテムと、そのアイテムに隣接するア
イテムとの間の間隔が一定の値を超える操作、又は前記スクロール操作されたアイテムと
、そのアイテムに隣接するアイテムとの間の前記所定の間隔からの変化量が一定の値を超
える操作である請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記所定の操作は、前記スクロール操作されたアイテムと、そのアイテムに隣接するア
イテムとの間の前記所定の間隔からの変化量に依存する関数により表される力が一定の値
を超える操作、前記力により計算されるアイテム間の距離が一定の値を超える操作、又は
前記力により計算されるアイテム間の相対速度が一定の値を超える操作のいずれかである
請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項５】
　前記所定の表示形式は、前記スクロール操作されたアイテムが傾き、隣接するアイテム
上の一部に重なるような表示の形式である請求項１から４のいずれか１つに記載の表示制
御装置。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記所定の表示形式で表示されたアイテムの前記指定アイテムと
しての指定を解除するための操作を前記受付手段が受け付けた場合、前記指定アイテムの
指定を解除し、前記所定の表示形式を前記指定アイテムとして指定される前の表示形式に
戻す請求項１から５のいずれか１つに記載の表示制御装置。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記指定アイテムが指定された後に前記アイテムリストが前記ユ
ーザによりスクロールされ、前記ディスプレイ上の所定の位置を前記指定アイテムが通過
した場合、前記スクロールを停止させ、前記指定アイテムを前記所定の位置で表示させる
請求項１から６のいずれか１つに記載の表示制御装置。
【請求項８】
　前記表示制御手段は、
　前記指定アイテムに近づける向きにアイテムがスクロール操作され、前記スクロール操
作されたアイテムが前記指定アイテムにあらかじめ決められた距離近づくと、前記スクロ
ール操作されたアイテムを前記指定アイテム上の一部に積み重ねて表示し、
　前記積み重ねられたアイテム周辺の所定の表示エリアを始点とし、前記積み重ねられた
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アイテムから遠ざかる向きにスクロール操作がされた場合、前記スクロール操作されたア
イテムをスクロールされた方向に向けて前記所定の間隔で配置し、
　前記積み重ねられたアイテム周辺の他の所定の表示エリアを始点として前記積み重ねら
れたアイテムから遠ざける向きにスクロール操作がされ、前記スクロール操作があらかじ
め決められた操作である場合に、前記積み重ねられたアイテムのうち、前記他の所定の表
示エリアにおける始点からスクロールされた方向にあるアイテムそれぞれをスクロールさ
れた方向に向けて前記所定の間隔で配置する請求項１から７のいずれか１つに記載の表示
制御装置。
【請求項９】
　前記あらかじめ決められた操作は、前記複数のアイテムが配列された方向と略平行に移
動させ、前記方向に移動させてから一定時間内に前記方向と逆の方向に移動させる操作、
又は前記複数のアイテムが配列された方向と略平行に移動させ、前記方向に移動させてか
ら一定時間内に移動を停止させる操作である請求項８に記載の表示制御装置。
【請求項１０】
　前記あらかじめ決められた操作は、前記スクロール操作されたアイテムと、そのアイテ
ムに隣接するアイテムとの間の距離が一定の値を超える操作、又は前記スクロール操作さ
れたアイテムと、そのアイテムに隣接するアイテムとの間の前記所定の間隔からの変化量
が一定の値を超える操作である請求項８に記載の表示制御装置。
【請求項１１】
　前記あらかじめ決められた操作は、前記スクロール操作されたアイテムと、そのアイテ
ムに隣接するアイテムとの間の前記所定の間隔からの変化量に依存する関数により表され
る力が一定の値を超える操作、前記力により計算されるアイテム間の距離が一定の値を超
える操作、又は前記力により計算されるアイテム間の相対速度が一定の値を超える操作の
いずれかである請求項８に記載の表示制御装置。
【請求項１２】
　前記表示制御手段は、前記指定アイテム上にアイテムが積み重ねられ、所定の時間内に
前記受付手段を介した操作がない場合、前記積み重ねられたアイテムそれぞれを積み重ね
られる前の前記所定の間隔で配置させる請求項８から１１のいずれか１つに記載の表示制
御装置。
【請求項１３】
　前記ユーザからのスクロール操作を受け付ける前記受付手段がコントローラ装置の場合
、
　前記コントローラ装置に対して前記ユーザによって加えられる力は、前記指定アイテム
上にアイテムを積み重ねる操作を行う場合のほうが、前記積み重ねられたアイテムそれぞ
れを前記所定の間隔で配置させる操作を行う場合よりも大きい請求項８から１２のいずれ
か１つに記載の表示制御装置。
【請求項１４】
　前記ユーザからのスクロール操作を受け付ける前記受付手段がコントローラ装置の場合
、
　前記コントローラ装置に対して前記ユーザによって加えられる力は、前記関数により表
される力である請求項１１に記載の表示制御装置。
【請求項１５】
　それぞれが所定のフレームで構成される複数のアイテムによって構成されるアイテム列
中の一部の複数のアイテムが静止時にはディスプレイ上に所定の間隔で配置され、前記所
定の間隔がユーザのアイテムに対する前記ディスプレイ上でのスクロール操作により変化
するよう表示態様を制御する表示制御装置による表示制御方法であって、
　前記ディスプレイに表示されるアイテムに対する前記ユーザの前記ディスプレイ上での
スクロール操作を受け付けるステップと、
　受け付けられた前記スクロール操作が所定の操作であるか否かを判断するステップと、
　前記スクロール操作が前記所定の操作である場合に、前記スクロール操作されたアイテ
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ムを指定アイテムとして指定し、前記指定アイテムとして指定された前記アイテムの表示
を所定の表示形式で表示させるステップとを、
　有する表示制御方法。
【請求項１６】
　前記所定の操作は、前記複数のアイテムが配列された方向と略平行に移動させ、前記方
向と略垂直に移動させる操作、又は前記複数のアイテムが配列された方向と略平行に移動
させ、前記方向と逆の方向に移動させる操作、又は前記複数のアイテムが配列された方向
と略平行に移動させ、突然、移動を停止させる操作のいずれか１つである請求項１５に記
載の表示制御方法。
【請求項１７】
　前記所定の操作は、前記スクロール操作されたアイテムと、そのアイテムに隣接するア
イテムとの間の間隔が一定の値を超える操作、又は前記スクロール操作されたアイテムと
、そのアイテムに隣接するアイテムとの間の前記所定の間隔からの変化量が一定の値を超
える操作である請求項１５に記載の表示制御方法。
【請求項１８】
　前記所定の操作は、前記スクロール操作されたアイテムと、そのアイテムに隣接するア
イテムとの間の前記所定の間隔からの変化量に依存する関数により表される力が一定の値
を超える操作、前記力により計算されるアイテム間の距離が一定の値を超える操作、又は
前記力により計算されるアイテム間の相対速度が一定の値を超える操作のいずれかである
請求項１５に記載の表示制御方法。
【請求項１９】
　前記所定の表示形式は、前記スクロール操作されたアイテムが傾き、隣接するアイテム
上の一部に重なるような表示の形式である請求項１５から１８のいずれか１つに記載の表
示制御方法。
【請求項２０】
　前記所定の表示形式で表示されたアイテムの前記指定アイテムとしての指定を解除する
ための操作を受け付けた場合、前記指定アイテムの指定を解除し、前記所定の表示形式を
前記指定アイテムとして指定される前の表示形式に戻すステップを更に有する請求項１５
から１９のいずれか１つに記載の表示制御方法。
【請求項２１】
　前記指定アイテムが指定された後に前記アイテムリストが前記ユーザによりスクロール
され、前記ディスプレイ上の所定の位置を前記指定アイテムが通過した場合、前記スクロ
ールを停止させ、前記指定アイテムを前記所定の位置で表示させるステップを更に有する
請求項１５から２０のいずれか１つに記載の表示制御方法。
【請求項２２】
　前記指定アイテムに近づける向きにアイテムがスクロール操作され、前記スクロール操
作されたアイテムが前記指定アイテムにあらかじめ決められた距離近づくと、前記スクロ
ール操作されたアイテムを前記指定アイテム上の一部に積み重ねて表示し、
　前記積み重ねられたアイテム周辺の所定の表示エリアを始点とし、前記積み重ねられた
アイテムから遠ざかる向きにスクロール操作がされた場合、前記スクロール操作されたア
イテムをスクロールされた方向に向けて前記所定の間隔で配置し、
　前記積み重ねられたアイテム周辺の他の所定の表示エリアを始点として前記積み重ねら
れたアイテムから遠ざける向きにスクロール操作がされ、前記スクロール操作があらかじ
め決められた操作である場合に、前記積み重ねられたアイテムのうち、前記他の所定の表
示エリアにおける始点からスクロールされた方向にあるアイテムそれぞれをスクロールさ
れた方向に向けて前記所定の間隔で配置するステップを更に有する請求項１５から２１の
いずれか１つに記載の表示制御方法。
【請求項２３】
　前記あらかじめ決められた操作は、前記複数のアイテムが配列された方向と略平行に移
動させ、前記方向に移動させてから一定時間内に前記方向と逆の方向に移動させる操作、
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又は前記複数のアイテムが配列された方向と略平行に移動させ、前記方向に移動させてか
ら一定時間内に移動を停止させる操作である請求項２２に記載の表示制御方法。
【請求項２４】
　前記あらかじめ決められた操作は、前記スクロール操作されたアイテムと、そのアイテ
ムに隣接するアイテムとの間の距離が一定の値を超える操作、又は前記スクロール操作さ
れたアイテムと、そのアイテムに隣接するアイテムとの間の前記所定の間隔からの変化量
が一定の値を超える操作である請求項２２に記載の表示制御方法。
【請求項２５】
　前記あらかじめ決められた操作は、前記スクロール操作されたアイテムと、そのアイテ
ムに隣接するアイテムとの間の前記所定の間隔からの変化量に依存する関数により表され
る力が一定の値を超える操作、前記力により計算されるアイテム間の距離が一定の値を超
える操作、又は前記力により計算されるアイテム間の相対速度が一定の値を超える操作の
いずれかである請求項２２に記載の表示制御方法。
【請求項２６】
　前記指定アイテム上にアイテムが積み重ねられ、所定の時間内に前記受付手段を介した
操作がない場合、前記積み重ねられたアイテムそれぞれを積み重ねられる前の前記所定の
間隔で配置させるステップを更に有する請求項２２から２５のいずれか１つに記載の表示
制御方法。
【請求項２７】
　コントローラ装置を介して前記ユーザからのスクロール操作を受け付ける場合、
　前記コントローラ装置に対して前記ユーザによって加えられる力は、前記指定アイテム
上にアイテムを積み重ねる操作を行う場合のほうが、前記積み重ねられたアイテムそれぞ
れを前記所定の間隔で配置させる操作を行う場合よりも大きい請求項２２から２６のいず
れか１つに記載の表示制御方法。
【請求項２８】
　コントローラ装置を介して前記ユーザからのスクロール操作を受け付ける場合、
　前記コントローラ装置に対して前記ユーザによって加えられる力は、前記関数により表
される力である請求項２５に記載の表示制御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイ上に表示されるアイテムの表示を制御する表示制御装置及び表
示制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザが、リスト（以下、アイテム列やアイテムリストとも言う）上に配置された複数
のアイテムを、コントローラや指やマウスのドラッグ操作などによりスクロールさせて検
索する技術がある（下記の特許文献１、図３０を参照）。ユーザが、アイテムリスト上に
配置されているアイテムのどれがよいかを漠然と模索する場合、ユーザはアイテムリスト
上のアイテムをスクロールさせながら、くまなくキョロキョロ見渡す必要がある。
【０００３】
　従来のアイテムリストでは、アイテムを何個かスクロールさせると、元の位置に戻るた
めにはそれと同じ数だけ逆方向にスクロールさせる必要があった。そのため、ユーザは、
自分が何個スクロールさせたか覚えておかなければいけなかった。仮に、「記憶」ボタン
と「戻る」ボタンを設置させた場合には、後で戻りたいお気に入りの箇所で「記憶」ボタ
ンを押して先へ進み、「記憶」ボタンを押した箇所へ戻りたい場合は「戻る」ボタンを押
すことにより戻ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開平５－６１６３１号公報（要約）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、スクロールするたびに「記憶」ボタンと「戻る」ボタンを押すという操作を行
わなければならなく、ユーザにとって負担となる。元の位置に戻ることに対して負担のあ
る作業が付随するとなると、新しいものを探すためにわざわざスクロールという行為をす
ることが面倒であるとユーザは感じてしまう恐れがある。また、「記憶」、「戻る」ボタ
ンを設置すると、ボタンの領域分だけ画面上の表示エリアが占有されてしまう。さらに何
のボタンなのか（どのような機能のボタンであるのか）覚えなければならず、アプリケー
ション全体の中でユーザが覚えなければいけない操作方法が増えることとなり、簡単なユ
ーザインタフェースの提供という点で望ましくない。
【０００６】
　本発明は、上記の問題点に鑑み、上記ボタンを設置することなく、特定のアイテムを指
定してブックマークさせ、そこに戻ったり先に進んだりという操作を物理的現象のような
動きと交えて行うことができる表示制御装置及び表示制御方法を提供することを目的とす
る。
【０００７】
　すなわち、アイテムリスト上のアイテム間の間隔を一定の値ではなく、ユーザの指やマ
ウスなどによる入力の動きに応じて変化させる。つまり、アイテムリストを指で寄せると
折り込まれ、指を離すとその反動で伸びて戻る。アイテムリストを構成するアイテム間の
間隔が一定（剛体）ではなく、変化する（軟体）という感覚をユーザに与える。このアイ
テム間の間隔が伸びたり縮んだりするアニメーションを体感することで、指を強く動かし
て、軟体であるアイテムリストのフレームに力を加えるとその形が変わるのでは？と直感
的にユーザは予測できる。
【０００８】
　そして、それを裏付けるように、アイテム間に大きな収縮が起きた時点で、アイテムが
折り込まれているという現象を発生させる。このアイテムリストを折り込むことによって
ユーザは任意のアイテムを指定できる。さらに、折り込まれたアイテムリストの上に、他
のアイテムを積み重ねることができ、手を離すと積み重なりがほどけるという、質感、塑
性力の演出によって、アイテムを指定してブックマークさせ、先に進んだりそこに戻った
りという直感的で容易な操作を達成させることができる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明によれば、それぞれが所定のフレームで構成される
複数のアイテムによって構成されるアイテム列中の一部の複数のアイテムが静止時にはデ
ィスプレイ上に所定の間隔で配置され、前記所定の間隔がユーザのアイテムに対する前記
ディスプレイ上でのスクロール操作により変化するよう表示態様を制御する表示制御装置
であって、前記ディスプレイに表示されるアイテムに対する前記ユーザの前記ディスプレ
イ上でのスクロール操作を受け付ける受付手段と、受け付けられた前記スクロール操作が
所定の操作であるか否かを判断する判断手段と、前記スクロール操作が前記所定の操作で
ある場合に、前記スクロール操作されたアイテムを指定アイテムとして指定し、前記指定
アイテムとして指定された前記アイテムの表示を所定の表示形式で表示させる表示制御手
段とを、備える表示制御装置が提供される。この構成により、特定のアイテムを指定して
ブックマークさせ、そこに戻ったり先に進んだりという操作を物理的現象のような動きと
交えて行うことができる。なお、指定アイテムは、後述する折り込まれたアイテムに相当
する。
【００１０】
　また、本発明の表示制御装置において、前記所定の操作が、前記複数のアイテムが配列
された方向と略平行に移動させ、前記方向と略垂直に移動させる操作、又は前記複数のア
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イテムが配列された方向と略平行に移動させ、前記方向と逆の方向に移動させる操作、又
は前記複数のアイテムが配列された方向と略平行に移動させ、突然、移動を止める操作の
いずれか１つであることは、本発明の好ましい態様である。
【００１１】
　また、本発明の表示制御装置において、前記所定の操作が、前記スクロール操作された
アイテムと、そのアイテムに隣接するアイテムとの間の間隔が一定の値を超える操作、又
は前記スクロール操作されたアイテムと、そのアイテムに隣接するアイテムとの間の前記
所定の間隔からの変化量が一定の値を超える操作であることは、本発明の好ましい態様で
ある。
【００１２】
　また、本発明の表示制御装置において、前記所定の操作が、前記スクロール操作された
アイテムと、そのアイテムに隣接するアイテムとの間の前記所定の間隔からの変化量に依
存する関数により表される力が一定の値を超える操作、前記力により計算されるアイテム
間の距離が一定の値を超える操作、又は前記力により計算されるアイテム間の相対速度が
一定の値を超える操作のいずれかであることは、本発明の好ましい態様である。
【００１３】
　また、本発明の表示制御装置において、前記所定の表示形式が、前記スクロール操作さ
れたアイテムが傾き、隣接するアイテム上の一部に重なるような表示の形式であることは
、本発明の好ましい態様である。
【００１４】
　また、本発明の表示制御装置において、前記表示制御手段が、前記所定の表示形式で表
示されたアイテムの前記指定アイテムとしての指定を解除するための操作を前記受付手段
が受け付けた場合、前記指定アイテムの指定を解除し、前記所定の表示形式を前記指定ア
イテムとして指定される前の表示形式に戻すことは、本発明の好ましい態様である。
【００１５】
　また、本発明の表示制御装置において、前記表示制御手段が、前記指定アイテムが指定
された後に前記アイテムリストが前記ユーザによりスクロールされ、前記ディスプレイ上
の所定の位置を前記指定アイテムが通過した場合、前記スクロールを停止させ、前記指定
アイテムを前記所定の位置で表示させることは、本発明の好ましい態様である。なお、所
定の位置は後述する停止線に相当する。
【００１６】
　また、本発明の表示制御装置において、前記表示制御手段が、前記指定アイテムに近づ
ける向きにアイテムがスクロール操作され、前記スクロール操作されたアイテムが前記指
定アイテムにあらかじめ決められた距離近づくと、前記スクロール操作されたアイテムを
前記指定アイテム上の一部に積み重ねて表示し、前記積み重ねられたアイテム周辺の所定
の表示エリアを始点とし、前記積み重ねられたアイテムから遠ざかる向きにスクロール操
作がされた場合、前記スクロール操作されたアイテムをスクロールされた方向に向けて前
記所定の間隔で配置し、前記積み重ねられたアイテム周辺の他の所定の表示エリアを始点
として前記積み重ねられたアイテムから遠ざける向きにスクロール操作がされ、前記スク
ロール操作があらかじめ決められた操作である場合に、前記積み重ねられたアイテムのう
ち、前記他の所定の表示エリアにおける始点からスクロールされた方向にあるアイテムそ
れぞれをスクロールされた方向に向けて前記所定の間隔で配置することは、本発明の好ま
しい態様である。なお、所定の表示エリアは後述する通常領域に相当し、他の所定の表示
エリアは後述する近接領域に相当する。
【００１７】
　また、本発明の表示制御装置において、前記あらかじめ決められた操作が、前記複数の
アイテムが配列された方向と略平行に移動させ、前記方向に移動させてから一定時間内に
前記方向と逆の方向に移動させる操作、又は前記複数のアイテムが配列された方向と略平
行に移動させ、前記方向に移動させてから一定時間内に移動を停止させる操作であること
は、本発明の好ましい態様である。
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【００１８】
　また、本発明の表示制御装置において、前記あらかじめ決められた操作が、前記スクロ
ール操作されたアイテムと、そのアイテムに隣接するアイテムとの間の距離が一定の値を
超える操作、又は前記スクロール操作されたアイテムと、そのアイテムに隣接するアイテ
ムとの間の前記所定の間隔からの変化量が一定の値を超える操作であることは、本発明の
好ましい態様である。
【００１９】
　また、本発明の表示制御装置において、前記あらかじめ決められた操作が、前記スクロ
ール操作されたアイテムと、そのアイテムに隣接するアイテムとの間の前記所定の間隔か
らの変化量に依存する関数により表される力が一定の値を超える操作、前記力により計算
されるアイテム間の距離が一定の値を超える操作、又は前記力により計算されるアイテム
間の相対速度が一定の値を超える操作のいずれかであることは、本発明の好ましい態様で
ある。
【００２０】
　また、本発明の表示制御装置において、前記表示制御手段が、前記指定アイテム上にア
イテムが積み重ねられ、所定の時間内に前記受付手段を介した操作がない場合、前記積み
重ねられたアイテムそれぞれを積み重ねられる前の前記所定の間隔で配置させることは、
本発明の好ましい態様である。
【００２１】
　また、本発明の表示制御装置において、前記ユーザからのスクロール操作を受け付ける
前記受付手段がコントローラ装置の場合、前記コントローラ装置に対して前記ユーザによ
って加えられる力が、前記指定アイテム上にアイテムを積み重ねる操作を行う場合のほう
が、前記積み重ねられたアイテムそれぞれを前記所定の間隔で配置させる操作を行う場合
よりも大きいことは、好ましい態様である。
【００２２】
　また、本発明の表示制御装置において、前記ユーザからのスクロール操作を受け付ける
前記受付手段がコントローラ装置の場合、前記コントローラ装置に対して前記ユーザによ
って加えられる力が、前記関数により表される力であることは、本発明の好ましい態様で
ある。
【００２３】
　また、本発明によれば、それぞれが所定のフレームで構成される複数のアイテムによっ
て構成されるアイテム列中の一部の複数のアイテムが静止時にはディスプレイ上に所定の
間隔で配置され、前記所定の間隔がユーザのアイテムに対する前記ディスプレイ上でのス
クロール操作により変化するよう表示態様を制御する表示制御装置による表示制御方法で
あって、前記ディスプレイに表示されるアイテムに対する前記ユーザの前記ディスプレイ
上でのスクロール操作を受け付けるステップと、受け付けられた前記スクロール操作が所
定の操作であるか否かを判断するステップと、前記スクロール操作が前記所定の操作であ
る場合に、前記スクロール操作されたアイテムを指定アイテムとして指定し、前記指定ア
イテムとして指定された前記アイテムの表示を所定の表示形式で表示させるステップとを
、有する表示制御方法が提供される。この構成により、特定のアイテムを指定してブック
マークさせ、そこに戻ったり先に進んだりという操作を物理的現象のような動きと交えて
行うことができる。なお、指定アイテムは、後述する折り込まれたアイテムに相当する。
【００２４】
　また、本発明の表示制御方法において、前記所定の操作が、前記複数のアイテムが配列
された方向と略平行に移動させ、前記方向と略垂直に移動させる操作、又は前記複数のア
イテムが配列された方向と略平行に移動させ、前記方向と逆の方向に移動させる操作、又
は前記複数のアイテムが配列された方向と略平行に移動させ、突然、移動を停止させる操
作のいずれか１つであることは、本発明の好ましい態様である。
【００２５】
　また、本発明の表示制御方法において、前記所定の操作が、前記スクロール操作された
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アイテムと、そのアイテムに隣接するアイテムとの間の間隔が一定の値を超える操作、又
は前記スクロール操作されたアイテムと、そのアイテムに隣接するアイテムとの間の前記
所定の間隔からの変化量が一定の値を超える操作であることは、本発明の好ましい態様で
ある。
【００２６】
　また、本発明の表示制御方法において、前記所定の操作が、前記スクロール操作された
アイテムと、そのアイテムに隣接するアイテムとの間の前記所定の間隔からの変化量に依
存する関数により表される力が一定の値を超える操作、前記力により計算されるアイテム
間の距離が一定の値を超える操作、又は前記力により計算されるアイテム間の相対速度が
一定の値を超える操作のいずれかであることは、本発明の好ましい態様である。
【００２７】
　また、本発明の表示制御方法において、前記所定の表示形式が、前記スクロール操作さ
れたアイテムが傾き、隣接するアイテム上の一部に重なるような表示の形式であることは
、本発明の好ましい態様である。
【００２８】
　また、本発明の表示制御方法において、前記所定の表示形式で表示されたアイテムの前
記指定アイテムとしての指定を解除するための操作を受け付けた場合、前記指定アイテム
の指定を解除し、前記所定の表示形式を前記指定アイテムとして指定される前の表示形式
に戻すステップを更に有することは、本発明の好ましい態様である。
【００２９】
　また、本発明の表示制御方法において、前記指定アイテムが指定された後に前記アイテ
ムリストが前記ユーザによりスクロールされ、前記ディスプレイ上の所定の位置を前記指
定アイテムが通過した場合、前記スクロールを停止させ、前記指定アイテムを前記所定の
位置で表示させるステップを更に有することは、本発明の好ましい態様である。
【００３０】
　また、本発明の表示制御方法において、前記指定アイテムに近づける向きにアイテムが
スクロール操作され、前記スクロール操作されたアイテムが前記指定アイテムにあらかじ
め決められた距離近づくと、前記スクロール操作されたアイテムを前記指定アイテム上の
一部に積み重ねて表示し、前記積み重ねられたアイテム周辺の所定の表示エリアを始点と
し、前記積み重ねられたアイテムから遠ざかる向きにスクロール操作がされた場合、前記
スクロール操作されたアイテムをスクロールされた方向に向けて前記所定の間隔で配置し
、前記積み重ねられたアイテム周辺の他の所定の表示エリアを始点として前記積み重ねら
れたアイテムから遠ざける向きにスクロール操作がされ、前記スクロール操作があらかじ
め決められた操作である場合に、前記積み重ねられたアイテムのうち、前記他の所定の表
示エリアにおける始点からスクロールされた方向にあるアイテムそれぞれをスクロールさ
れた方向に向けて前記所定の間隔で配置するステップを更に有することは、本発明の好ま
しい態様である。
【００３１】
　また、本発明の表示制御方法において、前記あらかじめ決められた操作が、前記複数の
アイテムが配列された方向と略平行に移動させ、前記方向に移動させてから一定時間内に
前記方向と逆の方向に移動させる操作、又は前記複数のアイテムが配列された方向と略平
行に移動させ、前記方向に移動させてから一定時間内に移動を停止させる操作であること
は、本発明の好ましい態様である。
【００３２】
　また、本発明の表示制御方法において、前記あらかじめ決められた操作が、前記スクロ
ール操作されたアイテムと、そのアイテムに隣接するアイテムとの間の距離が一定の値を
超える操作、又は前記スクロール操作されたアイテムと、そのアイテムに隣接するアイテ
ムとの間の前記所定の間隔からの変化量が一定の値を超える操作であることは、本発明の
好ましい態様である。
【００３３】
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　また、本発明の表示制御方法において、前記あらかじめ決められた操作が、前記スクロ
ール操作されたアイテムと、そのアイテムに隣接するアイテムとの間の前記所定の間隔か
らの変化量に依存する関数により表される力が一定の値を超える操作、前記力により計算
されるアイテム間の距離が一定の値を超える操作、又は前記力により計算されるアイテム
間の相対速度が一定の値を超える操作のいずれかであることは、本発明の好ましい態様で
ある。
【００３４】
　また、本発明の表示制御方法において、前記指定アイテム上にアイテムが積み重ねられ
、所定の時間内に前記受付手段を介した操作がない場合、前記積み重ねられたアイテムそ
れぞれを積み重ねられる前の前記所定の間隔で配置させるステップを更に有することは、
本発明の好ましい態様である。
【００３５】
　また、本発明の表示制御方法において、コントローラ装置を介して前記ユーザからのス
クロール操作を受け付ける場合、前記コントローラ装置に対して前記ユーザによって加え
られる力が、前記指定アイテム上にアイテムを積み重ねる操作を行う場合のほうが、前記
積み重ねられたアイテムそれぞれを前記所定の間隔で配置させる操作を行う場合よりも大
きいことは、本発明の好ましい態様である。
【００３６】
　また、本発明の表示制御方法において、コントローラ装置を介して前記ユーザからのス
クロール操作を受け付ける場合、前記コントローラ装置に対して前記ユーザによって加え
られる力が、前記関数により表される力であることは、本発明の好ましい態様である。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明の表示制御装置及び表示制御方法は、上記構成を有し、画面上の表示エリアをボ
タンの配置（占有）で失うことなく「ブックマークする」「今の場所を記憶させる」のよ
うなボタンを押すなどの新しいボタンの使い方を覚えることなく、軟体的質感の軟体領域
を有するアイテムリストの操作で「記憶」と「戻る」という操作を行うことができる。一
度覚えたら忘れにくい操作であるため、表示制御装置及び表示制御方法は、より気軽で手
軽な気持ちでユーザに操作させることができ、ユーザがマニュアルを読み返さなくても新
しいアイテムの検索などをユーザにスクロールさせながら行わせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１ａ】本発明の第１の実施の形態におけるアイテムリストの一例を示す図である。
【図１ｂ】本発明の第１の実施の形態におけるアイテムリストがドラッグされた状態を示
す図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態のアイテムリストにおけるばねモデルの適用範囲を示
す図である。
【図３ａ】本発明の第１の実態の形態におけるアイテムリストのばねモデルのパラメータ
の定義を説明するための図である。
【図３ｂ】本発明の第１の実態の形態におけるばねモデルの計算プログラムコードの一例
を示す図である。
【図３ｃ】本発明の第１の実施の形態におけるアイテムが折り込まれた場合のばねモデル
の計算プログラムコードの一例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実態の形態におけるばねモデルのアイテムが移動する様子を示す
図である。
【図５ａ】本発明の第１の実施の形態におけるアイテムをドラッグ操作で折り込ませる様
子の一部を示す図である。
【図５ｂ】本発明の第１の実施の形態におけるアイテムをドラッグ操作で折り込ませる様
子の一部を示す図である。
【図５ｃ】本発明の第１の実施の形態におけるアイテムをドラッグ操作で折り込ませる様
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子の一部を示す図である。
【図６ａ】本発明の第１の実施の形態におけるアイテムを上方向ドラッグ操作で折り込ま
せる様子の一部を示す図である。
【図６ｂ】本発明の第１の実施の形態におけるアイテムを上方向ドラッグ操作で折り込ま
せる様子の一部を示す図である。
【図７ａ】本発明の第１の実施の形態におけるアイテムをドラッグ操作で折り込ませる様
子を示す図である。
【図７ｂ】本発明の第１の実施の形態におけるアイテムをドラッグ操作で折り込ませる様
子を示す他の図である。
【図８ａ】本発明の第１の実施の形態におけるアイテムが逆方向に折り込まれた様子を示
す図である。
【図８ｂ】本発明の第１の実施の形態におけるアイテムにしおりのアイコンを描画させた
様子を示す図である。
【図９ａ】本発明の第１の実施の形態における折り込まれたアイテムの右隣のアイテムを
右へドラッグしている様子を示す図である。
【図９ｂ】本発明の第１の実施の形態における折り込まれたアイテムの左隣のアイテムを
左へドラッグしている様子を示す図である。
【図９ｃ】本発明の第１の実施の形態における折り込まれたアイテムを左から右上にドラ
ッグしている様子を示す図である。
【図９ｄ】本発明の第１の実施の形態における折り込まれたアイテムを左右にドラッグし
ている様子を示す図である。
【図９ｅ】本発明の第１の実施の形態における折り込まれたアイテムがほどけ、元の平坦
なアイテムリストに戻った様子を示す図である。
【図１０ａ】本発明の第１の実施の形態における折り込まれたアイテムの右側の領域を始
点とする指のドラッグによる操作の定義について説明するための図である。
【図１０ｂ】本発明の第１の実施の形態における画面の枠内に設定された停止線を示す図
である。
【図１０ｃ】本発明の第１の実施の形態におけるアイテムリストを右に弾いた様子を示す
図である。
【図１０ｄ】本発明の第１の実施の形態における折り込まれたアイテムが停止線でスクロ
ールを停止した様子を示す図である。
【図１０ｅ】本発明の第１の実施の形態におけるアイテムリストを左に弾いた様子を示す
図である。
【図１０ｆ】本発明の第１の実施の形態における折り込まれたアイテムが停止線でスクロ
ールを停止した様子を示す図である。
【図１１ａ】本発明の第２の実施の形態における折り込まれたアイテムを示す図である。
【図１１ｂ】本発明の第２の実施の形態における折り込まれたアイテムに右からアイテム
を積み重ねていく様子を示す図である。
【図１１ｃ】本発明の第２の実施の形態における折り込まれたアイテムと積み重なったア
イテム群を左にドラッグする様子を示す図である。
【図１１ｄ】本発明の第２の実施の形態における折り込まれたアイテムに積み重なったア
イテム群の右側のアイテムを始点として右側にドラッグしようとしている図である。
【図１１ｅ】本発明の第２の実施の形態における積み重なったアイテム群が崩れていく様
子を示す図である。
【図１１ｆ】本発明の第２の実施の形態における折り込まれたアイテムが停止線で止まっ
た様子を示す図である。
【図１１ｇ】本発明の第２の実施の形態におけるアイテムの積み重なりが一定時間放置さ
れることにより自動的に崩れていく様子を示す図である。
【図１１ｈ】本発明の第２の実施の形態におけるアイテムの積み重なりが崩れて、折り込
まれたアイテムだけが残った様子を示す図である。
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【図１２】本発明の第２の実施の形態における折り込まれたアイテムの右側の近接領域と
通常領域での操作を説明するための図である。
【図１３ａ】本発明の第２の実施の形態における近接領域を始点にした様子を示す図であ
る。
【図１３ｂ】本発明の第２の実施の形態におけるアイテムリストをゆっくり左へドラッグ
している様子を示す図である。
【図１３ｃ】本発明の第２の実施の形態におけるアイテムリストをゆっくり右へドラッグ
している様子を示す図である。
【図１４ａ】本発明の第２の実施の形態における近接領域のアイテムの積み重なりを始点
に左に弾こうとする様子を示す図である。
【図１４ｂ】本発明の第２の実施の形態におけるアイテムを左に弾いた様子を示す図であ
る。
【図１４ｃ】本発明の第２の実施の形態における積み重なったアイテムが平坦に戻った様
子を示す図である。
【図１４ｄ】本発明の第２の実施の形態における積み重なったアイテムが平坦に戻った様
子を示す図である。
【図１５ａ】本発明の第２の実施の形態における近接領域のアイテムの積み重なりを始点
に右に弾こうとする様子を示す図である。
【図１５ｂ】本発明の第２の実施の形態におけるアイテムを右に弾いた様子を示す図であ
る。
【図１５ｃ】本発明の第２の実施の形態における積み重なったアイテムが平坦に戻った様
子を示す図である。
【図１５ｄ】本発明の第２の実施の形態における折り込まれたアイテムが停止線で止まっ
た様子を示す図である。
【図１６ａ】本発明の第２の実施の形態における折り込まれたアイテムを示す図である。
【図１６ｂ】本発明の第２の実施の形態における折り込まれたアイテムに左からアイテム
を積み重ねていく様子を示す図である。
【図１６ｃ】本発明の第２の実施の形態における折り込まれたアイテムと積み重なったア
イテム群を右にドラッグする様子を示す図である。
【図１６ｄ】本発明の第２の実施の形態における折り込まれたアイテムに積み重なったア
イテムの左側のアイテムを始点として左側にドラッグしようとしている様子を示す図であ
る。
【図１６ｅ】本発明の第２の実施の形態における積み重なったアイテムが崩れていく様子
を示す図である。
【図１６ｆ】本発明の第２の実施の形態における折り込まれたアイテムが停止線で止まっ
た様子を示す図である。
【図１６ｇ】本発明の第２の実施の形態におけるアイテムの積み重なりが一定時間放置さ
れ自動的に崩れていく様子を示す図である。
【図１６ｈ】本発明の第２の実施の形態におけるアイテムの積み重なりが崩れて、折り込
まれたアイテムだけが残った様子を示す図である。
【図１７】本発明の第２の実施の形態における折り込まれたアイテムの左側の近接領域と
通常領域での操作を説明するための図である。
【図１８ａ】本発明の第２の実施の形態における近接領域を始点にした様子を示す図であ
る。
【図１８ｂ】本発明の第２の実施の形態におけるアイテムリストがゆっくりと左へドラッ
グしている様子を示す図である。
【図１８ｃ】本発明の第２の実施の形態におけるアイテムリストがゆっくりと右へドラッ
グしている様子を示す図である。
【図１９ａ】本発明の第２の実施の形態における近接領域のアイテムの積み重なりを始点
に右に弾こうとする様子を示す図である。
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【図１９ｂ】本発明の第２の実施の形態におけるアイテムを右に弾いた様子を示す図であ
る。
【図１９ｃ】本発明の第２の実施の形態における積み重なったアイテムが平坦に戻った様
子を示す図である。
【図１９ｄ】本発明の第２の実施の形態における積み重なったアイテムが平坦に戻った様
子を示す図である。
【図２０ａ】本発明の第２の実施の形態における近接領域のアイテムの積み重なりを始点
に左に弾こうとする様子を示す図である。
【図２０ｂ】本発明の第２の実施の形態におけるアイテムを左に弾いた様子を示す図であ
る。
【図２０ｃ】本発明の第２の実施の形態における積み重なったアイテムが平坦に戻った様
子を示す図である。
【図２０ｄ】本発明の第２の実施の形態における折り込まれたアイテムが停止線で止まっ
た様子を示す図である。
【図２１ａ】本発明の第１、第２の実施の形態におけるイベントの分岐の処理フローの一
例について説明するためのフローチャートである。
【図２１ｂ】本発明の第１、第２の実施の形態におけるアイテムスクロールが行われる際
の分岐処理の処理フローの一例について説明するためのフローチャートである。
【図２２】本発明の第２の実施の形態に係る表示制御装置の構成の一例を示す図である。
【図２３ａ】本発明の第２の実施の形態における２つ目のアイテムの折り込みを入れよう
としている様子を示す図である。
【図２３ｂ】本発明の第２の実施の形態における２つのアイテムが折り込まれた様子を示
す図である。
【図２３ｃ】本発明の第２の実施の形態における２つのアイテムが平坦なアイテムの領域
を間に持って折り込まれた様子を示す図である。
【図２４ａ】本発明の第２の実施の形態におけるアイテムが奥行きの軸に折り込まれた場
合を示す図である。
【図２４ｂ】本発明の第２の実施の形態におけるアイテムが奥行きの軸に折り込まれた場
合の積み重なりの様子を示す図である。
【図２４ｃ】本発明の第２の実施の形態におけるアイテムが奥行きの軸に折り込まれた場
合の反対側における積み重なりの様子を示す図である。
【図２４ｄ】本発明の第２の実施の形態におけるアイテムが奥行きの軸に折り込まれた場
合の各領域の定義を説明するための図である。
【図２５ａ】本発明の第２の実施の形態における２次元の平坦なアイテムリストを示す図
である。
【図２５ｂ】本発明の第２の実施の形態におけるアイテムが折り込まれた２次元のアイテ
ムリストを示す図である。
【図２５ｃ】本発明の第２の実施の形態におけるアイテムが折り込まれ積み重なった２次
元のアイテムリストを示す図である。
【図２５ｄ】本発明の第２の実施の形態におけるアイテムが折り込まれ積み重なった２次
元のアイテムリストを示す図である。
【図２５ｅ】本発明の第２の実施の形態における２次元の平坦なアイテムリストを示す図
である。
【図２５ｆ】本発明の第２の実施の形態における折り込まれたアイテムの上下に積み重な
った２次元のアイテムリストを示す図である。
【図２５ｇ】本発明の第２の実施の形態における折り込まれたアイテムの上に積み重なっ
た２次元のアイテムリストを示す図である。
【図２６ａ】本発明の第２の実施の形態におけるスティック型ハプティックコントローラ
を示す図である。
【図２６ｂ】本発明の第２の実施の形態におけるドラッグボタン型ハプティックコントロ
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ーラを示す図である。
【図２６ｃ】本発明の第２の実施の形態におけるスティック型ハプティックコントローラ
の移動角度と反発力を示す図である。
【図２６ｄ】本発明の第２の実施の形態におけるドラッグボタン型ハプティックコントロ
ーラの移動距離と反発力を示す図である。
【図２７ａ】本発明の第２の実施の形態における平坦なアイテムリストを示す図である。
【図２７ｂ】本発明の第２の実施の形態におけるスティック型ハプティックコントローラ
の角度θと反発力Ｆの関係を示す図である。
【図２７ｃ】本発明の第２の実施の形態におけるドラッグボタン型ハプティックコントロ
ーラの距離ｄＸと反発力Ｆの関係を示す図である。
【図２８ａ】本発明の第２の実施の形態におけるアイテムが折り込まれた様子を示す図で
ある。
【図２８ｂ】本発明の第２の実施の形態におけるスティック型ハプティックコントローラ
の角度θと反発力Ｆの関係を示す図である。
【図２８ｃ】本発明の第２の実施の形態におけるドラッグボタン型ハプティックコントロ
ーラの距離ｄＸと反発力Ｆの関係を示す図である。
【図２９ａ】本発明の第２の実施の形態におけるアイテムを折り込もうとしている様子を
示す図である。
【図２９ｂ】本発明の第２の実施の形態におけるスティック型ハプティックコントローラ
の角度θと反発力Ｆの関係を示す図である。
【図２９ｃ】本発明の第２の実施の形態におけるドラッグボタン型ハプティックコントロ
ーラの距離ｄＸと反発力Ｆの関係を示す図である。
【図３０】従来におけるコントローラや指やマウスのドラッグ操作でアイテムをスクロー
ルさせる技術の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
＜第１の実施の形態＞
　以下、本発明の第１の実施の形態について述べる。図１ａ、図１ｂはアイテムリスト（
上述のアイテム列に相当）１０上に配置された複数のアイテムのスクロールの様子を示し
ている。図１ａは画面の中心（中心線上）にあるアイテム１１が選択されている状態を示
している。図１ｂはタッチパネルなどにより指でドラッグを行い、選択されたアイテム１
１が右に移った状態を示している。従来の技術であれば、これらアイテムを配置したアイ
テムリストのフレーム間隔、すなわちアイテム間の間隔は、ユーザがどのように指やマウ
スでジェスチャー入力しても、剛体のように固定されたもの（アイテム間の配置間隔が一
定のもの）である。
【００４０】
　これに対し、本発明の提案するアイテムリストはアイテム間の連結部分（図２に示すエ
ッジ２１）に伸縮性を持たせたものとする。とりわけ、ここでは、ばねモデルを使ったも
のについて述べる。一般的なばねモデルの計算方法の一例（SOFTWARE-PRACTICE AND EXPE
RIENCE, VOL.21(1 1), 1129-1164(November 1991) Graph Drawing by Force-directed Pl
acement）がある。
【００４１】
　図２はアイテムリストにどのようにばねモデルを適用しているのかを説明するための図
である。図２に示すように、アイテム１つ１つの部分に、ばねモデルの点の部分であるノ
ード２０があり、ノード２０間にはアイテム間の連結ばね部分であるエッジ２１があると
する。ユーザからの入力によりばねの部分が伸縮する。
【００４２】
　実際には、アイテムリストが有するアイテムの数は１０００個にも１００００個にもな
り得るため、すべてのアイテム間にばねをつけるのは計算量が膨大となり現実的ではない
。ユーザがアイテムを直接操作できる領域は画面枠内のみであることから、画面の枠の内
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及び画面の枠の外の若干個数分のみを軟体領域（アイテム間が伸縮する領域）とし、その
部分にのみアイテム間の伸縮を許可し、画面の中心から離れた画面上に表示されない部分
は剛体領域（アイテム間が伸縮せずに一定の間隔の領域）とし、スクロールはしてもアイ
テム間の間隔（距離）は変わらないようにする。これにより計算量は減る。これは、物理
現象で説明すると、ばねによる伸縮運動が摩擦によりすぐに失われてしまい遠くまで及ば
ない、画面の枠内からばねをいくら揺らしても、画面の枠から遠く離れたばねまでは伸縮
運動を伝えることができないことと同様にして扱える。
【００４３】
　ここで、ばねモデルを使って本発明を実現させた場合の数値の定義について図３ａから
図３ｃを用いて説明する。図３ａに示すように、あるアイテム１（Item１）に対しそのア
イテム１の１次元の軸上の位置をItem１ Ｘとし、アイテム１の位置の微小移動量、すな
わちある時間での速度をItem１ ｄＸとする。隣接するアイテム間の距離は、隣接するア
イテム同士の中心から中心までの距離としdeltaと定義する。アイテムは複数あるので、
それぞれのアイテムごとにこれらの変数が定義される。
【００４４】
　図３ｂは、プログラムの一例としてばねモデルの計算プログラムコードと変数の定義を
示している。このプログラムは、全体を繰り返し行う「forループ」で囲まれ、繰り返し
回数「iteration」の数だけ計算を行う。これは、一回だけの計算結果があまりに変化の
ないものだった場合など、何回分かばね計算した結果をまとめて得たいときに繰り返し計
算をさせる。
【００４５】
　プログラムそのものは大きく２つ（第１部と第２部）に分けられる。第１部がメインの
ばねによる計算部分で、第２部が第１部によって得られた新しいアイテムの速度、位置の
値を更新する部分である。軟体領域にあるすべてのアイテムに付いているばねに関し、ば
ねの両側に付いているアイテムの移動距離を計算し、そのばねがどれだけ伸縮したかをde
ltaとして計算する。deltaを下記の数式（１）に示す。ここでは、あるアイテムｎに対し
、右側に隣接するあるアイテムｎ＋１との距離deltaを求めている。それに対するばねか
ら発する力を「Force（delta）」として下記の数式（２）で定義する。これにより新たな
位置や速度を求める。Ｌは力がかかってないときのばねの長さである。ここでは、すべて
のばねが同一の長さＬとなる。なお、ｋはばね係数である。
【００４６】
　delta＝Item（ｎ） Ｘ－Item（ｎ＋１） Ｘ・・・（１）
　Force（delta）＝－ｋ×（L－delta）・・・（２）
【００４７】
　摩擦がないばねモデルであるとアイテム同士が伸縮を繰り返し、いつまでたっても止ま
らなくなってしまうため、ばね運動に摩擦による抵抗の効果を与える。プログラムの第２
部の速度の更新部分で速度ｄＸをdMaxかｄＸの小さいほうで切り取っている理由は摩擦を
表現しているためである。はじめdMaxは大きいので影響はないが、減衰させる関数「dMax
＝Decrease(dMax)」によりdMaxをだんだん小さくしていくため、ｄＸは最後には０（ゼロ
）に落ち着く。減衰させる関数は入力値に対して、その入力値よりもさらに小さくした値
を返す関数であり、適宜、安定させる関数を選択する。
【００４８】
　これらのプログラムは、ユーザが指やマウスを用いてドラッグや弾く操作を行い、軟体
領域を有するアイテムリストに対して何らかの入力があると呼び出され（起動され）、新
しいアイテムの位置と速度が更新されていく。図３ｃについては後で述べる。
【００４９】
　図４には、単純なばねモデルをアイテムリストに適用し、タッチパネルなどを介して指
でアイテムを動かした場合のアイテムリストの動的変化の時系列が示されている。図４の
（ａ）はアイテムリストに触れていない状態を示す。図４の（ｂ）は画面の中心（画面の
中心線上）にあるアイテムを指で左側にドラッグした瞬間を示す。図４（ｃ）では、ある
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程度指を左にドラッグさせた後、指をパネルに触れたまま、指の動きを止めた様子を示す
。図４（ｄ）、（ｅ）では、その後、指を離すと、ばねによりアイテムが左右に揺れだす
様子を示す。
【００５０】
　ここまでは普通のばねモデルの説明であり、アイテムリストのあるアイテムでブックマ
ークするといった操作とは直接関係ない。以降では、上述の指の動きによってユーザが軟
体領域を有するアイテムリストを折り込むことで、如何にして任意のアイテムを指定でき
るかのアルゴリズムについて述べる。アイテムを指定するための折り込みのイベントが発
生するトリガーはいくつか考えられるが、本発明では３つ提案する。
【００５１】
　１つ目の提案は、擬似的なばねモデルのようなアニメーション機能を備え、ジェスチャ
ー認識で折り込むものである。図５ａ、図５ｂには、アイテムのドラッグ操作によりアイ
テムリストがスクロール（アイテムが配列される方向にスクロール）され、アイテムリス
トの隣接するアイテム同士の距離が個別に変わり、あるアイテムをドラッグさせると、ア
イテムのドラッグする方向側の隣接アイテム同士の距離は縮まり、アイテムのドラッグす
る逆方向側の隣接アイテム同士の距離は広がる様子が示されている。
【００５２】
　具体的な折り込みのイベントを発生させる方法としては、図６ａ、図６ｂに示すように
、アイテムが並んでいる方向（アイテムが配列されている方向）とほぼ平行に移動してか
らその方向とほぼ垂直方向に移動するドラッグ操作で折り込みのイベントを発生させる方
法がある。また、図５ｃに示すように、アイテムが並んでいる方向とほぼ平行に移動して
からすぐにその方向と平行かつ逆の方向に動かすドラッグ操作で折り込みのイベントを発
生させる方法もある。
【００５３】
　２つ目の提案も同様に、図７ａのａ～ｅ、図７ｂのｆ～ｊのような擬似的なばねモデル
のアニメーション機能を備え、かつ、イベントのトリガーはパラメータの値によるもので
ある。図７ａのｂには、アイテムのドラッグ操作により、アイテムリストがスクロールし
、アイテムリストの隣接するアイテム同士の距離が個別に変わり、あるアイテムをドラッ
グさせると、アイテムのドラッグする方向側の隣接アイテム同士の距離は縮まり、アイテ
ムのドラッグする逆方向側の隣接アイテム同士の距離は広がる様子が示されている。
【００５４】
　折り込みのイベントを発生させる方法としては、図７ａのｃに示すように、あるアイテ
ムをドラッグ操作により、ドラッグさせたアイテムと、それに隣接するアイテムとの距離
（アイテム間の間隔であって、上述する所定の間隔に相当）がある一定の値を超えた、あ
るいは、ドラッグさせたアイテムと、それに隣接するアイテムとの距離の初期値からの変
化量がある一定の値を超えたとき、折り込みのイベントを発生させる。図７ａのｄでは、
アイテムが折り込まれた後、ばねモデルにより、アイテムが図４のｄ、ｅで示したように
左右に揺れるべきであるが、本発明では異なる。本発明の特長としては、折り込まれたア
イテムは、選択されたアイテムであり、それが画面内で左右に揺れると、ユーザが酔って
しまうという問題があるため、ばねモデルによる動きは、常に選択されたアイテムを画面
に固定した形で、すなわち選択されたアイテムに相当するノードの部分の位置が固定され
たまま、左右のノードが揺れるように計算される。図７ａのｄ、ｅでは、図４のｄ、ｅと
異なり、折り込まれたアイテムが画面内（ばねの固定位置）で固定されたまま、左右のア
イテムが揺れて、次第に揺れがおさまる様子を示す。図７ｂのｆ～ｊに関しても同様であ
り、後述する。
【００５５】
　３つ目の提案は、図７ａのａ～ｅに示すばねモデルなどの力の方程式を使ったものであ
り、アイテムのスクロールにより、アイテムリストの隣接するアイテム同士の距離が個別
に変わり、隣接するアイテム同士の距離の初期値からの変化量に依存する関数で表される
力の方程式が定義される。その力が上述の隣接するアイテムに働き、それによりアイテム
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の位置や速度が計算され、ユーザがある特定のアイテムをドラッグさせることにより、ド
ラッグされたアイテムと隣接するアイテムとの間の距離が一定の値より変化した（一定の
値を超えた）、あるいはドラッグされたアイテムと隣接するアイテムとの間に働く力が一
定の値より変化した（一定の値を超えた）、あるいはドラッグされたアイテムとそれに隣
接するアイテムとの速度（相対速度）が一定の値より変化した（一定の値を超えた）とい
う条件により折り込みのイベントが発生する。
【００５６】
　これら３つに共通する折り込みの演出について説明する。図５ａから図５ｃでは、アイ
テムリストが軟体領域を有することから、アイテム間の伸縮性を利用する。図５ａで示す
ように、まず選択されている画面中心のアイテムに対し、指などのストロークにより右側
にアイテムを移動させる。図５ｂに示すように、選択されたアイテムが右に移動したため
左側のアイテムが右側に寄ってくる。そこで、図５ｃに示すように、左側にすばやく移動
させると、右側に寄ってきた左側のアイテムと強く衝突することになり、アイテム間のば
ねが強く圧縮され、選択されていたアイテムが傾いてアイテムリスト上に折れ込んだ状態
、すなわち、スクロール操作されたアイテムが傾き、隣接するアイテム上の一部に重なる
ような表示（上述する所定の表示形式の一例）となる。
【００５７】
　この現象を、左右にドラッグさせるジェスチャー認識による判定（上述した１つ目の提
案）で、アイテム間の距離やその距離の変化量の値からの判定（上述した２つ目の提案）
で、力の方程式を定義し、アイテム間の距離やその距離の変化量、速度、力の値からの判
定（上述した３つ目の提案）で、必要に応じて、それらをまぜて、アイテムの折れ込みイ
ベントを発生させるようにできる。
【００５８】
　ばねモデルの動きを再現するための数学的手法についてプログラムの一例を図３ｂに示
した。アイテムが折り込まれるまでは図３ｂで示されるようなコードになる。あるアイテ
ムｎに関して、隣接するアイテムｎ＋１との距離はdelta、速度はItemｎ ｄＸ、隣接する
アイテムｎ＋１からの力はForceで定義され、その力の値からも折り込みイベントの判定
を行う（上述した３つ目の提案）。
【００５９】
　上述した１つ目の提案のジェスチャー認識では、左右に揺らすというものの他に、図６
ａ、図６ｂで示したような指のストロークによって、アイテムリストに平行な方向に、あ
る程度ドラッグしてアイテムリストの方向と垂直な方向へ方向転換してドラッグすること
で、アイテムが折れ曲がってアイテムリストの中で配置されるというのも考えられる。こ
の場合のジェスチャー認識において最も簡単なものとしては、ストロークの方向を上、右
上、右、右下、下、左下、左、左上の８つの方向に分けておき、正解のテンプレートを「
左」→「左上」→「上」とし、正解テンプレートと順番が同じであれば折り込ませる。も
っと正確に行うには、微小ベクトルで表し、距離と方向のテンプレートマッチングから点
数を出してある閾値より大きい場合、折り込ませるとする。
【００６０】
　いずれにせよ、アイテムの折り込みという特殊なイベントを起こさせるためには、普通
のアイテムをスクロールさせるのとは異なる特殊な指の動きをする必要がある。実際には
指のストロークのジェスチャー認識（上述した１つ目の提案）は、上述した２つ目の提案
や３つ目の提案のアイテム間の距離、速度、力の条件との両方を併用して、精度の高い認
識でアイテムの折り込みイベントを発生させることも可能である。
【００６１】
　図７ａのａ～ｅ、図７ｂのｆ～ｊは、図５ａから図５ｃで述べたようなばねを強く圧縮
する方法でアイテムの折り込みを行った場合のアイテムリストの状況を詳細に時系列に示
している。まず、図７ａのａ～ｅまでについて述べる。図７ａのａはアイテムリストに触
れていない状態を示す。ユーザがたまたま画面の真ん中にある、動かすアイテムを指で触
れてドラッグしようとしている。図７ａのｂは動かすアイテムを指で左側に移動させたと
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きの状態を示す。ユーザの指によって無理やり右側にアイテムが移動させられたので、動
くアイテムの右側のアイテム群のばねが圧縮されている。それと同時に、動くアイテムの
左側のアイテム群は右側にドラッグされている動くアイテムに引っ張られて同様に右側に
移動している。
【００６２】
　図７ａのｃでは、タッチパネル上で、ドラッグしていた指を突然止めることで、アイテ
ムの移動を突然停止させた状態を示す。これにより、触れていたアイテムが選択され、折
り込まれる。図７ａのｄ、ｅでは、ばねモデルの計算により、折り込まれたアイテムが画
面内で固定されたまま、その左右のアイテムが、左右に揺れ動き、やがてすべてが止まる
様子を示す。
【００６３】
　図７ｂのｆ～ｊについて述べる。図７ｂのｆでは、アイテムリストに触れてない状態を
示す。図７ｂのｇでは、指でアイテムを右に移動させた場合を示す。図７ｂのｈでは、突
然、指を反対方向の左に移動させて、アイテムを逆方向に移動させる。これにより、この
アイテムが折り込まれたアイテムとなる。図７ｂのｉ、ｊでは、ばねモデルの計算により
、折り込まれたアイテムが画面内で固定されたまま、その左右のアイテムが、左右に揺れ
動き、やがてすべてが止まる様子を示す。折り込みによって指定されたアイテムは、図８
ａに示すように逆向きに折り込まれたり、図８ｂに示すように指定されたアイテムにしお
りのようなアイコンを描画させたりすることもできる。
【００６４】
　逆に、折り込んだアイテムを元に戻すという操作とそのためのイベント発生の条件につ
いて述べる。図９ａから図９ｅには折り込まれたアイテムを元に戻すための操作が示めさ
れている。図９ａでは、折り込まれたアイテムの右隣のアイテムを右側に、ある一定以上
の速度でドラッグする、あるいはばねモデルなどを適用した場合にある一定の力を与えて
ドラッグすることで、折り込まれたアイテムがあたかも強く引っ張られるという質感を演
出しながら、図９ｅに示すような元の折り込まれてない状態に戻すことができる。
【００６５】
　また、図９ａと同様な考え方で、図９ｂに示すように、折り込まれたアイテムの左隣の
アイテムを左側に、ある一定以上の速度でドラッグする、あるいはばねモデルなどを適用
した場合にある一定の力を与えてドラッグすることで折り込みをほどくことができる。ま
た、図６ａと同様な考え方で、図９ｃに示すように、折り込まれたアイテム上を始点とし
て、アイテムリストの軸とほぼ垂直な方向に指を動かすことで折り込みを解除させること
ができる。
【００６６】
　また、図９ｄに示すように、折り込まれたアイテム上を始点として、アイテムリストの
軸にほぼ平行に左右に一定の速度で移動させることで、あたかも折り込みを振り払う演出
で、元の状態に戻すことができる。図９ｅには折り込みが解除された状態が示されている
。折り込み解除のためのイベント発生の値は、折り込みのイベント発生のための値より緩
く設定することも考えられる。
【００６７】
　以上により、特定のアイテムを折り込ませることで「指定したアイテム」にしたり、折
り込みを元に戻すことで「指定を解除」したりすることがどのようにできるかを説明した
。これは、上述のある特定のアイテムを「記憶」ボタンを押してブックマークさせておく
ということに相当する。
【００６８】
　次に、折り込みによって指定されたアイテムに対してどのように上述の「戻る」の操作
を行うかについて図１０ａから図１０ｆを用いて説明する。図１０ａには折り込みによっ
て指定されたアイテムが示されている。図１０ｂには画面内に指定された停止線が示され
ている。図１０ｃは、アイテムリスト上で折り込まれたアイテムより右に離れた位置から
折り込まれたアイテムの方向、つまり右方向へアイテムリストをスクロールしている状態
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を示している。図１０ｄは、ユーザのコントローラや指がアイテムリストから離れた状態
、つまりリリースされた状態で、アイテムリストが慣性力のみで移動しているときに、折
り込まれたアイテムが停止線に差し掛かると、そこでスクロールが止まる様子を示してい
る。
【００６９】
　図１０ｅは、図１０ｃと同様に、アイテムリスト上で折り込まれたアイテムより左に離
れた位置から折り込まれたアイテムの方向、つまり左方向へアイテムリストをスクロール
している状態を示している。図１０ｆは、ユーザのコントローラや指がアイテムリストか
ら離れた状態、つまりリリースされた状態で、アイテムリストが慣性力のみで移動してい
るときに、折り込まれたアイテムが停止線に差し掛かると、そこでスクロールが止まる様
子を示している。
【００７０】
　以上のように、折り込みによりアイテムを指定しておけば、アイテムリスト上で遠くの
アイテムに移動しても、折り込まれたアイテムのほうにアイテムリストをスクロールすれ
ば、指定したアイテムが画面内に移動して、画面内の指定された任意の停止位置でスクロ
ールが強制的に停止させられ、アイテムを戻ってこさせることができる。いわば「記憶さ
せる」、「戻る」の操作ボタンを作ることなく、アイテムをスクロールの指の軌道の延長
上の動きでアイテムを指定して記憶させ、離れてもそこに戻させることができる。
【００７１】
＜第２の実施の形態＞
　上述した第１の実施の形態では、折り込むことでアイテムを指定できても、そこから遠
くへスクロールさせてしまうと画面から折り込んだアイテムを見失い、折り込まれたアイ
テムがどのようなものだったのか同一画面で現在見ているアイテムと見比べにくい。これ
に対する対策として、アイテムが折り込まれると、スクロールされる他の複数のアイテム
が折り込まれたアイテムに向かって近接し圧縮して並んでいく、すなわち折り込まれたア
イテムの上に積み重ねられていくようにする。また、重なったアイテムを画面上で振り払
うなどすると、重なりがほどけて元の間隔のアイテムリストに戻るようにもする。以下で
これらの機能について説明する。これらの操作や機能もアイテムリストが軟体領域を有す
るがゆえに可能となる。
【００７２】
　ここでは、図１１ａから図１１ｈ、図１２、図１３ａから図１３ｃ、図１４ａから図１
４ｄ、図１５ａから図１５ｄに示すような、折り込まれたアイテムの右側に複数のアイテ
ムが積み重ねられた場合と、図１６ａから図１６ｈ、図１７、図１８ａから図１８ｃ、図
１９ａから図１９ｄ、図２０ａから図２０ｄに示すような、折り込まれたアイテムの左側
に複数のアイテムが積み重ねられた場合とに分けて説明するが一般性は失わない。
【００７３】
　まず、折り込まれたアイテムの右側に、他の複数のアイテムを積み重ねていく場合につ
いて説明する。図１１ａは、折り込まれたアイテムと、通常の状態での隣接するアイテム
間の距離（通常の隣接アイテム間の距離であって、上述する所定の間隔に相当）とを示し
ている。図１１ｂは、折り込まれたアイテムに向かってアイテムをドラッグ（スクロール
）して、ドラッグされたアイテムが折り込まれたアイテムにあらかじめ決められた距離近
づくと、折り込まれたアイテムにアイテムが積み重なっていく様子を示している。積み重
なったアイテム同士は隣接するアイテム間の距離が近接して配置される。なお、折り込ま
れたアイテムとドラッグするアイテムとの間に他のアイテムが存在する場合も積み重ねは
可能であり、その場合、他のアイテムが折り込まれたアイテムにあらかじめ決められた距
離近づくと、折り込まれたアイテムに他のアイテムが積み重なっていく。
【００７４】
　図１１ｃは、ドラッグしているアイテムが折り込まれたアイテムに積み重なった後も、
さらに左側にドラッグされている様子を示している。その場合は、図１１ｃに示すように
、これ以上積み重ねができないので、アイテムリスト全体が左へスクロールするような設
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定などが適宜できる。
【００７５】
　図１１ｄは、通常の隣接するアイテム間の距離で配置されているアイテムを、折り込ま
れたアイテムから逆の離れる方向にドラッグさせた場合について示している。図１１ｅは
、アイテムが右側にドラッグされることで、それに続いて積み重なっていたアイテムもほ
どけるように移動して、通常の隣接するアイテム間の距離に戻って並ぶ様子を示している
。なお、ここでは、１つのアイテムをドラッグすることで積み重なっているアイテムそれ
ぞれがほどかれて通常の隣接するアイテム間の距離で配置されることを示しているが、積
み重ねをほどく際、アイテムごとに積み重ねをほどくためのドラッグ作業を行うようにし
てもよい。図１１ｆは、図１１ｅの操作で、仮にユーザが右側に指をはじくなどをしてア
イテムリスト全体が右に慣性力でスクロールすることがあったとしても、事前に決められ
た停止線で折り込まれたアイテムが停止する様子を示している。
【００７６】
　図１１ｇは、図１１ｃの状態でアイテムが積み重なり、そのままある一定の時間操作せ
ずに放置するとアイテムが自然に崩れ始める様子を示しており、最終的には初期の図１１
ａと同様の状態に戻る様子が図１１ｈに示されている。これは、ユーザがアイテムをスク
ロールしていってみたが、興味のありそうなものがないと思ったとき、一切の操作をしな
くても自動的に指定しておいたアイテムに戻ることができるというものである。
【００７７】
　図１１ａから図１１ｈで述べた操作は、図１２では操作［Ａ］、［Ｂ］として表されて
いる。つまり、隣接するアイテム間の距離が通常のものとなっているアイテムリストの領
域である「通常領域」内を始点として指やコントローラでドラッグした場合である。その
一方、折り込まれたアイテムに積み重なっているアイテム群の領域、つまり隣接するアイ
テム間の距離が近接している領域である「近接領域」を始点としてアイテムをドラッグさ
せた場合の操作については図１２の［Ｃ］、［Ｄ］に示され、図１３ａから図１３ｃ、図
１４ａから図１４ｄ、図１５ａから図１５ｄを用いて説明する。
【００７８】
　図１２に示したアイテムが積み重なっている「近接領域」のアイテムをドラッグする場
合、ゆっくりと積み重なったアイテムを動かした場合と、積み重なりを指ではねてアイテ
ムをほどいた場合の２通りが考えられる。図１３ａから図１３ｃは、図１２の「近接領域
」を始点として、例えばある一定の速度より遅く左右にドラッグさせた場合について示し
ている。図１３ａは「近接領域」に指を置いた状態を示している。図１３ｂは、図１２の
［Ｃ］の操作であり、図１３ａの状態から左側へある一定の速度より遅くドラッグさせる
ことにより、アイテムリスト全体が指に付随して左方向にスクロールされる様子を示して
いる。
【００７９】
　図１３ｃは、図１２の［Ｄ］の操作であり、図１３ａの状態から逆に右側方向へある一
定の速度より遅くドラッグさせることにより、アイテムリスト全体が指に付随して右方向
にスクロールされる様子を示している。
【００８０】
　図１４ａから図１４ｄ、図１５ａから図１５ｄでは、例えばある一定の速度以上の速い
速度で移動させた場合、つまり積み重なったアイテム群をはねた場合について述べる。図
１４ａは、図１２の［Ｃ］の操作であり、「近接領域」に指を置いた状態を示している。
図１４ｂは、図１４ａの状態からある一定の速度以上の速度で左側にドラッグし、図１４
ａの指の始点より左側に並んでいたアイテム（隣接するアイテム間の距離が近接されて配
置されていたアイテム）が左側に移動し、最終的に図１４ｃに示すように、アイテムが通
常の隣接するアイテム間の距離に戻ったアイテムリストになるという状態を示している。
図１４ｄは、図１４ｃと全く同じだが、折り込まれたアイテムがそのまま折り込まれたま
まにしておくような設定も適宜できる。
【００８１】
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　図１５ａは、図１２の［Ｄ］の操作であり、「近接領域」に指を置いた状態を示してい
る。図１５ｂは、図１５ａの状態からある一定の速度以上の速度で右側にドラッグし、図
１５ａの指の始点から右側に並んでいたアイテム（隣接するアイテム間の距離が近接され
て配置されていたアイテム）が右側に移動する様子を示している。そして、最終的に図１
５ｃに示すように、アイテムが通常の隣接するアイテム間の距離に戻ったアイテムリスト
になる。慣性力などでアイテムリストがさらにスクロールされている場合は、図１５ｄに
示すように停止線で折り込まれたアイテムが引っかかりスクロールが停止する。
【００８２】
　上述の図１３ａから図１３ｃのようなゆっくりとドラッグして積み重なり全体をスクロ
ールさせる場合と、図１４ａから図１４ｄ、図１５ａから図１５ｄに示すような速くドラ
ッグして積み重なりをはねてアイテムをほどく場合との判別の条件を以下に説明する。
【００８３】
　ジェスチャー認識による判別であって、アイテムリストとほぼ平行にドラッグして、そ
の後平行であるが上述のドラッグの方向と逆の方向に一定時間内にドラッグした場合（上
述の１つ目の提案）や、値による判別であって、ドラッグさせたアイテムとそれに隣接す
るアイテムとの距離がある一定の値を超えた、あるいはドラッグさせたアイテムとそれに
隣接するアイテムとの距離の変化量がある一定の値を超えた場合（上述の２つ目の提案）
や、力の方程式を使い、そのドラッグによりドラッグされたアイテムと隣接するアイテム
間の距離が一定の値より変化した、あるいはドラッグされたアイテムと隣接するアイテム
間に働く力が一定の値より変化した、あるいはドラッグされたアイテムと隣接するアイテ
ムの速度が一定の値より変化した場合（上述の３つ目の提案）に、強いドラッグ（速いド
ラッグ）と判断される。
【００８４】
　そのように判断されると、図１４ａから図１４ｄ、図１５ａから図１５ｄで定義した、
ドラッグした始点にあるアイテムから最後にドラッグした方向に、連続して重なったアイ
テム群の全部若しくは一部がドラッグによりはねられ、最後にドラッグした方向に移動し
、それらアイテムが元の通常の隣接するアイテム間の距離をもったアイテムリストに戻る
。
【００８５】
　逆に、上述の強いドラッグでない場合、すなわち弱いドラッグ（ゆっくりのドラッグ）
として判断されると、図１３ａから図１３ｃで示したように、積み重なったアイテム群が
積み重なったままドラッグされた方向にスクロールするだけである。
【００８６】
　図１６ａから図１６ｈ、図１７、図１８ａから図１８ｃ、図１９ａから図１９ｄでは、
折り込まれたアイテムの左側にアイテムが積み重なった場合について述べる。この場合も
、上述の折り込まれたアイテムの右側に積み重なった場合と方向が逆なだけで、全く同様
に考えられる。
【００８７】
　図１６ａは折り込まれたアイテムの様子を示している。折り込まれたアイテムの右側に
アイテムが積み重なっているが、これらがあっても無くてもここでの説明は一般性を失わ
ない。図１６ｂは、折り込まれたアイテムに向かってアイテムをドラッグして、折り込ま
れたアイテムにアイテムが積み重なっていく様子を示している。積み重なったアイテム同
士は隣接するアイテム間の距離が近接して配置される。図１６ｃは、ドラッグしているア
イテムが折り込まれたアイテムに積み重なった後も、さらに右側にドラッグされている様
子を示している。その場合は、図１６ｃに示すように、アイテムリスト全体が右へスクロ
ールするような設定など適宜できる。
【００８８】
　図１６ｄは、逆に通常の隣接するアイテム間の距離で配置されているアイテムを、折り
込まれたアイテムから離れる方向にドラッグさせた場合について示している。図１６ｅは
、アイテムが左側にドラッグされることで、それに続いて積み重なっていたアイテムもほ
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どけるように移動して、通常の隣接するアイテム間の距離に戻って並ぶ様子を示している
。図１６ｆは、図１６ｄの操作で、仮にユーザが左側に指をはじくなどをしてアイテムリ
スト全体が左側に慣性力でスクロールすることがあったとしても、事前に決められた停止
線で折り込まれたアイテムが停止する様子を示している。
【００８９】
　図１６ｇは、図１６ｃの状態で、アイテムが積み重なり、そのままある一定の時間操作
せずに放置するとアイテムが自然に崩れ始める状態を示し、図１６ｈは、折り込まれたア
イテムが初期の図１６ａの状態に戻った様子を示している。図１６ａから図１６ｈで述べ
た操作は、図１７では操作［Ａ］、［Ｂ］として表される。つまり、隣接するアイテム間
の距離が通常のものとなっているアイテムリストの領域である「通常領域」内を始点とし
て、指やコントローラでドラッグした場合である。
【００９０】
　その一方、折り込まれたアイテムに積み重なっているアイテム群の領域、つまり隣接す
るアイテム間の距離が近接している領域である「近接領域」を始点として、アイテムをド
ラッグさせた場合の操作は、図１７の［Ｃ］、［Ｄ］に示され、図１８ａから図１８ｃ、
図１９ａから図１９ｄ、図２０ａから図２０ｄを用いて説明する。
【００９１】
　図１８ａから図１８ｃ、図１９ａから図１９ｄ、図２０ａから図２０ｄは、それぞれ、
図１３ａから図１３ｃ、図１４ａから図１４ｄ、図１５ａから図１５ｄと同様である。し
たがって、弱いドラッグの場合は、図１３ａから図１３ｃ、図１８ａから図１８ｃに示す
もの処理となり、強いドラッグの場合は、図１４ａから図１４ｄ、図１５ａから図１５ｄ
、図１９ａから図１９ｄ、図２０ａから図２０ｄに示す処理となる。
【００９２】
　図１８ａから図１８ｃは、図１７の「近接領域」を始点として、例えばある一定の速度
より遅く左右にドラッグさせた場合を示している。図１８ａは「近接領域」に指を置いた
状態を示している。図１８ｂは、図１７の［Ｃ］の操作であり、図１８ａの状態から左側
へある一定の速度より遅くドラッグさせ、アイテムリスト全体が指に付随して左方向にス
クロールされる様子を示している。図１８ｃは、図１７の［Ｄ］の操作であり、図１８ａ
の状態から逆に右側方向へある一定の速度より遅くドラッグさせ、アイテムリスト全体が
指に付随して右方向にスクロールされる様子を示している。
【００９３】
　図１９ａから図１９ｄ、図２０ａから図２０ｄでは、例えばある一定の速度以上の速い
速度で移動させた場合について述べる。図１９ａは、図１７の［Ｃ］の操作であり、「近
接領域」に指を置いた状態を示している。図１９ｂは、図１９ａの状態から、ある一定の
速度以上の速度で右側にドラッグさせ、図１９ａでの指の始点から右側に並んでいたアイ
テム（隣接するアイテム間の距離が近接されて配置されていたアイテム）が右側に移動し
、最終的に図１９ｃに示すような、アイテムが通常の隣接するアイテム間の距離に戻った
アイテムリストになるという状態を示している。
【００９４】
　図２０ａは、図１７の［Ｄ］の操作であり、「近接領域」に指を置いた状態を示してい
る。図２０ｂは、図２０ａの状態から、ある一定の速度以上の速度で左側にドラッグさせ
、図２０ａでの指の始点から左側に並んでいたアイテム（隣接するアイテム間の距離が近
接されて配置されていたアイテム）が左側に移動する様子を示している。そして、最終的
に図２０ｃに示すように、アイテムが通常の隣接するアイテム間の距離に戻ったアイテム
リストになる。慣性力などでアイテムリストがさらにスクロールしている場合は、図２０
ｄに示すように、停止線で折り込まれたアイテムが引っかかりスクロールが停止する。
【００９５】
　ここで、図３ａから図３ｃに戻り、折り込まれたアイテムに積み重なる場合のばねモデ
ルの拡張について説明する。折り込まれたアイテムに連続して積み重なったアイテム群は
、１つの大きな剛体、大きなノードとして扱うことができる。あるいは、積み重なった個
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別のアイテムに関して、別の力を定義する関数を適用させることができる。
【００９６】
　折り込まれた後の計算の一例を図３ｃに示す。折り込まれた場合、折り込まれたアイテ
ム及びそのアイテムに積み重なったアイテムには、フラグb Foldedがtrueとなって個別に
そのアイテムが積み重なったことを示す。あるアイテムが積み重なるべきか、あるいは通
常の平坦なアイテムリストとして配置されるべきかの判断は、隣接する積み重なったアイ
テムとの距離がある定数distanceよりも小さいと積み重なると判断され、b Foldedをtrue
と設定する。
【００９７】
　b Foldedがtrueなものに関しては、短いばねの長さと別の力との関数が適用される。そ
の関数を式（３）に示す。
【００９８】
　Force_folded（delta）＝－kf×（Lf－delta）・・・（３）
【００９９】
　積み重なったアイテム同士のばね定数はｋf、短いばねの長さはLｆと定義される。ある
いは式（３）を適用せず、b Foldedがtrue、つまり積み重なっているものに関してはアイ
テム間の距離を近接したアイテム同士のある定数として、積み重なったアイテム群を１つ
のノードとして扱う。
【０１００】
　以上述べたイベントの分岐の処理フローの一例について図２１ａを用いて説明する。ユ
ーザにより、指やコントローラなどであるアイテムがドラッグ（スクロール）されたとす
る（ステップＳ２１０１）。そして、ドラッグされたアイテムが図１２や図１７で定義さ
れた「通常領域」のアイテムか否かを判断する（ステップＳ２１０２）。ドラッグされた
アイテムが「通常領域」のアイテムの場合、そのドラッグにより、上述した３つの提案で
定義されたアイテムを折り込む条件を満たすか否かが判断され（ステップＳ２１０３）、
条件を満たす場合、そのアイテムを新規の折り込みのアイテムとする（ステップＳ２１０
４）。条件を満たしていない場合は、そのアイテムのスクロールが行われる（ステップＳ
２１０５）。
【０１０１】
　一方、ステップＳ２１０２で「通常領域」のアイテムではないと判断された場合、ドラ
ッグされたアイテムが図１２や図１７で定義された「近接領域」でのアイテム、すなわち
積み重なったアイテムか否かを判断し（ステップＳ２１０６）、「近接領域」でのアイテ
ムである場合、積み重なったアイテムのドラッグの仕方が積み重なりの山を崩す条件を満
たすか否かを判断され（ステップＳ２１０７）、条件を満たす場合、例えばある一定の速
度を超えたものの場合、図１４ａから図１４ｄ、図１５ａから図１５ｄ、図１９ａから図
１９ｄ、図２０ａから図２０ｄで示したように、そのアイテムからドラッグした方向へ連
続して積み重なっているアイテム群を積み重なりからほどく処理が行われ（ステップＳ２
１０８）、アイテムのスクロールが行われる（ステップＳ２１０５）。条件を満たしてい
ない場合、図１３ａから図１３ｃや図１８ａから図１８ｃで示したように、アイテムリス
ト全体がスクロールするようなアイテムのスクロールが行われる（ステップＳ２１０５）
。
【０１０２】
　また、一方、ステップＳ２１０６で「近接領域」のアイテムではないと判断された場合
、すなわち、ドラッグされたアイテムが図７ａのａ～ｅで定義された折り込まれたアイテ
ムの場合、折り込まれたアイテムをドラッグする動きが、上述した３つの提案の折り込み
を解除する図９で示したようなものであるか否かが判断され（ステップＳ２１０９）、折
り込み解除の条件を満たす場合、折り込みの解除がなされる（ステップＳ２１１０）。条
件を満たさない場合、アイテムのスクロールが行われる（ステップＳ２１０５）。
【０１０３】
　上述したアイテムスクロールが行われる際の分岐処理のフローの一例について図２１ｂ
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を用いて説明する。まず、アイテムがスクロールされる際、ユーザが指やコントローラに
よる指示をアイテムリストから離した（リリースされた）かどうか、かつ折り込まれた指
定されたアイテムが画面内に定義された停止線を横切ろうとしているか否かを調べる（ス
テップＳ２１１１）。横切ろうとしている場合は、図１０ａから図１０ｆ、図１１ｆ、図
１５ｃ、図１６ｆ、図１９ｄ、図２０ｅで示したように、アイテムリストのスクロールを
停止させる（ステップＳ２１１２）。上述の条件を満たしていない場合は処理を続ける。
【０１０４】
　そして、アイテムがドラッグ（スクロール）されている方向に折り込まれたアイテムが
あるか否かを調べる（ステップＳ２１１３）。ある場合は、図１１ｂ、図１６ｂで示した
ように、ドラッグするアイテムの延長上にあるアイテムを折り込まれたアイテムに積み重
なるようにする（ステップＳ２１１４）。次に、アイテムがドラッグ（スクロール）され
ている方向と逆の方向に積み重なったアイテムがあるか否かを調べる（ステップＳ２１１
５）。ある場合は、図１１ｅ、図１６ｅで示したように、ドラッグするアイテムの逆方向
の延長上にあるアイテムを積み重なりからほどく（ステップＳ２１１６）。
【０１０５】
　図２２には表示制御装置としての全体の構造の一例を示す。表示制御装置は、コントロ
ーラ２２０１（上述する受付手段に相当）、タッチパネル２２０２（上述する受付手段に
相当）、判断部２２０３（上述する判断手段に相当）、計算部２２０４（上述する表示制
御手段に相当）、ディスプレイ２２０５を備える。なお、表示制御装置は、ディスプレイ
２２０５を構成要素とせず、外部の表示手段（不図示）に接続可能なインタフェースを有
するものであってもよい。
【０１０６】
　コントローラ２２０１やタッチパネル２２０２は、ユーザからの入力を受け付けるもの
であり、コントローラ２２０１やタッチパネル２２０２を介したユーザからの操作による
入力信号が判断部２２０３に送られる。なお、表示制御装置は、コントローラ２２０１と
タッチパネル２２０２の両方を備えるものでもよく、またどちらか一方のみを備えるもの
でもよい。判断部２２０３は、図２１ａ、図２１ｂに示すような入力されたユーザの指の
動きから適切な判断を行う。判断を行った判断結果が計算部２２０４に送信される。
【０１０７】
　計算部２２０４は、アイテム同士の物理法則、ばねモデルなどを使い、個々のアイテム
の位置や速度を計算（決定）し、計算結果をディスプレイ２２０５に表示させる。計算部
２２０４で計算された計算結果は判断部２２０３にも送られ、アイテムの動向、物理感を
再現するためにコントローラ２２０１に対して反発力を判断部２２０３によって生成させ
る。タッチパネル２２０２に対しても、振動するハプティックタッチパネルの場合、反発
力を表現するため、判断部２２０３はパネルを振動させる信号を適宜送る。ユーザは、そ
れを感じてディスプレイ２２０５を見ながら、より直感的にコントローラ２２０１でアイ
テムを操作できる。
【０１０８】
　本発明では、折り込まれるアイテムの数は１つに限定されない。図２３ａから図２３ｃ
に示すように、複数の折り込みを入れることも可能である。例えば、図２３ａに示すよう
に１つの折り込みがされており、さらに図２３ｂや図２３ｃで示すように、２つ目の折り
込みを続けて入れることも可能である。図２３ｂでは折り込まれたアイテムが２つある。
その場合でも、「通常領域」が２つあるだけで図１２に示す態様と変わらない。
【０１０９】
　図２３ｃは、折り込まれた２つのアイテム間に若干の距離がある場合である。この場合
、「近接領域」の間に「通常領域」が挟まれている。このような場合、例えば右側の「近
接領域」を始点として指を左にはねて、右の「近接領域」に重なっているアイテムを崩し
ても、左側の「近接領域」に重なっているアイテムは崩れないようにすることで、ユーザ
は１つ１つの独立した積み重なりの山を個別に崩すことができる。
【０１１０】
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　本発明では、折り込まれたアイテムに積み重なるアイテムの定義は、隣接するアイテム
間の距離が小さくなり近接して並ぶこととする。したがって、その表現、演出方法は、図
１１に示すようなアイテムリストの軸に沿ったものに限定されない。すなわち、折り込ま
れるアイテムは、図２４ａから図２４ｄに示すように、アイテムリストの奥（奥行き）に
向かった軸に沿って並ばせることも可能である。
【０１１１】
　図２４ａは、アイテムリストの奥に向かった軸に沿ってアイテムが折り込まれた様子を
示している。図２４ｂは、アイテムリストの奥に向かった軸に沿ってアイテムが積み重な
る様子を示している。図２４ｃは、アイテムリストの奥に向かった軸に沿って、折り込ま
れたアイテムの反対側からアイテムが積み重なる様子を示している。図２４ｄは、このよ
うな場合の「近接領域」、「通常領域」を示している。ユーザは、アイテムリストの奥に
向かった軸に沿って指をドラッグする必要がある。
【０１１２】
　本発明では、アイテムリストを１次元から２次元へ拡張することも可能である。その状
態を図２５ａから図２５ｇに示す。図２５ａは、ユーザが操作する前の２次元アイテムリ
ストを示している。図２５ｂは、ある任意の方向にアイテムが指によってドラッグされ、
折り込まれた状態を示している。アイテムリストが２次元であり、ドラッグされた方向が
斜めであったことから、縦、横の２つの列のアイテムの折り込み（折り込まれたアイテム
群）が生成される。図２５ｃと図２５ｄは、折り込まれたアイテム群の上に、さらにアイ
テムが積み重ねられていく様子を示している。この重なりによって、２次元アイテムリス
トでの「通常領域」と「近接領域」が定義される。
【０１１３】
　図２５ｅは、しばらく入力（ユーザによるドラッグなど）をしないで放置すると、積み
重なったアイテムがほどけて元の平坦な状態に戻る様子を示している。図２５ｆは、図２
５ｄの折り込まれたアイテム群の反対側にアイテムを積み重ねていく様子を示している。
図２５ｇは、入力しないで放置すると、積み重なったアイテムがほどけて元の平坦な状態
に戻る様子を示している。
【０１１４】
　本発明のアイテムリストにおけるアイテムの折り込みの操作は、通常のコントローラや
タッチパネルでの指の操作だけでなく、ハプティック機能を備えたコントローラやタッチ
パネルでも可能である。ハプティックとは、ユーザが加える力に対する反発力や反動力を
コントローラなどに加えることで、ユーザがコントローラを通して反発力や反動力を感じ
ることができるものである。本発明では、アイテムが折り込まれた際のアイテムリストが
持つ不均衡となった質感などを与えることができる。
【０１１５】
　ここでは２種類のコントローラを例に挙げ、１つのコントローラを図２６ａに示し、も
う１つのコントローラを図２６ｂに示す。図２６ａに示すコントローラは、ユーザが力を
加えることで図２６ｃに示すようにある角度θ傾けることができ、図２６ｂに示すコント
ローラは、図２６ｄに示すようなある移動距離ｄＸをドラッグすることができる。
【０１１６】
　図２７ａに示すようにアイテムリストが平坦、つまり、すべてのアイテムが通常の隣接
するアイテム間の距離を持っている場合では、図２６ａ、図２６ｂに示すそれぞれのコン
トローラは、移動分に対し左右に同一の反発力を持つ。一方、図２８ａに示すように、ア
イテムリストに折り込まれたアイテムがある場合、コントローラの移動分に応じて左右の
反発力の均衡が崩れる。直感に沿った反発力を説明すると、図２８ａにおいて、さらなる
アイテムを、折り込まれたアイテムの上に重ねていく操作をするには反発力がかかり、逆
に、積み重なったアイテムの山をほどいていくほうには反発力がかからない感覚をユーザ
に与える。
【０１１７】
　図２８ｂ、図２８ｃでは、正の移動距離の方向を、図２８ａのアイテムリストのアイテ
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＞０ほどアイテムを左にもっていき山積みに載せるので重い操作の負担が必要となる。
【０１１８】
　図２９ａ、図２９ｂでは、図７ａのａ～ｅで示した軟体領域を有するアイテムリストの
特定のアイテムに力を入れて折り込まれるという操作の中で、ドラッグしているアイテム
にかかった理論上の力をそのままコントローラに与えることにより、力を加えたからアイ
テムが折り込まれ、指定されたアイテムにすることができたとユーザに感じさせることが
できる。
【０１１９】
　図２９ａは、あるアイテムを右から左へとドラッグさせることでそのアイテムにかかる
力を増やそうとしている様子を示している。図２９ｂ、図２９ｃは、図２９ａの状況下で
のばねモデルなどの計算から算出されるドラッグしているアイテムに加わる力を、コント
ローラにθ若しくはｄＸの関数として与える様子を示している。アイテムリストのうねり
に反発する左側にドラッグさせようとすると、右勾配の反発力となって大きな反発力がユ
ーザには感じられる。
【産業上の利用可能性】
【０１２０】
　本発明に係る表示制御装置及び表示制御方法は、画面上の表示エリアをボタンの配置（
占有）で失うことなく「ブックマークする」「今の場所を記憶させる」のようなボタンを
押すなどの新しいボタンの使い方を覚えることなく、軟体的質感の軟体領域を有するアイ
テムリストの操作で「記憶」と「戻る」という操作を行うことができるため、ディスプレ
イ上に表示されるアイテムの表示を制御する表示制御装置及び表示制御方法などに有用で
ある。
【符号の説明】
【０１２１】
　１０　アイテムリスト
　１１　アイテム
　２０　ノード
　２１　エッジ
　１００　折り込みによって指定されたアイテム
　２２０１　コントローラ（受付手段）
　２２０２　タッチパネル（受付手段）
　２２０３　判断部（判断手段）
　２２０４　計算部（表示制御手段）
　２２０５　ディスプレイ



(27) JP 2011-192126 A 2011.9.29

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図２】

【図３ａ】

【図３ｂ】 【図３ｃ】



(28) JP 2011-192126 A 2011.9.29

【図４】

【図５ａ】

【図５ｂ】

【図５ｃ】

【図６ａ】

【図６ｂ】

【図７ａ】

【図７ｂ】

【図８ａ】



(29) JP 2011-192126 A 2011.9.29

【図８ｂ】

【図９ａ】

【図９ｂ】

【図９ｃ】

【図９ｄ】

【図９ｅ】

【図１０ａ】

【図１０ｂ】

【図１０ｃ】

【図１０ｄ】



(30) JP 2011-192126 A 2011.9.29

【図１０ｅ】

【図１０ｆ】

【図１１ａ】

【図１１ｂ】

【図１１ｃ】

【図１１ｄ】

【図１１ｅ】

【図１１ｆ】



(31) JP 2011-192126 A 2011.9.29

【図１１ｇ】

【図１１ｈ】

【図１２】

【図１３ａ】

【図１３ｂ】

【図１３ｃ】

【図１４ａ】

【図１４ｂ】

【図１４ｃ】



(32) JP 2011-192126 A 2011.9.29

【図１４ｄ】

【図１５ａ】

【図１５ｂ】

【図１５ｃ】

【図１５ｄ】

【図１６ａ】

【図１６ｂ】

【図１６ｃ】

【図１６ｄ】

【図１６ｅ】

【図１６ｆ】



(33) JP 2011-192126 A 2011.9.29

【図１６ｇ】

【図１６ｈ】

【図１７】

【図１８ａ】

【図１８ｂ】

【図１８ｃ】

【図１９ａ】

【図１９ｂ】

【図１９ｃ】



(34) JP 2011-192126 A 2011.9.29

【図１９ｄ】

【図２０ａ】

【図２０ｂ】

【図２０ｃ】

【図２０ｄ】

【図２１ａ】 【図２１ｂ】



(35) JP 2011-192126 A 2011.9.29

【図２２】

【図２３ａ】

【図２３ｂ】

【図２３ｃ】

【図２４ａ】

【図２４ｂ】

【図２４ｃ】

【図２４ｄ】

【図２５ａ】

【図２５ｂ】



(36) JP 2011-192126 A 2011.9.29

【図２５ｃ】

【図２５ｄ】

【図２５ｅ】

【図２５ｆ】 【図２５ｇ】

【図２６ａ】



(37) JP 2011-192126 A 2011.9.29

【図２６ｂ】 【図２６ｃ】

【図２６ｄ】

【図２７ａ】

【図２７ｂ】

【図２７ｃ】

【図２８ａ】



(38) JP 2011-192126 A 2011.9.29

【図２８ｂ】 【図２８ｃ】

【図２９ａ】

【図２９ｂ】 【図２９ｃ】



(39) JP 2011-192126 A 2011.9.29

【図３０】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

