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(57)【要約】
【課題】本発明は、例えば工場又は建設現場での作業で
は、騒音などによって、音を利用した検知又は音による
連絡が出来ない状況下又は作業する場所の照明又は日光
の状況が悪い状況下においても、電子文書を閲覧したり
又は記録したりする場合の操作性を向上し乃至は改善す
ることを目的とする。
【解決手段】本発明において、表示装置上に表示可能な
電子データ中に複数の振動部分が設定されており、本発
明に従う振動手段付装置は、振動順序が設定された振動
設定データを参照し、当該複数の振動部分を、当該デー
タ中の振動順序に従って順に振動するように制御するこ
とを特徴とする。
【選択図】　図８Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置上に表示可能な１又は複数の電子データ中に振動部分を設定する方法であって
、前記表示装置に接続された装置が、
　前記１又は複数の電子データを前記表示装置上に表示するステップと、
　前記表示装置上で前記１又は複数の電子データの第１の部分が指定されることに応じて
、前記指定された第１の部分を第１の振動部分として設定するステップであって、前記第
１の振動部分が移動可能な対象物によって指定されることに応じて第１の振動が生じる、
前記第１の振動部分を設定するステップと、
　前記表示装置上で前記１又は複数の電子データの第２の部分が指定されることに応じて
、前記指定された第２の部分を第２の振動部分として設定するステップであって、前記第
２の振動部分が移動可能な対象物によって指定されることに応じて第２の振動が生じる、
前記第２の振動部分を設定するステップと
　を実行することを含み、
　前記第１の振動及び前記第２の振動を生じさせる設定を格納したデータが、前記第１の
振動及び前記第２の振動が振動する振動順序を含む、前記方法。
【請求項２】
　前記第１の部分を第１の振動部分として設定するステップが、
　　前記第１の振動が生じることに応じて前記第１の振動部分に関連付けられた第１の情
報が前記表示装置上に表示されるように、前記第１の振動部分を前記第１の情報に関連付
けるステップ
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の部分を第１の振動部分として設定するステップが、
　　前記第１の振動部分に関連付けられた前記第１の情報が前記表示装置上に表示された
後に、前記第２の振動部分が前記移動可能な対象物によって指定されることに応じて前記
第２の振動が生じるように関連付けるステップ
　をさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２の部分を第２の振動部分として設定するステップが、
　　前記第２の振動が生じることに応じて前記第２の振動部分に関連付けられた第２の情
報が前記表示装置上に表示されるように、前記第２の振動部分を前記第２の情報に関連付
けるステップ
　をさらに含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の振動及び前記第２の振動が振動する振動順序が、前記第１の振動部分及び前
記第２の振動部分が指定された順序に従う、請求項１、２又は４に記載の方法。
【請求項６】
　前記振動順序が、ユーザによって変更可能である、請求項１～５のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項７】
　前記電子データが複数のページを含み、
　前記第１の振動部分が、前記複数のページ中の特定の１つのページ内の第１の部分であ
り、
　前記第２の振動部分が、前記特定の１つのページ内の前記第１の部分と異なる第２の部
分であり、
　前記設定を格納したデータが、前記第１の振動部分が前記移動可能な対象物によって指
定されることに応じて前記第１の振動を生じ、次に、前記第２の振動部分が前記移動可能
な対象物によって指定されることに応じて前記第２の振動を生じるように設定されている
、請求項１に記載の方法。
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【請求項８】
　前記電子データが複数のページを含み、
　前記第１の振動部分が、前記複数のページ中の第１のページ中の第１の部分であり、
　前記第２の振動部分が、前記複数のページ中の、前記第１のページと異なる第２のペー
ジ中の第２の部分であり、
　前記設定を格納したデータが、前記第１の振動部分が前記移動可能な対象物によって指
定されることに応じて前記第１の振動を生じ、次に、前記第２の振動部分が前記移動可能
な対象物によって指定されることに応じて前記第２の振動を生じるように設定されている
、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記電子データが複数のページを含み、
　前記第１の振動部分が前記複数のページ中の特定の１つのページであり、
　前記第２の振動部分が前記特定の１つのページ内の特定の部分であり、
　前記設定を格納したデータが、前記第１の振動部分が前記移動可能な対象物によって指
定されることに応じて前記第１の振動を生じ、次に、前記第２の振動部分が前記移動可能
な対象物によって指定されることに応じて前記第２の振動を生じるように設定されている
、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記装置が、
　前記第１の振動又は前記第２の振動の振動属性を設定するユーザ・インタフェースを提
供するステップをさらに実行することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　振動手段を備えている表示装置に接続された装置において、前記表示装置上に表示可能
な１又は複数の電子データ中の所定の部分が移動可能な対象物によって指定されることに
応じて振動を生じさせる方法であって、
　複数の振動部分が設定された前記１又は複数の電子データを前記表示装置上に表示する
ステップと、
　前記表示装置上で前記１又は複数の電子データ中の第１の振動部分が前記移動可能な対
象物によって指定されることに応じて、第１の振動を生じるステップと、
　前記表示装置上で前記１又は複数の電子データ中の第２の振動部分が前記移動可能な対
象物によって指定されることに応じて、第２の振動を生じるステップと
　を含み、前記１又は複数の電子データは、前記第１の振動及び前記第２の振動を生じさ
せる設定を格納したデータに関連付けられており、前記設定を格納したデータは、前記第
１の振動及び前記第２の振動が振動する振動順序を含む、前記方法。
【請求項１２】
　前記第１の振動が生じることに応じて、前記第１の振動部分に関連付けられた第１の情
報を前記表示装置上に表示するステップをさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の振動が生じることに応じて、前記第１の振動部分に関連付けられた第１の情
報を前記表示装置上に表示するステップをさらに含み、
　前記第１の振動部分に関連付けられた前記第１の情報が前記表示装置上に表示された後
に、前記第２の振動部分が前記移動可能な対象物によって指定されることに応じて前記第
２の振動を生じるステップが実行される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第２の振動が生じることに応じて、前記第２の振動部分に関連付けられた第２の情
報を前記表示装置上に表示するステップをさらに含む、請求項１１～１３のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１の振動及び前記第２の振動が振動する振動順序が、前記第１の振動部分及び前
記第２の振動部分が指定された順序に従う、請求項１１、１２又は１４に記載の方法。
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【請求項１６】
　前記電子データが複数のページを含み、
　前記第１の振動部分が、前記複数のページ中の特定の１つのページ内の第１の部分であ
り、
　前記第２の振動部分が、前記特定の１つのページ内の前記第１の部分と異なる第２の部
分であり、
　前記方法が、前記表示装置上で前記第１の振動部分を含むページが前記移動可能な対象
物によって指定されることに応じて第３の振動を生じるステップをさらに含み、
　前記第３の振動、前記第１の振動、そして前記第２の振動の順に振動が生じる、請求項
１１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記電子データが複数のページを含み、
　前記第１の振動部分が、前記複数のページ中の第１のページ中の第１の部分であり、
　前記第２の振動部分が、前記複数のページ中の、前記第１のページと異なる第２のペー
ジ中の第２の部分であり、
　前記方法が、前記表示装置上で前記第１の振動部分を含むページが前記移動可能な対象
物によって指定されることに応じて第３の振動を生じるステップと、前記表示装置上で前
記第２の振動部分を含むページが前記移動可能な対象物によって指定されることに応じて
第４の振動を生じるステップとをさらに含み、
　前記第３の振動、前記第１の振動、前記第４の振動、そして前記第２の振動の順に振動
が生じる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記電子データが複数のページを含み、
　前記第１の振動部分が前記複数のページ中の特定の１つのページであり、
　前記第２の振動部分が前記特定の１つのページ中の特定の部分であり、
　前記第１の振動、そして前記第２の振動の順に振動が生じる、請求項１１に記載の方法
。
【請求項１９】
　振動手段を備えている表示装置上に表示可能な１又は複数の電子データ中の所定の部分
が移動可能な対象物によって指定されることに応じて振動を生じさせるためのコンピュー
タ・プログラムであって、前記表示装置に接続された装置に、請求項１１～１８のいずれ
か一項に記載の方法の各ステップを実行させる、前記コンピュータ・プログラム。
【請求項２０】
　１又は複数の電子データ中の所定の部分が移動可能な対象物によって指定されることに
応じて振動を生じさせるための装置であって、
　前記１又は複数の電子データを表示する表示装置と、
　前記表示装置に振動を与える振動手段と、
　ＣＰＵと、
　前記ＣＰＵに接続されたメモリと
　を備えており、前記１又は複数の電子データは、前記第１の振動及び前記第２の振動を
生じさせる設定を格納したデータに関連付けられており、前記設定を格納したデータは、
前記第１の振動及び前記第２の振動が振動する振動順序を含み、前記装置が、請求項１９
に記載されたコンピュータ・プログラムを前記メモリに読み込み、前記振動手段に、前記
振動順序に従って、前記表示装置上で前記１又は複数の電子データ中の第１の振動部分が
前記移動可能な対象物によって指定されることに応じて、第１の振動を、及び、前記表示
装置上で前記１又は複数の電子データ中の第２の振動部分が前記移動可能な対象物によっ
て指定されることに応じて、第２の振動を生じさせる、前記装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、一般的には、タッチパネルを有する表示装置上に１又は複数の電子データを
表示する技法に関する。より詳細には、本発明は、タッチパネルを有する表示装置上に表
示可能な１又は複数の電子データ中に振動部分を設定する方法、並びに、その装置、コン
ピュータ・プログラム及びコンピュータ・プログラム製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォン、携帯電話、電子書籍端末、パーソナル・デジタル・アシスタン
ト（Personal Digital Assistant、ＰＤＡ）、ハンドヘルドコンピュータ、タブレット端
末、ネットブック、タブレット・パソコン、ネットブック及びモバイルノートパソコンに
代表される情報処理携帯端末が急速に普及してきている。また、上記情報処理携帯端末の
一部はタッチパネル機能を備えたディスプレイを有しており、当該タッチパネル機能によ
って操作性の向上が図られている。上記タッチパネル機能は、そのディスプレイ内に圧力
センサ、近接センサ、又はそれらの組み合わせを備えることにより達成されている。
【０００３】
　また、上記情報処理携帯端末は携帯可能であることから、営業活動、販売活動、販売促
進活動、建築現場、工事現場、製造現場及び医療現場などのあらゆる分野において多用さ
れている。
【０００４】
　企業活動において文書のデジタル化が進み、タッチパネルを備えた上記情報処理携帯端
末を使用して、情報を閲覧する機会が多くなってきている。
【０００５】
　上記情報処理携帯端末を使用し、たとえば、建築現場又は工事現場などにおいて機器等
の設計図又は機器等の例えばマニュアル、手順書、説明図又は作業記録を閲覧又は記録し
たり、営業活動、販売活動又は販売促進活動などにおいて商品パンフレット、販売マニュ
アル又は販売促進マニュアルを閲覧又は記録したり、製造現場などにおいて製造工程を示
す工程図又は製造指示マニュアルなどを閲覧又は記録したり、医療現場などにおいて診断
画像、機器のマニュアル、薬剤情報、病態情報、医療記録又は看護記録などを閲覧したり
又は記録したりする機会が増えてきている。
【０００６】
　下記特許文献１は携帯型電子機器を記載し、当該携帯型電子機器は、操作入力を受付け
る操作部と、携帯型電子機器の把持部に振動を与える振動発生器と、操作部に対する操作
入力が受付けられたことを検知した場合に、前記振動発生器から振動を発生させる振動制
御手段とを具備する（請求項１）。また、当該携帯型電子機器は、操作入力が受け付けら
れたことを操作部を振動させて操作者に報知する（段落００１０）。また、特許文献１の
第１２実施態様は、複数の振動発生器を有し、タッチパネル上におけるタッチ位置に基づ
いて駆動する振動発生器を切り替える電子機器を記載する（段落０２４３～段落０２５２
）。
【０００７】
　下記特許文献２は情報処理装置を記載し、当該情報処理装置は、タッチパネルへのタッ
チ位置を検出する検出手段によって検出されたタッチ位置に応じて、タッチパネルの端部
に設けられた第１の振動素子に第１の駆動信号を供給し、タッチパネルの端部に設けられ
た第２の振動素子に第２の駆動信号を供給することによって、タッチ位置を振動させる制
御部を具備する（請求項１）。
【０００８】
　下記特許文献３は振動付与機能付きタッチパネル入力装置を記載し、当該タッチパネル
入力装置は、スピーカーモードの設定中に、タッチパネルに対する操作行為を検出する操
作検出部により上記タッチパネルに対する操作行為が検出されたときに、タッチパネルへ
の操作者の接触が検出されたときに、上記操作入力モードに切り替える（請求項１）。
【０００９】
　下記特許文献４は、表示パネルの表示面に指示手段のタッチ位置を検出するタッチパネ
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ルが設けられ、該表示面に表示されるタッチ操作部材をタッチして操作できるようにした
タッチパネルを備えた表示装置を記載し（請求項１）、当該表示装置は、操作ボタンなど
のタッチ操作部材をユーザが所望とする位置に任意に移動させることができ、かつタッチ
操作部材に予め設定された機能を実行できるタッチパネルを備えている（段落０００８）
。
【００１０】
　下記特許文献５は表示式入力装置を記載し、当該表示式入力装置は、複数のスクロール
エリアのうちの何れかのスクロールエリアに対応する場所への接触がタッチ位置検出部に
よって検出された場合に、接触された場所に対応するスクロールエリアに応じて、複数の
項目をスクロール可能に表示するスクロール部に表示される複数の項目をスクロールさせ
る方向及び速度を特定し，接触された場所に対応するスクロールエリアに応じて、前記振
動部の振動の仕方を異ならせるように振動制御を行う制御部を備えている（請求項１）。
【００１１】
　下記特許文献６は情報入力装置を記載し、当該情報入力装置は、ユーザがタッチパネル
に触れた位置を検出する位置検出手段により検出された位置にキーが割当てられているか
否かを判別する判別手段によりキーが割当てられていると判別された場合に、前記キーに
対応した振動パターンで前記タッチパネルを振動させる振動手段を備える（請求項1）。
【００１２】
　下記特許文献７は、タッチパネルの平面内の別々の位置で同時に生じる複数の接触を検
出することにより、該複数の接触と関連する処理を行うための信号を出力可能なタッチパ
ネル装置を記載し，当該タッチパネル装置は、タッチパネルに対する接触が検出されたと
き、該接触を確認させるために該タッチパネルを振動させる振動手段を備え、該振動手段
は、前記タッチパネルに対する接触が継続中に該タッチパネルに対する別の接触が検出さ
れたとき、前記継続中の接触が検出されたときに前記タッチパネルに付与した振動とは異
なる振動を該タッチパネルに付与して振動させる機能を有している（請求項７）。
【００１３】
　下記特許文献８は、タッチパネル、該タッチパネルを振動させる振動手段、該振動手段
の動作を制御する制御手段を有する入力装置を備えた情報処理装置を記載し、前記制御手
段は、捜査隊の接触により入力信号が発生した時に初期設定値から増加させる方向に設定
値を変化させてタッチパネルの振幅を制御し、接触の解離により入力信号が無くなった時
の設定値を保存する初期制御動作を行い、同一操作者によって繰り返される操作の際に、
前記初期制御動作で保存した前記設定値を持続的に用いて振動手段の動作を制御する手段
であることを特徴とする（請求項１）。
【００１４】
　下記特許文献９は、柔軟性を有する表面の下に多数の圧力センサーを備え、表面の変形
および圧力分布を測定するマルチタッチスクリーンあるいはマルチタッチパッドを記載す
る（要約、請求項１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開２００２－１４９３１２号公報
【特許文献２】特開２００７－１１７８５号公報
【特許文献３】特開２００６－４０００５号公報
【特許文献４】特開２００５－１９６８１０号公報
【特許文献５】特開２００６－１６３４６０号公報
【特許文献６】特開２００６－２２１５６８号公報
【特許文献７】特開２０１０－５５２８２号公報
【特許文献８】特開２０１０－２８２３４６号公報
【特許文献９】特表２０１１－５０１３０７号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　例えばタッチパネルを備えたパーソナル・コンピュータ又は携帯情報端末においては、
移動可能な対象物（例えば操作指又はスタイラスペン）によるタッチ操作がタッチパネル
に対して行われる。このような状況下において、電子文書を閲覧する場合に、当該電子文
書の内容が見づらく、当該電子文書中のどの部分を参照すればよいのかわからない場合が
ある。
【００１７】
　また、タッチパネルを備えたパーソナル・コンピュータ又は携帯情報端末を使用する場
合において、例えば手順書又はマニュアルに従って設計書又は機器画像の操作部分を参照
する場合に、どの部分を指しているか、どの順番で操作するのかが直感的にわかりづらい
。
【００１８】
　また、タッチパネルを備えたパーソナル・コンピュータ又は携帯情報端末を使用する場
合において、例えば工場又は建設現場での作業では、騒音などによって、音を利用した検
知又は音による連絡が出来ない場合がある。
【００１９】
　また、タッチパネルを備えたパーソナル・コンピュータ又は携帯情報端末を使用する場
合において、作業する場所の照明又は日光の状況によっては、表示装置上の手順書又はマ
ニュアルが色分けして表示されていてもその内容が見づらい場合がある。
【００２０】
　また、タッチパネルを備えたパーソナル・コンピュータ又は携帯情報端末を使用する場
合において、作業員が色付きのゴーグルを着用している場合があり、そのような状況下に
おいては、ゴーグルの着用によって表示装置上での色の判別、例えば色分けされた手順書
又はマニュアルの区別がしづらい場合がある。
【００２１】
　そこで、本発明は、上記タッチパネルを備えたパーソナル・コンピュータ若しくは携帯
情報端末、さらには移動可能な対象物の画面に対する垂直方向の動きを感知することが可
能なディスプレイを備えたパーソナル・コンピュータ若しくは携帯情報端末において、上
記状況下においても電子文書を閲覧したり又は記録したりする場合の操作性を向上し乃至
は改善することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明は、上記目的を達成するために、１又は複数の電子データ中に複数の振動部分が
設定されており、本発明に従う装置は、振動順序が設定されたデータを参照し、当該複数
の振動部分を、当該データ中の振動順序に従って順に振動するように制御することを特徴
とする。
【００２３】
　第１に、本発明は、表示装置上に表示可能な１又は複数の電子データ中に振動部分を設
定する方法（以下、設定方法ともいう）を提供する。当該設定方法は、上記表示装置に接
続された装置が下記ステップを実行することを含む。当該設定方法は、
　上記１又は複数の電子データを上記表示装置上に表示するステップと、
　上記表示装置上で上記１又は複数の電子データの第１の部分が指定されることに応じて
、上記指定された第１の部分を第１の振動部分として設定するステップであって、上記第
１の振動部分が移動可能な対象物によって指定されることに応じて第１の振動が生じる、
上記第１の振動部分を設定するステップと、
　上記表示装置上で上記１又は複数の電子データの第２の部分が指定されることに応じて
、上記指定された第２の部分を第２の振動部分として設定するステップであって、上記第
２の振動部分が移動可能な対象物によって指定されることに応じて第２の振動が生じる、
上記第２の振動部分を設定するステップと
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　を含み、上記第１の振動及び上記第２の振動を生じさせる設定を格納したデータが、上
記第１の振動及び上記第２の振動が振動する振動順序を含むことを特徴とする。
【００２４】
　本発明に従う上記設定方法の１つの実施態様において、上記第１の部分を第１の振動部
分として設定するステップが、上記第１の振動が生じることに応じて上記第１の振動部分
に関連付けられた第１の情報が上記表示装置上に表示されるように、上記第１の振動部分
を上記第１の情報に関連付けるステップをさらに含みうる。
【００２５】
　本発明に従う上記設定方法の１つの実施態様において、上記第１の部分を第１の振動部
分として設定するステップが、上記第１の振動部分に関連付けられた上記第１の情報が上
記表示装置上に表示された後に、上記第２の振動部分が上記移動可能な対象物によって指
定されることに応じて上記第２の振動が生じるように関連付けるステップをさらに含みう
る。
【００２６】
　本発明に従う上記設定方法の１つの実施態様において、上記第２の部分を第２の振動部
分として設定するステップが、上記第２の振動が生じることに応じて上記第２の振動部分
に関連付けられた第２の情報が上記表示装置上に表示されるように、上記第２の振動部分
を上記第２の情報に関連付けるステップをさらに含みうる。
【００２７】
　本発明に従う上記設定方法の１つの実施態様において、上記第１の振動及び上記第２の
振動が振動する振動順序が、上記第１の振動部分及び上記第２の振動部分が指定された順
序に従いうる。
【００２８】
　本発明に従う上記設定方法の１つの実施態様において、上記振動順序が、ユーザによっ
て変更可能でありうる。また、本発明に従う上記設定方法の１つの実施態様において、当
該設定方法は、上記振動順序を変更するためのユーザ・インタフェースを提供するステッ
プをさらに含みうる。また、本発明に従う上記設定方法の１つの実施態様において、当該
設定方法が、上記振動順序を変更することをユーザが可能にするためのグラフィカル・ユ
ーザ・インターフェースを提供するステップをさらに含みうる。
【００２９】
　本発明に従う上記設定方法の１つの実施態様において、上記電子データが複数のページ
を含み、上記第１の振動部分が、上記複数のページ中の特定の１つのページ内の第１の部
分であり、上記第２の振動部分が、上記特定の１つのページ内の上記第１の部分と異なる
第２の部分であり、上記設定を格納したデータが、上記第１の振動部分が上記移動可能な
対象物によって指定されることに応じて上記第１の振動を生じ、次に、上記第２の振動部
分が上記移動可能な対象物によって指定されることに応じて上記第２の振動を生じるよう
に設定されうる。
【００３０】
　本発明に従う上記設定方法の１つの実施態様において、上記電子データが複数のページ
を含み、上記第１の振動部分が、上記複数のページ中の第１のページ中の第１の部分であ
り、上記第２の振動部分が、上記複数のページ中の、上記第１のページと異なる第２のペ
ージ中の第２の部分であり、上記設定を格納したデータが、上記第１の振動部分が上記移
動可能な対象物によって指定されることに応じて上記第１の振動を生じ、次に、上記第２
の振動部分が上記移動可能な対象物によって指定されることに応じて上記第２の振動を生
じるように設定されうる。
【００３１】
　本発明に従う上記設定方法の１つの実施態様において、上記電子データが複数のページ
を含み、上記第１の振動部分が上記複数のページ中の特定の１つのページであり、上記第
２の振動部分が上記特定の１つのページ内の特定の部分であり、上記設定を格納したデー
タが、上記第１の振動部分が上記移動可能な対象物によって指定されることに応じて上記
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第１の振動を生じ、次に、上記第２の振動部分が上記移動可能な対象物によって指定され
ることに応じて上記第２の振動を生じるように設定されうる。
【００３２】
　本発明に従う上記設定方法の１つの実施態様において、当該設定方法は、上記第１の振
動又は上記第２の振動の振動属性を可能にするためのユーザ・インタフェースを提供する
ステップをさらに含みうる。また、本発明に従う上記設定方法の１つの実施態様において
、当該設定方法は、上記第１の振動又は上記第２の振動の振動属性をユーザが設定するこ
とを可能にするためのグラフィカル・ユーザ・インターフェースを提供するステップをさ
らに含みうる。
【００３３】
　第２に、本発明は、振動手段を備えている表示装置に接続された装置において、上記表
示装置上に表示可能な１又は複数の電子データ中の所定の部分が移動可能な対象物によっ
て指定されることに応じて振動を生じさせる方法（以下、振動方法ともいう）を提供する
。当該振動方法は、上記表示装置に接続された装置が下記ステップを実行することを含む
。当該振動方法は、
　複数の振動部分が設定された上記１又は複数の電子データを上記表示装置上に表示する
ステップと、
　上記表示装置上で上記１又は複数の電子データ中の第１の振動部分が上記移動可能な対
象物によって指定されることに応じて、第１の振動を生じるステップと、
　上記表示装置上で上記１又は複数の電子データ中の第２の振動部分が上記移動可能な対
象物によって指定されることに応じて、第２の振動を生じるステップと
　を含み、上記１又は複数の電子データは、上記第１の振動及び上記第２の振動を生じさ
せる設定を格納したデータに関連付けられており、上記設定を格納したデータは、上記第
１の振動及び上記第２の振動が振動する振動順序を含むことを特徴とする。
【００３４】
　本発明に従う上記振動方法の１つの実施態様において、当該振動方法は、上記第１の振
動が生じることに応じて、上記第１の振動部分に関連付けられた第１の情報を上記表示装
置上に表示するステップをさらに含みうる。
【００３５】
　本発明に従う上記振動方法の１つの実施態様において、当該振動方法は、上記第１の振
動が生じることに応じて、上記第１の振動部分に関連付けられた第１の情報を上記表示装
置上に表示するステップをさらに含み、そして、上記第１の振動部分に関連付けられた上
記第１の情報が上記表示装置上に表示された後に、上記第２の振動部分が上記移動可能な
対象物によって指定されることに応じて上記第２の振動を生じるステップが実行されうる
。
【００３６】
　本発明に従う上記振動方法の１つの実施態様において、当該振動方法は、上記第２の振
動が生じることに応じて、上記第２の振動部分に関連付けられた第２の情報を上記表示装
置上に表示するステップをさらに含みうる。
【００３７】
　本発明に従う上記振動方法の１つの実施態様において、上記第１の振動及び上記第２の
振動が振動する振動順序が、上記第１の振動部分及び上記第２の振動部分が指定された順
序に従いうる。
【００３８】
　本発明に従う上記振動方法の１つの実施態様において、上記電子データが複数のページ
を含み、上記第１の振動部分が上記複数のページ中の特定の１つのページ内の第１の部分
であり、上記第２の振動部分が上記特定の１つのページ内の上記第１の部分と異なる第２
の部分であり、当該振動方法が、上記表示装置上で上記第１の振動部分を含むページが上
記移動可能な対象物によって指定されることに応じて第３の振動を生じるステップをさら
に含み、そして、上記第３の振動、上記第１の振動、そして上記第２の振動の順に振動が
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生じうる。
【００３９】
　本発明に従う上記振動方法の１つの実施態様において、上記電子データが複数のページ
を含み、上記第１の振動部分が上記複数のページ中の第１のページ中の第１の部分であり
、上記第２の振動部分が、上記複数のページ中の、上記第１のページと異なる第２のペー
ジ中の第２の部分であり、当該振動方法が、上記表示装置上で上記第１の振動部分を含む
ページが上記移動可能な対象物によって指定されることに応じて第３の振動を生じるステ
ップと、上記表示装置上で上記第２の振動部分を含むページが上記移動可能な対象物によ
って指定されることに応じて第４の振動を生じるステップとをさらに含み、そして、上記
第３の振動、上記第１の振動、上記第４の振動、そして上記第２の振動の順に振動が生じ
うる。
【００４０】
　本発明に従う上記振動方法の１つの実施態様において、上記電子データが複数のページ
を含み、上記第１の振動部分が上記複数のページ中の特定の１つのページであり、上記第
２の振動部分が上記特定の１つのページ中の特定の部分であり、上記第１の振動、そして
上記第２の振動の順に振動が生じうる。
【００４１】
　本発明に従う上記振動方法の１つの実施態様において、上記電子データ中の第１の振動
部分及び上記第２の振動部分それぞれが上記移動可能な対象物による指定が、画面上に接
する上記移動可能な対象物により与えられる圧力を検出可能な圧力センサ（以下、圧力セ
ンサともいう）、又は、画面上に近接した上記移動可能な対象物の画面に対する垂直方向
における移動距離を検出可能なセンサ（以下、移動距離を検出可能なセンサともいう）に
よって検出されうる。
【００４２】
　第３に、本発明は、１又は複数の電子データ中に振動部分を設定する装置（以下、設定
装置ともいう）を提供する。当該設定装置は、
　上記１又は複数の電子データを表示可能な表示装置と、
　上記表示装置上で上記１又は複数の電子データの第１の部分が指定されることに応じて
、上記指定された第１の部分を第１の振動部分として設定し、且つ、上記表示装置上で上
記１又は複数の電子データの第２の部分が指定されることに応じて、上記指定された第２
の部分を第２の振動部分として設定する設定手段であって、上記第１の振動部分が移動可
能な対象物によって指定されることに応じて第１の振動が生じ、上記第２の振動部分が移
動可能な対象物によって指定されることに応じて第２の振動が生じる、上記設定手段と、
　上記上記第１の振動及び上記第２の振動を生じさせる設定を格納したデータを記憶する
記憶手段と
　を備えており、
　上記データが、上記第１の振動及び上記第２の振動が振動する振動順序を含むことを特
徴とする。
【００４３】
　本発明に従う上記設定装置の１つの実施態様において、上記設定手段が、上記第１の振
動が生じることに応じて上記第１の振動部分に関連付けられた第１の情報が上記表示装置
上に表示されるように、上記第１の振動部分を上記第１の情報に関連付けうる。
【００４４】
　本発明に従う上記設定装置の１つの実施態様において、上記設定手段が、上記第１の振
動部分に関連付けられた上記第１の情報が上記表示装置上に表示された後に、上記第２の
振動部分が上記移動可能な対象物によって指定されることに応じて上記第２の振動が生じ
るように関連付けうる。
【００４５】
　本発明に従う上記設定装置の１つの実施態様において、上記設定手段が、上記第２の振
動が生じることに応じて上記第２の振動部分に関連付けられた第２の情報が上記表示装置
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上に表示されるように、上記第２の振動部分を上記第２の情報に関連付けうる。
【００４６】
　本発明に従う上記設定装置の１つの実施態様において、上記第１の振動及び上記第２の
振動が振動する振動順序が、上記第１の振動部分及び上記第２の振動部分が指定された順
序に従いうる。
【００４７】
　本発明に従う上記設定装置の１つの実施態様において、上記振動順序が、ユーザによっ
て変更可能である。本発明に従う上記設定装置の１つの実施態様において、上記設定手段
が、上記振動順序を変更するためのユーザ・インタフェースを提供しうる。また、本発明
に従う上記設定装置の１つの実施態様において、上記設定手段が、上記振動順序を変更す
ることをユーザが可能にするためのグラフィカル・ユーザ・インターフェースを提供しう
る。
【００４８】
　本発明に従う上記設定装置の１つの実施態様において、上記電子データが複数のページ
を含み、上記第１の振動部分が上記複数のページ中の特定の１つのページ内の第１の部分
であり、上記第２の振動部分が上記特定の１つのページ内の上記第１の部分と異なる第２
の部分であり、上記設定手段が、上記第１の振動部分が上記移動可能な対象物によって指
定されることに応じて上記第１の振動を生じ、次に、上記第２の振動部分が上記移動可能
な対象物によって指定されることに応じて上記第２の振動を生じるように上記設定を格納
したデータを設定しうる。
【００４９】
　本発明に従う上記設定装置の１つの実施態様において、上記電子データが複数のページ
を含み、上記第１の振動部分が上記複数のページ中の第１のページ中の第１の部分であり
、上記第２の振動部分が上記複数のページ中の、上記第１のページと異なる第２のページ
中の第２の部分であり、上記設定手段が、上記第１の振動部分が上記移動可能な対象物に
よって指定されることに応じて上記第１の振動を生じ、次に、上記第２の振動部分が上記
移動可能な対象物によって指定されることに応じて上記第２の振動を生じるように上記設
定を格納したデータを設定しうる。
【００５０】
　本発明に従う上記設定装置の１つの実施態様において、上記電子データが複数のページ
を含み、上記第１の振動部分が上記複数のページ中の特定の１つのページであり、上記第
２の振動部分が上記特定の１つのページ内の特定の部分であり、上記設定手段が、上記第
１の振動部分が上記移動可能な対象物によって指定されることに応じて上記第１の振動を
生じ、次に、上記第２の振動部分が上記移動可能な対象物によって指定されることに応じ
て上記第２の振動を生じるように上記設定を格納したデータを設定しうる。
【００５１】
　本発明に従う上記設定装置の１つの実施態様において、上記第１の振動又は上記第２の
振動の振動属性をユーザによって設定することが可能である。本発明に従う上記設定装置
の１つの実施態様において、上記設定手段が、上記第１の振動又は上記第２の振動の振動
属性を設定するためのユーザ・インタフェースを提供しうる。また、本発明に従う上記設
定装置の１つの実施態様において、上記設定手段が、上記第１の振動又は上記第２の振動
の振動属性を上記ユーザが設定することを可能にするためのグラフィカル・ユーザ・イン
ターフェースを提供しうる。
【００５２】
　第４に、本発明は、１又は複数の電子データ中の所定の部分が移動可能な対象物によっ
て指定されることに応じて振動を生じさせるための装置（以下、第１の振動手段付装置と
もいう）を提供する。当該第１の振動手段付装置は、
　上記１又は複数の電子データを表示する表示装置と、
　上記表示装置に振動を与える振動手段と、
　ＣＰＵと、
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　上記ＣＰＵに接続されたメモリと
　を備えており、上記１又は複数の電子データは、上記第１の振動及び上記第２の振動を
生じさせる設定を格納したデータに関連付けられており、上記設定を格納したデータは、
上記第１の振動及び上記第２の振動が振動する振動順序を含み、上記第１の振動手段が、
本発明に従うコンピュータ・プログラムを上記メモリに読み込み、上記振動手段に、上記
振動順序に従って、上記表示装置上で上記１又は複数の電子データ中の第１の振動部分が
上記移動可能な対象物によって指定されることに応じて、上記第１の振動を生じさせ、及
び、上記表示装置上で上記１又は複数の電子データ中の第２の振動部分が上記移動可能な
対象物によって指定されることに応じて、上記第２の振動を生じさせる。
【００５３】
　第５に、本発明は、１又は複数の電子データ中の所定の部分が移動可能な対象物によっ
て指定されることに応じて振動を生じさせるための装置（以下、第２の振動手段付装置と
もいう）を提供する。当該、第２の振動手段付装置は、
　上記１又は複数の電子データを表示可能な表示装置と、
　上記移動可能な対象物によって指定されることを検出する検出手段と、
　上記移動可能な対象物によって指定されることに応じて上記表示装置に振動を与える振
動手段と
　を備えており、上記１又は複数の電子データは、上記第１の振動及び上記第２の振動を
生じさせる設定を格納したデータに関連付けられており、上記設定を格納したデータは、
上記第１の振動及び上記第２の振動が振動する振動順序を含み、
　上記振動手段は、上記振動順序に従って、上記表示装置上で上記１又は複数の電子デー
タ中の第１の振動部分が上記移動可能な対象物によって指定されることに応じて、上記第
１の振動を生じさせ、且つ、上記表示装置上で上記１又は複数の電子データ中の第２の振
動部分が上記移動可能な対象物によって指定されることに応じて、上記第２の振動を生じ
させることを特徴とする。
【００５４】
　本発明に従う上記第１の振動手段付装置及び第２の振動手段付装置の１つの実施態様に
おいて、上記表示装置は、上記第１の振動が生じることに応じて、上記第１の振動部分に
関連付けられた第１の情報を上記表示装置上に表示しうる。
【００５５】
　本発明に従う上記第１の振動手段付装置及び第２の振動手段付装置の１つの実施態様に
おいて、上記表示装置は、上記第１の振動が生じることに応じて、上記第１の振動部分に
関連付けられた第１の情報を上記表示装置上に表示し、そして、上記振動手段は、上記第
１の振動部分に関連付けられた上記第１の情報が上記表示装置上に表示された後に、上記
第２の振動部分が上記移動可能な対象物によって指定されることに応じて上記第２の振動
を生じうる。
【００５６】
　本発明に従う上記第１の振動手段付装置及び第２の振動手段付装置の１つの実施態様に
おいて、上記表示装置は、上記第２の振動が生じることに応じて、上記第２の振動部分に
関連付けられた第２の情報を上記表示装置上に表示しうる。
【００５７】
　本発明に従う上記第１の振動手段付装置及び第２の振動手段付装置の１つの実施態様に
おいて、上記第１の振動及び上記第２の振動が振動する振動順序が、上記第１の振動部分
及び上記第２の振動部分が指定された順序に従いうる。
【００５８】
　本発明に従う上記第１の振動手段付装置及び第２の振動手段付装置の１つの実施態様に
おいて、上記電子データが複数のページを含み、上記第１の振動部分が上記複数のページ
中の特定の１つのページ内の第１の部分であり、上記第２の振動部分が上記特定の１つの
ページ内の上記第１の部分と異なる第２の部分であり、そして、上記振動手段が、上記表
示装置上で上記第１の振動部分を含むページが上記移動可能な対象物によって指定される
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ことに応じて第３の振動を生じ、そして、上記第３の振動、上記第１の振動、そして上記
第２の振動の順に振動が生じうる。
【００５９】
　本発明に従う上記第１の振動手段付装置及び第２の振動手段付装置の１つの実施態様に
おいて、上記電子データが複数のページを含み、上記第１の振動部分が上記複数のページ
中の第１のページ中の第１の部分であり、上記第２の振動部分が、上記複数のページ中の
、上記第１のページと異なる第２のページ中の第２の部分であり、そして、上記振動手段
が、上記表示装置上で上記第１の振動部分を含むページが上記移動可能な対象物によって
指定されることに応じて第３の振動を生じ、上記表示装置上で上記第２の振動部分を含む
ページが上記移動可能な対象物によって指定されることに応じて第４の振動を生じ、そし
て、上記第３の振動、上記第１の振動、上記第４の振動、そして上記第２の振動の順に振
動が生じうる。
【００６０】
　本発明に従う上記第１の振動手段付装置及び第２の振動手段付装置の１つの実施態様に
おいて、上記電子データが複数のページを含み、上記第１の振動部分が上記複数のページ
中の特定の１つのページであり、上記第２の振動部分が上記特定の１つのページ中の特定
の部分であり、上記第１の振動、そして上記第２の振動の順に振動が生じうる。
【００６１】
　本発明に従う上記第１の振動手段付装置の１つの実施態様において、当該第１の装置は
、上記移動可能な対象物によって指定されることを検出する検出手段をさらに備えうる。
上記検出手段は、画面上に接する上記移動可能な対象物により与えられる圧力を検出可能
な圧力センサ（以下、圧力センサともいう）、又は、画面上に近接した上記移動可能な対
象物の画面に対する垂直方向における移動距離を検出可能なセンサ（以下、移動距離を検
出可能なセンサともいう）でありうる。また、本発明に従う上記第２の振動手段付装置の
１つの実施態様において、上記検出手段は、上記圧力センサ又は、上記移動距離を検出可
能なセンサでありうる。
【００６２】
　第６に、本発明は、表示装置上に表示可能な１又は複数の電子データ中に振動部分を設
定するコンピュータ・プログラムを提供する。当該コンピュータ・プログラムは、上記設
定装置に、上記設定方法のいずれか一つに記載の各ステップを実行させる。
【００６３】
　第７に、本発明は、振動手段を備えている表示装置に接続された上記第１の振動手段付
装置又は上記第２の振動手段付装置において、上記表示装置上に表示可能な１又は複数の
電子データ中の所定の部分が移動可能な対象物によって指定されることに応じて振動を生
じさせるためのコンピュータ・プログラムを提供する。当該コンピュータ・プログラムは
、上記第１の振動手段付装置又は上記第２の振動手段付装置に、上記振動方法のいずれか
一つに記載の各ステップを実行させる。
【００６４】
　また、本発明は、そのようなコンピュータ・プログラム自体のみならず、コンピュータ
・プログラムを記録した記録媒体もその範囲に含むものである。本発明の機能を実行する
ためのコンピュータ・プログラムは、フレキシブル・ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、Ｄ
ＶＤ、ハードディスク装置、ＵＳＢメモリ、ＲＯＭ、ＭＲＡＭ、ＲＡＭ等の任意のコンピ
ュータ読み取り可能な記録媒体に格納することができる。かかるコンピュータ・プログラ
ムは、記録媒体への格納のために、通信回線で接続する他のデータ処理システムからダウ
ンロードしたり、他の記録媒体から複製したりすることができる。また、かかるプログラ
ムは、圧縮し、又は複数に分割して、単一又は複数の記録媒体に格納することもできる。
また、様々な形態で、本発明を実施するコンピュータ・プログラム製品を提供することも
勿論可能であることにも留意されたい。コンピュータ・プログラム製品は、例えば、上記
のコンピュータ・プログラムを格納する記憶媒体、又は、上記のコンピュータ・プログラ
ムを伝送する伝送媒体を含めることができる。
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【００６５】
　本発明の上記概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではなく、これらの構
成要素のコンビネーション又はサブコンビネーションもまた、本発明となりうることに留
意すべきである。
【００６６】
　本発明の実施態様において使用されるコンピュータの各ハードウェア構成要素を、複数
のマシンと組み合わせ、それらに機能を配分し実施する等の種々の変更は当業者によって
容易に想定され得ることは勿論である。それらの変更は、当然に本発明の思想に包含され
る概念である。ただし、これらの構成要素は例示であり、そのすべての構成要素が本発明
の必須構成要素となるわけではない。
【００６７】
　また、本発明は、ハードウェア、ソフトウェア、又は、ハードウェア及びソフトウェア
の組み合わせとして実現可能である。ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせによる
実行において、上記のコンピュータ・プログラムがインストールされた装置における実行
が典型的な例として挙げられる。かかる場合、該コンピュータ・プログラムが該装置のメ
モリにロードされて実行されることにより、該コンピュータ・プログラムは、該装置を制
御し、本発明にかかる処理を実行させる。該コンピュータ・プログラムは、任意の言語、
コード、又は、表記によって表現可能な命令群から構成されうる。そのような命令群は、
該装置が特定の機能を直接的に、又は、１．他の言語、コード若しくは表記への変換、２
．他の媒体への複製、のいずれか一方若しくは双方が行われた後に、実行することを可能
にするものである。
【発明の効果】
【００６８】
　本発明では、表示装置上に表示可能な１又は複数の電子データの第１の部分を第１の振
動部分として設定すること、且つ、上記１又は複数の電子データの第２の部分を第２の振
動部分として設定すること、そして、上記第２の振動部分及び上記第２の振動部分が予め
設定された振動順序に従い振動することを特徴とする。当該特徴は、タッチパネルを備え
たパーソナル・コンピュータ又は携帯情報端末上で、ユーザが電子文書上のどの部分を指
しているのかを把握することを容易にする。また、当該特徴により、どの順番で電子文書
上の所定の部分を参照すればよいかが直感的にわかる。特に、本発明は、例えば工場又は
建設現場における騒音の環境下、作業する場所の照明又は日光の状況がよくない環境下、
作業員が色付きのゴーグルを着用している条件下において、振動によって、電子文書を閲
覧し又は参照できることを容易にすることから有用である。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の実施態様に従う装置を実現するための情報処理端末のハードウェア構成
の一例を示した図である。
【図２Ａ】図１に従うハードウェア構成を好ましくは有し、本発明の実施態様に従う、１
又は複数の電子データ中に複数の振動部分を設定するための装置（以下、設定装置ともい
う）の機能ブロック図である。
【図２Ｂ】図１に従うハードウェア構成を好ましくは有し、本発明の実施態様に従う、１
又は複数の電子データ中の所定の部分が移動可能な対象物によって指定されることに応じ
て振動を生じさせるための装置（以下、振動手段付装置ともいう）の機能ブロック図であ
る。
【図３Ａ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に複数の振動部分を設定するためのス
キームを示す図である。
【図３Ｂ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分の振動順
序を変更するためのスキームを示す図である。
【図３Ｃ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された振動部分に情報を関連付
けるためのスキームを示す図である。
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【図４Ａ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に複数の振動部分を設定するためのス
キームを示す図である。
【図４Ｂ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分の振動順
序を変更するためのスキームを示す図である。
【図４Ｃ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に複数の振動部分を設定するためのス
キームを示す図である。
【図５Ａ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分の振動順
序を格納する振動設定データを示す図である。
【図５Ｂ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分の振動順
序を格納する振動設定データを示す図である。
【図６Ａ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分が移動可
能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振動を生じるス
キームを示す図である。
【図６Ｂ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分が移動可
能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振動を生じるス
キームを示す図である。
【図６Ｃ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分が移動可
能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振動を生じるス
キームを示す図である。
【図６Ｄ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分が移動可
能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振動を生じるス
キームを示す図である。
【図６Ｅ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分が移動可
能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振動を生じるス
キームを示す図である。
【図６Ｆ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分が移動可
能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振動を生じるス
キームを示す図である。
【図６Ｇ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分が移動可
能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振動を生じるス
キームを示す図である。
【図６Ｈ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分が移動可
能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振動を生じるス
キームを示す図である。
【図６Ｉ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分が移動可
能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振動を生じるス
キームを示す図である。
【図６Ｊ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分が移動可
能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振動を生じるス
キームを示す図である。
【図６Ｋ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分が移動可
能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振動を生じるス
キームを示す図である。
【図７Ａ】本発明の実施態様に従い、複数の電子文書中に設定された複数の振動部分が移
動可能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振動を生じ
るスキームを示す図である。
【図７Ｂ】本発明の実施態様に従い、複数の電子文書中に設定された複数の振動部分の振
動順序を格納する振動設定データを示す図である。
【図８Ａ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に複数の振動部分を設定し、そして、
当該設定された振動部分に情報を関連付ける処理のためのフローチャートを示す。
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【図８Ｂ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分が移動可
能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振動を生じ、そ
して、当該振動部分に関連付けられた情報を表示する処理のためのフローチャートを示す
。
【図８Ｃ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分が移動可
能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振動を生じ、そ
して、当該振動部分に関連付けられた情報を表示する処理のためのフローチャートを示す
。
【図８Ｄ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分が移動可
能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振動を生じ、そ
して、当該振動部分に関連付けられた情報を表示する処理のためのフローチャートを示す
。
【図９Ａ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に複数の振動部分を設定する処理のた
めのフローチャートを示す。
【図９Ｂ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分が移動可
能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振動を生じる処
理のためのフローチャートを示す。
【図９Ｃ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分が移動可
能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振動を生じる処
理のためのフローチャートを示す。
【図９Ｄ】本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分が移動可
能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振動を生じる処
理のためのフローチャートを示す。
【発明を実施するための形態】
【００７０】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を図面に基づいて詳細に説明するが、以下の
実施態様は特許請求の範囲に係る発明を限定するものでなく、また実施態様の中で説明さ
れている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。また、本
発明は多くの異なる態様で実施することが可能であり、以下の実施態様において、種々の
変更または改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。
【００７１】
　以下において、特に断らない限り、実施態様の説明の全体を通じて同じ要素には同じ番
号を付している。
【００７２】
　図１は、本発明の実施態様に従う装置を実現するための情報処理端末のハードウェア構
成の一例を示した図である。
　装置（１０１）は、移動可能な対象物の画面に対する垂直方向の動きを感知することが
可能なディスプレイを備えている情報処理端末であれば特に制限されない。装置（１０１
）は、特には、例えば携帯可能な情報処理携帯端末である。情報処理携帯端末は、例えば
、スマートフォン、携帯電話、電子書籍端末、ＰＤＡ、ハンドヘルドコンピュータ、タブ
レット端末、ネットブック、タブレット・パソコン、ネットブック及びモバイルノートパ
ソコンであるがこれらに制限されない。
【００７３】
　装置（１０１）は、ＣＰＵ（１０２）とメイン・メモリ（１０３）とを備えており、こ
れらはバス（１０４）に接続されている。ＣＰＵ（１０２）は好ましくは、３２ビット又
は６４ビットのアーキテクチャに基づくものであり、例えば、インテル社のＣｏｒｅ　ｉ
（商標）シリーズ、Ｃｏｒｅ　２（商標）シリーズ、Ａｔｏｍ（商標）シリーズ、Ｘｅｏ
ｎ（商標）シリーズ、Ｐｅｎｔｉｕｍ（登録商標）シリーズ、Ｃｅｌｅｒｏｎ（登録商標
）シリーズ、ＡＭＤ社のＯｐｔｅｒｏｎ（商標）シリーズ、Ｐｈｅｎｏｍ（商標）シリー
ズ、Ａｔｈｌｏｎ（商標）シリーズ、Ｔｕｒｉｏｎ（商標）シリーズ、Ｓｅｍｐｒｏｎ（
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商標）又はＡシリーズが使用されうる。バス（１０４）には、ディスプレイ・コントロー
ラ（１０５）を介して、ディスプレイ（１０６）、例えば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）が
接続されうる。ディスプレイ（１０６）は、コンピュータの管理のために、通信回線を介
してネットワークに接続されたコンピュータについての情報と、そのコンピュータ上で動
作中のソフトウェアについての情報を、適当なグラフィック・インタフェースで表示する
ために使用される。バス（１０４）にはまた、ＳＡＴＡ又はＩＤＥコントローラ（１０７
）を介して、ディスク（１０８）、例えばシリコン・ディスク又はハードディスクが接続
されうる。また、バス（１０４）にはまた、ＳＡＴＡ又はＩＤＥコントローラ（１０７）
を介して、任意的に、ドライブ（１０９）、例えばＣＤ、ＤＶＤ又はＢＤドライブが接続
されうる。バス（１０４）にはさらに、任意的に、キーボード・マウスコントローラ（１
１０）又はＵＳＢバス（図示せず）を介して、キーボード（１１１）及びマウス（１１２
）が接続されうるが、本発明を実施する上では必要ない。
【００７４】
　ディスク（１０８）には、オペレーティング・システム、Ｊ２ＥＥなどのＪａｖａ（登
録商標）処理環境、Ｊａｖａ（登録商標）アプリケーション、Ｊａｖａ（登録商標）仮想
マシン（ＶＭ）、Ｊａｖａ（登録商標）実行時（ＪＩＴ）コンパイラを提供するプログラ
ム、その他のプログラム、及びデータが、メイン・メモリにロード可能に記憶されている
。また、ディスク（１０８）には、文章の入力乃至は編集を可能にするソフトウェア、文
字変換処理ソフトウェアであるフロント・エンド・プロセッサ（ＦＥＰ）がメイン・メモ
リにロード可能に記憶されている。オペレーティング・システムは、例えば、マイクロソ
フト・コーポレーションが提供するＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）オペレーティング・シス
テム、アップル・コンピュータ・インコーポレイテッドが提供するＭａｃＯＳ（登録商標
）若しくはｉＯＳ（登録商標）、Ｘ　Ｗｉｎｄｏｗ　Ｓｙｓｔｅｍを備えるＵＮＩＸ（登
録商標）系システム（たとえば、インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレ
ーション（登録商標）が提供するＡＩＸ（登録商標））、その他Ａｎｄｒｏｉｄ（登録商
標）のような、グラフィカル・ユーザ・インターフェース（ＧＵＩ）マルチウィンドウ環
境をサポートするオペレーティング・システムでありうる。
【００７５】
　ドライブ（１０９）は、必要に応じて、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ又はＢＤからプ
ログラムをディスク（１０８）にインストールするために使用されうる。
【００７６】
　通信インタフェース（１１４）は、例えばイーサネット（登録商標）・プロトコルに従
う。通信インタフェース（１１４）は、通信コントローラ（１１３）を介してバス（１０
４）に接続され、装置（１０１）を通信回線（１１５）に物理的に接続する役割を担い、
装置（１０１）のオペレーティング・システムの通信機能のＴＣＰ／ＩＰ通信プロトコル
に対して、ネットワーク・インタフェース層を提供する。なお、通信回線は、有線ＬＡＮ
環境に基づくもの、又は、無線ＬＡＮ環境、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／
ｎなどのＷｉ－Ｆｉ規格に基づくものであってもよい。
【００７７】
　以上から、本発明の実施態様において使用される装置は、特定のオペレーティング・シ
ステム環境に限定されるものではないことを理解することができるであろう。
【００７８】
　以下に、本発明において使用されうる装置の一例を図２Ａ及び図２Ｂに従い説明する。
なお、本発明において使用されうる装置は、図２Ａ及び図２Ｂに記載の具体例に限定され
るものではないことに留意されたい。
【００７９】
　図２Ａは、図１に従うハードウェア構成を好ましくは有し、本発明の実施態様に従う、
１又は複数の電子データ中に複数の振動部分を設定するための装置（設定装置）の機能ブ
ロック図である。
　設定装置（１０１－１）は、例えば、図１に従うハードウェア構成を有する。設定装置
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（１０１－１）は、表示装置（２０１）、設定手段（２０４）、表示制御手段（２０７）
、及び、記憶装置（２１０）を備えており、当該構成は電子データ中に複数の振動部分を
設定するために要する構成でありうる。設定装置（１０１－１）は、表示装置（２０１）
をそれ自体が備えているか、又は、表示装置（２０１）に有線的に又は無線的に接続され
うる。好ましくは、設定装置（１０１－１）それ自体が、表示装置（２０１）を備えてい
る。
【００８０】
　設定装置（１０１－１）は、さらに、センサ（２０２）及び検出手段（２０３）、並び
に、振動手段（２０５）及び振動制御手段（２０６）を備えることができ、当該構成は、
１又は複数の電子データ中に複数の振動部分を設定し、且つ任意的に当該振動部分に情報
を関連付けした後に、当該複数の振動部分が設定された１又は複数の電子ファイル中の複
数の振動部分及び当該複数の振動部分の振動順序を検証するために要する構成でありうる
。設定装置（１０１－１）は、さらに、センサ（２０２）及び検出手段（２０３）、並び
に、振動手段（２０５）及び振動制御手段（２０６）を備えている場合、当該設定装置（
１０１－１）は、下記図２Ｂに示す振動手段付装置（１０１－２）でもありうる。
【００８１】
　センサ（２０２）が移動距離を検出可能なセンサである場合には、代替的に、設定装置
（１０１－１）は、当該移動距離を検出可能なセンサを設定装置（１０１－１）の外部に
備えうる。設定装置（１０１－１）が移動距離を検出可能なセンサ（２０２）を外部に備
えている場合、移動距離を検出可能なセンサ（２０２）は、設定装置（１０１－１）と無
線的に又は有線的に接続されうる。
【００８２】
　表示装置（２０１）は、代表的には液晶表示装置であり、タッチパネル機能を備えてい
る。また、表示装置（２０１）は、振動手段（２０５）を備えうる。表示装置（２０１）
は、振動手段（２０５）によって、当該表示装置全体若しくはその一部、又は、画面上の
全体若しくはその一部が振動しうる。表示装置（２０１）は、振動手段（２０５）として
、例えば、上記した特許文献１に記載されているように複数の振動発生器を備えていても
よく、又は、１つの振動発生器を備えていてもよい。
【００８３】
　表示装置（２０１）は、１又は複数の電子データの表示を行いうる。表示装置（２０１
）は、電子データの全部又はその一部（例えばページ単位）をその画面上に一度に表示し
うる。電子データは、例えば、画像データ、例えば設計図データ、工程図データ、診断画
像・データ；マニュアル・データ、例えば機器のマニュアル・データ、製造指示マニュア
ル・データ；手順書データ；説明図データ；商品パンフレット・データ；販売マニュアル
・データ；販売促進マニュアル・データ；・データ；薬剤情報データ；病態情報データ；
医療記録データ；又は、看護記録データでありうるが、これらに制限されるものではない
。
【００８４】
　設定手段（２０４）は、表示装置（２０１）上で１又は複数の電子データの第ｎの部分
が指定されることに応じて、当該指定された第ｎの部分を第ｎの振動部分として設定する
（ｎは、１以上の整数である）。上記第ｎの部分の指定は、振動部分として設定する箇所
をポインティング・デバイス（例えばマウス）、操作指若しくはスタイラスペンなどで囲
んだり若しくはカーソルで選択したり、又は、振動部分として設定する箇所についての電
子データ名（例えばファイル名）、電子データ内のページ数、段落番号、行数、文字の位
置（何文字目から何文字目）若しくは図形などを特定する情報（例えば何文字目から何文
字目まで）を入力若しくは指定したりすることによって行われうる。
【００８５】
　また、設定手段（２０４）は、第ｎの振動が生じることに応じて上記第ｎの振動部分に
関連付けられた第ｎの情報が表示装置（２０１）上に表示されるように、上記第１の振動
部分を上記第１の情報に関連付けうる（ｎは、１以上の整数である）。
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【００８６】
　また、設定手段（２０４）は、上記第ｎの振動部分に関連付けられた上記第ｎの情報が
表示装置（２０１）上に表示された後に、上記第ｎ＋１の振動部分が上記移動可能な対象
物によって指定されることに応じて上記第ｎ＋１の振動が生じるように関連付けうる（ｎ
は、１以上の整数である）。
【００８７】
　また、設定手段（２０４）は、上記第１の振動又は上記第２の振動の振動属性を設定す
るためのユーザ・インタフェースを提供しうる。また、設定手段（２０４）は、上記第１
の振動又は上記第２の振動の振動属性を上記ユーザが設定することを可能にするためのグ
ラフィカル・ユーザ・インターフェースを提供しうる。振動属性は、例えば、強度、回数
、時間、震え方でありうる。震え方は、例えば、表示装置の一部若しくは全体、画面上の
一部若しくは全体、又は、震える方法（例えば、画面に対して横方向、縦方向など）であ
りうる。
【００８８】
　センサ（２０２）は、圧力センサ又は移動距離を検出可能なセンサでありうる。
【００８９】
　圧力センサは、画面上に接する移動可能な対象物により与えられる圧力を検出可能な圧
力センサである。圧力センサは、例えば、移動可能な対象物が画面上に接して垂直方向の
動きで与えられた圧力を感知することが可能なセンサでありうる。圧力センサとして、当
業者が入手可能なものであれば任意のものを使用しうる。圧力センサは、例えば、特許文
献１に示されている圧力センサアレイを使用しうるが、これに限定されるものでない。
【００９０】
　移動距離を検出可能なセンサは、移動可能な対象物の画面に対する垂直方向の動きを感
知することが可能なセンサである。当該センサは、例えば近接センサ、又は、ＲＧＢカメ
ラ、深度センサ、及びマルチアレイマイクロフォンを内蔵したセンサでありうる。近接セ
ンサは、距離と移動可能な対象物の移動方向とを検知できるセンサである。近接センサと
して、当業者が入手可能な物であれば任意のものを使用しうる。近接センサは、例えば、
光学式近接センサＬＳＩを使用しうる。ＲＧＢカメラ、深度センサ、及びマルチアレイマ
イクロフォンを内蔵したセンサは、例えば、マイクロソフト（登録商標）株式会社から販
売されているキネクト（Ｋｉｎｅｃｔ）（登録商標）センサでありうる。
【００９１】
　「移動可能な対象物」とは、ユーザの操作指、操作ペン、又は、操作棒でありうる。ユ
ーザの操作指は、例えば右又は左の人差し指であり、又は、複数の指、例えば親指と人差
し指であってもよい。操作ペンは、例えば、タッチパネル式用のポインティング・デバイ
ス（例えば、スタイラスペン）でありうる。操作棒は、例えば、リモコン型のデバイスで
ありうる。
【００９２】
　表示制御手段（２０７）は、センサ（２０２）が圧力センサである場合に、移動可能な
対象物の画面上への圧力に応じて、電子データに対する操作（例えばページめくり）への
応答を表示装置（２０１）上に表示しうる。
【００９３】
　表示制御手段（２０７）は、センサ（２０２）が移動距離を検出可能なセンサである場
合に、移動可能な対象物の画面に対する感知した動き（例えば、垂直方向又は水平方向の
動き）に応じて、電子データに対する操作（例えばページめくり）への応答を表示装置（
２０１）上に表示しうる。
【００９４】
　検出手段（２０３）は、移動距離を検出可能なセンサ（２０２）に接続されうる。検出
手段（２０３）は、移動距離を検出可能なセンサ（２０２）を通じて、移動可能な対象物
が当該センサ（２０２）の検知範囲内に存在していることを検知することができる。また
、検出手段（２０３）は、移動可能な対象物と画面との距離を求めることができ、また、
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移動可能な対象物の垂直方向（ｚ方向、画面を突き抜ける軸）における移動距離を求める
ことができる。垂直方向における移動距離は、画面に向かって画面の奥に突き抜ける軸（
左手系座標という）、又は、画面の奥から画面に向かって突き抜ける軸（右手系座標とい
う）のいずれかである。左手系座標でプラスの方向は、移動可能な対象物が画面に向かっ
ていく方向であり、右手系座標でプラスの方向は、移動可能な対象物が画面から遠のいて
いく方向である。
【００９５】
　検出手段（２０３）は、圧力センサ（２０２）に接続されうる。検出手段（２０３）は
、圧力センサ（２０２）を通じて、移動可能な対象物が画面上に接していることを検知す
ることができる。また、検出手段（２０３）は、画面上に接している移動可能な対象物に
より与えられている圧力を数値化することができる。
【００９６】
　振動手段（２０５）は、それ自体が振動機能を有する。振動手段（２０５）は、例えば
、振動手段（２０５）の配置場所又はその振動の大きさに依存して、装置の全体若しくは
その一部、又は、画面上の全体若しくはその一部を振動させることができる。振動手段（
２０５）は、任意の振動する技術、例えば当業者に知られている方法又は当業者に用いら
れている方法などを使用して実装されうる。振動手段（２０５）は、例えば、上記した特
許文献１に記載されているように複数の振動発生器でもよく、又は、１つの振動発生器で
もよい。
【００９７】
　振動制御手段（２０６）は、振動手段（２０５）を振動させることを、記憶装置（２１
０）中に格納されている振動設定データ（２１２）中の振動順序に従い制御する。振動設
定データ（２１２）の例は、下記図５Ａ及び図５Ｂを参照されたい。
【００９８】
　記憶装置（２１０）は、１又は複数の電子データ（２１１）、及び振動設定データを格
納する。振動設定データは、例えば、１つの電子データ毎に作成されてもよく、又は、例
えば構造化文書（例えばＨＴＭＬ文書、ＸＭＬ文書）のように、まとまりのある単位であ
る複数の電子データ毎に作成されてもよい。
【００９９】
　１又は複数の電子データ（２１１）は、表示装置（２０１）上に表示可能であるデータ
であれば、その内容は特に制限されるものではない。１つの電子データは、例えば、ファ
イル単位、又は、ハイパーリンクによって画面上に表示されうる１又は複数のファイルか
らなる単位でありうる。電子文書は、複数のページを有しうる。代替的に、電子文書は、
例えばハイパーリンクによって画面上に表示されうる１又は複数のファイルからなる単位
の場合のように、ページという概念を有していなくてもよい。
【０１００】
　振動設定データ（２１２）は、例えば振動設定ファイルとして記憶装置（２１０）中に
格納される。代替的に、振動設定データ（２１２）は、メイン・メモリ（１０３）中に格
納されてもよい。振動設定データ（２１２）は、例えば、振動設定テーブルでありうる。
振動設定データ（２１２）は、例えば、ＳＹＬＫ形式、ＣＳＶ形式で出力されうる。テー
ブル振動設定データ（２１２）の詳細については、下記図５Ａ及び図５Ｂの説明を参照さ
れたい。
【０１０１】
　図２Ｂは、図１に従うハードウェア構成を好ましくは有し、本発明の実施態様に従う、
電子データ中の所定の部分が移動可能な対象物によって指定されることに応じて振動を生
じさせるための装置（振動手段付装置）の機能ブロック図である。
　振動手段付装置（１０１－２）は、例えば、図１に従うハードウェア構成を有する。振
動手段付装置（１０１－２）は、表示装置（２０１）、センサ（２０２）、検出手段（２
０３）、振動手段（２０５）、振動制御手段（２０６）、表示制御手段（２０７）、及び
、記憶装置（２１０）を備えている。すなわち、振動手段付装置（１０１－２）は、設定
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手段（２０４）を備えていない点で設定装置（１０１－１）と異なる。
【０１０２】
　センサ（２０２）が移動距離を検出可能なセンサである場合には、代替的に、振動手段
付装置（１０１－２）は、当該移動距離を検出可能なセンサを振動手段付装置（１０１－
２）の外部に備えうる。振動手段付装置（１０１－２）が移動距離を検出可能なセンサ（
２０２）を外部に備えている場合、移動距離を検出可能なセンサ（２０２）は、振動手段
付装置（１０１－２）と無線的に又は有線的に接続されうる。
【０１０３】
　振動手段付装置（１０１－２）が設定手段（２０４）をさらに備えている場合には、当
該振動手段付装置（１０１－２）は設定装置（１０１－１）でもありうる。
【０１０４】
　以下に、電子データ中に複数の振動部分を設定するためのスキーム、当該複数の振動部
分の振動順序を変更するためのスキーム、及び、当該振動部分に情報を関連付けるスキー
ムを図３Ａ～図３Ｃ及び図４Ａ～図４Ｃに従い説明する。なお、本発明に従う上記スキー
ムは、上記した図３Ａ～図３Ｃ及び図４Ａ～図４Ｃに記載の例に限定されるものではない
ことに留意されたい。
【０１０５】
　図３Ａは、本発明の実施態様に従い、電子データ中に複数の振動部分を設定するための
スキームを示す図である。
　ユーザは、設定装置（１０１－１）を使用して、電子データ中に複数の振動部分を設定
しようとする。図３Ａの例において、上記電子データは複数のページを含み、そのうちの
一つのページには、文章（テキスト文字）が記載されているとする。
【０１０６】
　ステップ３０１では、ユーザは、複数の振動部分を設定する対象である電子データの呼
び出し要求（例えば、記憶装置（２１０）からの読み込み要求、又は、ネットワークから
のダウンロード要求）を実行する。設定手段（２０４）は、ユーザからの当該要求に応じ
て、電子データを記憶装置（２１０）中から読み込み、又は、ネットワークからダウンロ
ードし、そして、設定装置（１０１－１）内のメイン・メモリ（１０３）中に読み込む。
【０１０７】
　ステップ３０２では、ユーザは、振動設定モードに移行する要求、例えば振動モードの
ためのメニューの呼び出しを行う。ユーザは、例えばマウスの上記ページ上で右クリック
するか、又は、表示装置（２０１）がタッチパネルの場合には操作指で画面上をダブルク
リックすることによって、上記メニューの呼び出しを行う。設定手段（２０４）は、ユー
ザからの上記呼び出しに応じて、振動設定モードに移行する。また、設定手段（２０４）
は、振動設定モードへ移行したことをユーザに知らせるためのウィンドウ（３２１）を表
示させる命令を、表示制御手段（２０７）に送りうる。表示制御手段（２０７）は、当該
命令を受信することに応じて、上記ウィンドウ（３２１）を表示装置（２０１）上に表示
しうる。
【０１０８】
　ステップ３０３では、ユーザは、上記ページ上の振動させる部分（第１の振動部分であ
る）を、マウスでドラッグ・アンド・ドロップすることによって枠で囲む（符号３１１で
示す部分）。表示装置（２０１）がタッチパネルの場合には、ユーザは、上記ページ上の
振動させる部分（第１の振動部分）を、操作指で囲む（符号３１１で示す部分）。設定手
段（２０４）は、ユーザによる上記操作に応じて、振動設定データ（２１２）に、振動順
序、文書番号、及び、任意的にページ番号、並びに、上記囲まれた行の始点及び終点、若
しくは、上記文字の始点及び終点（例えば、何文字目～何文字目）、又はそれらの組み合
わせを登録しうる。ユーザによる当該操作が、当該電子データについて最初である場合に
は、振動順序はデフォルトで１に設定されうる。
【０１０９】
　ステップ３０４では、ユーザは、引き続き、上記電子データ上の振動させる部分を指定
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しようとする。ユーザは、上記ページ上で、ステップ３０２と同様にして振動設定モード
を呼び出す（３２２）。なお、振動設定を設定する度に、ステップ３０４の操作を行うこ
となしに、次のステップ３０５に進むようにしてもよい。また、設定手段（２０４）は、
２回目の振動部分を設定するために振動設定モードへ移行したことをユーザに知らせるた
めのウィンドウ（３２２）を表示させる命令を、表示制御手段（２０７）に送りうる。表
示制御手段（２０７）は、当該命令を受信することに応じて、上記ウィンドウ（３２２）
を表示装置（２０１）上に表示しうる。
【０１１０】
　ステップ３０５では、ユーザは、上記ページ上の振動させる部分（第２の振動部分であ
る）を、マウスでドラッグ・アンド・ドロップすることによって枠で囲む（符号３１２で
示す部分）。表示装置（２０１）がタッチパネルの場合には、ユーザは、上記ページ上の
振動させる部分（第２の振動部分）を、操作指で囲む（符号３１２で示す部分）。設定手
段（２０４）は、ユーザによる上記操作に応じて、ステップ３０３と同様に、振動設定デ
ータ（２１２）に、振動順序、振動順序、文書番号、及び、任意的にページ番号、並びに
、上記囲まれた行の始点及び終点、若しくは、上記文字の始点及び終点（例えば、何文字
目～何文字目）、又はそれらの組み合わせを登録しうる。ユーザによる当該操作が、当該
電子データについて２回目である場合には、振動順序はデフォルトで２に設定されうる。
【０１１１】
　ステップ３０６では、ユーザは、さらに引き続き、上記電子データ上の振動させる部分
を指定しようとする。ユーザは、上記ページ上で、ステップ３０２と同様にして振動設定
モードを呼び出す。なお、ステップ３０４の説明において述べたと同様に、振動設定を設
定する度に、ステップ３０６の操作を行うことなしに、次のステップ３０７に進むように
してもよい。また、設定手段（２０４）は、３回目の振動部分を設定するために振動設定
モードへ移行したことをユーザに知らせるためのウィンドウ（３２３）を表示させる命令
を、表示制御手段（２０７）に送りうる。表示制御手段（２０７）は、当該命令を受信す
ることに応じて、上記ウィンドウ（３２３）を表示装置（２０１）上に表示しうる。
【０１１２】
　ステップ３０７では、ユーザは、上記ページ上の振動させる部分（第３の振動部分であ
る）を、マウスでドラッグ・アンド・ドロップすることによって枠で囲む（符号３１３で
示す部分）。表示装置（２０１）がタッチパネルの場合には、ユーザは、上記ページ上の
振動させる部分（第３の振動部分）を、操作指で囲む（符号３１３で示す部分）。設定手
段（２０４）は、ユーザによる上記操作に応じて、ステップ３０３及び３０５と同様に、
振動順序、文書番号、及び、任意的にページ番号、並びに、上記囲まれた行の始点及び終
点、若しくは、上記文字の始点及び終点（例えば、何文字目～何文字目）、又はそれらの
組み合わせを登録しうる。ユーザによる当該操作が、当該電子データについて３回目であ
る場合には、振動順序はデフォルトで３に設定されうる。ステップ３０７の図は、ステッ
プ３０３において設定された第１の振動部分、ステップ３０５において設定された第２の
振動部分、及びステップ３０７において設定された振動部分の各振動順序が、順に、１番
目、２番目、及び３番目であることを丸数字で示している。当該丸数字は、本発明の理解
を容易にするために付されたものであり、例えば設定装置（１０１－１）が振動順序を検
証する場合に、当該丸数字を表示するようにし、それ以外の場合には表示装置（２０１）
上に表示しないようにしうる。
【０１１３】
　なお、振動部分として設定された箇所の画面上の表示は、例えば、設定される前と同じ
ようにしてもよい。代替的には、表示制御手段（２０７）は、上記設定された箇所を強調
表示するようにしたり、又は、上記設定された箇所の近傍に振動部分として設定されたこ
とを示すアイコンを表示するようにしたりしうる。
【０１１４】
　図３Ｂは、本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分の振動
順序を変更するためのスキームを示す図である。



(23) JP 2013-131012 A 2013.7.4

10

20

30

40

50

　図３Ａにおいて、電子文書には、ステップ３０３において設定された第１の振動部分、
ステップ３０５において設定された第２の振動部分、及びステップ３０７において設定さ
れた振動部分の３つの振動部分が設定された。そして、当該振動部分の振動順序は、当該
振動部分が設定された順に従い、１番目、２番目、そして３番目の振動順序が、それぞれ
、第１の振動部分、第２の振動部分、及び第３の振動部分に設定されている。
【０１１５】
　図３Ｂのステップ３０７は、図３Ａのステップ３０７の図と同じである。ユーザは、上
記デフォルトの振動順序を変更したいとする。ここでは、ユーザが、１番目、２番目、そ
して３番目の振動順序を、それぞれ、第３の振動部分、第１の振動部分、及び第２の振動
部分に変更したいとする。
【０１１６】
　ステップ３０８では、ユーザは、振動順序を変更するためのメニューの呼び出しを行う
。ユーザは、例えばマウスの上記ページ上で右クリックするか、又は、表示装置（２０１
）がタッチパネルの場合には操作指で画面上をダブルクリックすることによって、上記メ
ニューの呼び出しを行う。設定手段（２０４）は、ユーザからの上記呼び出しに応じて、
振動順序の変更をするためのウィンドウ（３３１）を表示装置（２０１）上に表示する。
また、ウィンドウ（３３１）は、当該ウィンドウ（３３１）内の選択された行を上方（す
なわち、振動順序が上になる）に移動するためのボタン（３４１）及び当該ウィンドウ（
３３１）内の選択された行を下方（すなわち、振動順序が下になる）に移動するためのボ
タン（３４２）をさらに表示しうる。
【０１１７】
　ウィンドウ（３３１）は、当該ウィンドウが呼び出された時点での振動順序を示す。す
なわち、ウィンドウ（３３１）は、振動順序の１番目が電子データのページ上の３行目（
符号３１１）であり、その２番目が同４行目（符号３１２）であり、及び、その３番目が
同５行目（符号３１３）であることを示す。当該振動順序は、記憶装置（２１０）中に格
納された振動設定データ（２１２）から読み取られる。ユーザは、ウィンドウ（３３１）
上の振動順序を変更したい箇所を選択する。ユーザは、例えば、上記ウィンドウ（３３１
）内の上から３番目（すなわち、符号３１２に対応する電子データのページ上の５行目）
をマウスの左クリックで選択する。次に、ユーザは、ボタン（３４１）を左クリックし、
上記ウィンドウ（３３１）内の当該選択した３番目を一番上に移動する（すなわち、ユー
ザはボタン（３４１）を２回左クリックする）。その結果をウィンドウ（３３２）に示す
。
【０１１８】
　ステップ３０９では、表示制御手段（２０７）は、ウィンドウ（３３１）の表示をウィ
ンドウ（３３２）に変更する。ウィンドウ（３３２）は、変更後の振動順序を示す。すな
わち、ウィンドウ（３３２）は、振動順序の１番目が５行目（符号３１３）であり、その
２番目が３行目（符号３１１）であり、及び、その３番目が４行目（符号３１２）である
ことを示す。
【０１１９】
　ステップ３１０では、ユーザは、振動順序の変更の操作が終了したことに応じて、ウィ
ンドウ（３３２）上の「ＯＫ」ボタン（図示せず）を左クリックする。設定手段（２０４
）は、当該左クリックに応じて、振動設定データ（２１２）中の振動順序を、ステップ３
０９において変更され確定された後の変更順序に変更する。ステップ３１０の図は、ステ
ップ３０９において設定された第１の振動部分、ステップ３０５において設定された第２
の振動部分、及びステップ３０７において設定された振動部分の変更後の各振動順序が、
順に、２番目、３番目、及び１番目であることを丸数字で示している。当該丸数字は、本
発明の理解を容易にするために付されたものであり、例えば設定装置（１０１－１）が振
動順序を検証する場合に、当該丸数字を表示するようにし、それ以外の場合には表示装置
（２０１）上に表示しないようにしうる。
【０１２０】
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　図３Ｃは、本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された振動部分に情報を関連
付けるためのスキームを示す図である。
　図３Ｃのステップ３５１～ステップ３５３は、それぞれ、図３Ａのステップ３０１～３
０３に対応する。従って、ステップ３５１～３５３についての説明はステップ３０１～３
０３の説明を参照されたい。
【０１２１】
　ステップ３５４において、ユーザは、ステップ３５３において設定された振動部分（第
１の振動部分）に情報を関連付けたいとする。ユーザは、上記ページ上で、ステップ３５
２と同様にして振動設定モード（又は、情報関連付けのためのモード）を呼び出す。設定
手段（２０４）は、振動部分に情報を関連付けるために振動設定モードへ移行したことを
ユーザに知らせるためのウィンドウ（３７２）を表示させる命令を、表示制御手段（２０
７）に送りうる。表示制御手段（２０７）は、当該命令を受信することに応じて、上記ウ
ィンドウ（３７２）を表示装置（２０１）上に表示しうる。
【０１２２】
　ステップ３５５において、ユーザは、第１の振動部分（３１１）上でマウスを右クリッ
クし、当該第１の振動部分（３１１）に関連付けられる情報、例えばファイル名又はボタ
ン名を選択する。設定手段（２０４）は、例えば、振動設定データ（２１２）中に、当該
第１の振動部分に関連付けられる情報、例えば上記ファイル名又は上記ボタン名を、当該
第１の振動部分に関連付けて振動設定データ（２１２）中に登録する。当該登録された情
報が、第１の振動部分に関連付けられた情報である。表示制御手段（２０７）は、当該第
１の振動部分（３１１）が操作指によって指定されて振動した場合に、当該第１の振動部
分に関連付けられた情報を表示装置（２０１）上に表示しうる。さらに、ユーザは、第１
の振動部分（３１１）上でマウスを右クリックし、当該第１の振動部分（３１１）を含む
電子データ又はページに関連付けられうる情報、例えばファイル名又はボタン名を選択し
うる。設定手段（２０４）は、例えば、振動設定データ（２１２）中に、当該第１の振動
部分（３１１）を含む電子データ又はページに関連付けられうる情報、例えば上記ファイ
ル名又は上記ボタン名を、当該第１の振動部分（３１１）に関連付けて振動設定データ（
２１２）中に登録する。当該登録された情報が、第１の振動部分を含む電子データ又はペ
ージに関連付けられた情報（以下、振動部分に応じて表示する情報ともいう）である。表
示制御手段（２０７）は、当該第１の振動部分を含む電子データ又はページが表示装置（
２０１）上に表示されて振動した場合に、当該第１の振動部分に応じて表示する情報を表
示装置（２０１）上に表示しうる。
【０１２３】
　ステップ３５６において、設定手段（２０４）は、任意的に、第１の振動部分（３６１
）の近傍に、当該第１の振動部分の近傍に情報が関連付けられていることをユーザに示す
ためのアイコン（３６２）を表示しうる。
【０１２４】
　ステップ３５６に引き続いて、図３Ａに示すステップ３０４～３０５が行われて、電子
データに第２の振動部分が設定されうる。そして、引き続き、ステップ３５４～３５５が
行われて、電子データの第２の振動部分に、情報を関連付けることが可能である。以下、
第ｎの振動部分についても同様にして、情報が関連付けられうる。なお、特定の振動部分
に情報の関連づけが必要でない場合には、当該特定の振動部分についての情報の関連づけ
の処理がスキップされうる。
【０１２５】
　図４Ａは、本発明の実施態様に従い、電子データ中に複数の振動部分を設定するための
スキームを示す図である。
　ユーザは、設定装置（１０１－１）を使用して、電子データ中に複数の振動部分を設定
しようとする。図４Ａの例において、上記電子データは複数のページを含み、そのうちの
一つのページには、複数の図が記載されているとする。本例において、上記複数の図は便
宜的に円で示されている。
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【０１２６】
　ステップ４０１では、ユーザは、複数の振動部分を設定する対象である電子データの呼
び出し要求を実行する。設定手段（２０４）は、ユーザからの当該要求に応じて、電子デ
ータを記憶装置（２１０）中から読み込み、又は、ネットワークからダウンロードし、そ
して、設定装置（１０１－１）内のメイン・メモリ（１０３）中に読み込む。
【０１２７】
　ステップ４０２では、ユーザは、振動設定モードに移行する要求、例えば振動モードの
ためのメニューの呼び出しを行う。ユーザは、例えばマウスの上記ページ上で右クリック
するか、又は、表示装置（２０１）がタッチパネルの場合には操作指で画面上をダブルク
リックすることによって、上記メニューの呼び出しを行う。設定手段（２０４）は、ユー
ザからの上記呼び出しに応じて、振動設定モードに移行する。また、設定手段（２０４）
は、振動設定モードへ移行したことをユーザに知らせるためのウィンドウ（４２１）を表
示させる命令を、表示制御手段（２０７）に送りうる。表示制御手段（２０７）は、当該
命令を受信することに応じて、上記ウィンドウ（４２１）を表示装置（２０１）上に表示
しうる。
【０１２８】
　ステップ４０３では、ユーザは、上記ページ上の振動させる部分（第１の振動部分であ
る）を、マウスでドラッグ・アンド・ドロップすることによって枠で囲む（符号４１１で
示す左上の図）。表示装置（２０１）がタッチパネルの場合には、ユーザは、上記ページ
上の振動させる部分（第１の振動部分）を、操作指で囲む（符号４１１で示す左上の図）
。設定手段（２０４）は、ユーザによる上記操作に応じて、振動設定データ（２１２）に
、振動順序、文書番号、及び、任意的にページ番号、並びに、上記囲まれた行の始点及び
終点、若しくは、上記文字の始点及び終点（例えば、何文字目～何文字目）、又はそれら
の組み合わせを登録しうる。ユーザによる当該操作が、当該電子データについて最初であ
る場合には、振動順序はデフォルトで１に設定されうる。
【０１２９】
　ステップ４０４では、ユーザは、引き続き、上記電子データ上の振動させる部分を指定
しようとする。ユーザは、上記ページ上で、ステップ４０２と同様にして振動設定モード
を呼び出す（４２２）。なお、振動設定を設定する度に、ステップ４０４の操作を行うこ
となしに、次のステップ４０５に進むようにしてもよい。また、設定手段（２０４）は、
２回目の振動部分を設定するために振動設定モードへ移行したことをユーザに知らせるた
めのウィンドウ（４２２）を表示させる命令を、表示制御手段（２０７）に送りうる。表
示制御手段（２０７）は、当該命令を受信することに応じて、上記ウィンドウ（４２２）
を表示装置（２０１）上に表示しうる。
【０１３０】
　ステップ４０５では、ユーザは、上記ページ上の振動させる部分（第２の振動部分であ
る）を、マウスでドラッグ・アンド・ドロップすることによって枠で囲む（符号４１２で
示す右下の図）。表示装置（２０１）がタッチパネルの場合には、ユーザは、上記ページ
上の振動させる部分（第２の振動部分）を、操作指で囲む（符号４１２で示す右下の図）
。設定手段（２０４）は、ユーザによる上記操作に応じて、ステップ４０３と同様に、振
動順序、文書番号、及び、任意的にページ番号、並びに、上記囲まれた行の始点及び終点
、若しくは、上記文字の始点及び終点（例えば、何文字目～何文字目）、又はそれらの組
み合わせを登録しうる。ユーザによる当該操作が、当該電子データについて２回目である
場合には、振動順序はデフォルトで２に設定されうる。
【０１３１】
　ステップ４０６では、ユーザは、さらに引き続き、上記電子データ上の振動させる部分
を指定しようとする。ユーザは、上記ページ上で、ステップ４０２と同様にして振動設定
モードを呼び出す。なお、ステップ４０４の説明において述べたと同様に、振動設定を設
定する度に、ステップ４０６の操作を行うことなしに、次のステップ４０７に進むように
してもよい。また、設定手段（２０４）は、３回目の振動部分を設定するために振動設定
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モードへ移行したことをユーザに知らせるためのウィンドウ（４２３）を表示させる命令
を、表示制御手段（２０７）に送りうる。表示制御手段（２０７）は、当該命令を受信す
ることに応じて、上記ウィンドウ（４２３）を表示装置（２０１）上に表示しうる。
【０１３２】
　ステップ４０７では、ユーザは、上記ページ上の振動させる部分（第３の振動部分であ
る）を、マウスでドラッグ・アンド・ドロップすることによって枠で囲む（符号４１３で
示す左中の図）。表示装置（２０１）がタッチパネルの場合には、ユーザは、上記ページ
上の振動させる部分（第３の振動部分）を、操作指で囲む（符号４１３で示す左中の図）
。設定手段（２０４）は、ユーザによる上記操作に応じて、ステップ４０３及び４０５と
同様に、振動順序、文書番号、及び、任意的にページ番号、並びに、上記囲まれた行の始
点及び終点、若しくは、上記文字の始点及び終点（例えば、何文字目～何文字目）、又は
それらの組み合わせを登録しうる。ユーザによる当該操作が、当該電子データについて３
回目である場合には、振動順序はデフォルトで３に設定されうる。ステップ４０７の図は
、ステップ４０３において設定された第１の振動部分、ステップ４０５において設定され
た第２の振動部分、及びステップ４０７において設定された振動部分の各振動順序が、順
に、１番目、２番目、及び３番目であることを丸数字で示している。当該丸数字は、本発
明の理解を容易にするために付されたものであり、例えば設定装置（１０１－１）が振動
順序を検証する場合に、当該丸数字を表示するようにし、それ以外の場合には表示装置（
２０１）上に表示しないようにしうる。
【０１３３】
　なお、振動部分として設定された箇所の画面上の表示は、例えば、設定される前と同じ
ようにしてもよい。代替的には、表示制御手段（２０７）は、上記設定された箇所を強調
表示するようにしたり、又は、上記設定された箇所の近傍に振動部分として設定されたこ
とを示すアイコンを表示するようにしたりしうる。
【０１３４】
　図４Ｂは、本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分の振動
順序を変更するためのスキームを示す図である。
　図４Ａにおいて、電子文書には、ステップ４０３において設定された第１の振動部分、
ステップ４０５において設定された第２の振動部分、及びステップ４０７において設定さ
れた振動部分の３つの振動部分が設定された。そして、当該振動部分の振動順序は、当該
振動部分が設定された順に従い、１番目、２番目、そして３番目の振動順序が、それぞれ
、第１の振動部分、第２の振動部分、及び第３の振動部分に設定されている。
【０１３５】
　図４Ｂのステップ４０７は、図４Ａのステップ４０７の図と同じである。ユーザは、上
記デフォルトの振動順序を変更したいとする。ここでは、ユーザが、１番目、２番目、そ
して３番目の振動順序を、それぞれ、第３の振動部分、第２の振動部分、及び第１の振動
部分に変更したいとする。
【０１３６】
　ステップ４０８では、ユーザは、振動順序を変更するためのメニューの呼び出しを行う
。設定手段（２０４）は、ユーザからの上記呼び出しに応じて、振動順序の変更をするた
めのウィンドウ（４３１）を表示装置（２０１）上に表示する。また、ウィンドウ（４３
１）は、当該ウィンドウ（４３１）内の選択された行を上方（すなわち、振動順序が上に
なる）に移動するためのボタン（４４１）及び当該ウィンドウ（４３１）内の選択された
行を下方（すなわち、振動順序が下になる）に移動するためのボタン（４４２）をさらに
表示しうる。
【０１３７】
　ウィンドウ（４３１）は、当該ウィンドウが呼び出された時点での振動順序を示す。す
なわち、ウィンドウ（４３１）は、振動順序の１番目が左上の図（符号４１１）であり、
その２番目が右下の図（符号４１２）であり、及び、その３番目が左中の図（符号４１３
）であることを示す。当該振動順序は、記憶装置（２１０）中に格納された振動設定デー
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タ（２１２）から読み取られる。ユーザは、ウィンドウ（４３１）上の振動順序を変更し
たい箇所を選択する。ユーザは、例えば、上記ウィンドウ（４３１）内の上から３番目（
すなわち、符号４１３に対応する左中の図）をマウスの左クリックで選択する。次に、ユ
ーザは、ボタン（４４１）を左クリックし、上記ウィンドウ（４３１）内の当該選択した
３番目を一番上に移動する（すなわち、ユーザはボタン（４４１）を２回左クリックする
）。その結果をウィンドウ（４３２）に示す。
【０１３８】
　ステップ４０８－１では、表示制御手段（２０７）は、ウィンドウ（４３１）の表示を
ウィンドウ（４３２）に変更する。次に、ユーザは、例えば、上記ウィンドウ（４３２）
内の上から２番目（すなわち、符号４１１に対応する左上の図）をマウスの左クリックで
選択する。次に、ユーザは、ボタン（４４２）を左クリックし、上記ウィンドウ（４３２
）内の当該選択した２番目を一番下に移動する（すなわち、ユーザはボタン（４４２）を
１回左クリックする）。代替的に、ユーザは、例えば、上記ウィンドウ（４３２）内の上
から３番目（すなわち、符号４１２に対応する右下の図）をマウスの左クリックで選択す
る。次に、ユーザは、ボタン（４４１）を左クリックし、上記ウィンドウ（４３２）内の
当該選択した３番目を２番目に移動する（すなわち、ユーザはボタン（４４１）を１回左
クリックする）。その結果をウィンドウ（４３３）に示す。
【０１３９】
　ステップ４０９では、表示制御手段（２０７）は、ウィンドウ（４３２）の表示をウィ
ンドウ（４３１）に変更する。ウィンドウ（４３３）は、変更後の振動順序を示す。すな
わち、ウィンドウ（４３３）は、振動順序の１番目が左中の図（符号４１３）であり、そ
の２番目が右下の図（符号４１２）であり、及び、その３番目が左上の図（符号４１１）
であることを示す。
【０１４０】
　ステップ４１０では、ユーザは、振動順序の変更の操作が終了したことに応じて、ウィ
ンドウ（４３３）上の「ＯＫ」ボタン（図示せず）を左クリックする。設定手段（２０４
）は、当該左クリックに応じて、振動設定データ（２１２）中の振動順序を、ステップ４
０９において変更され確定された後の変更順序に変更する。ステップ４１０の図は、ステ
ップ４０９において設定された第１の振動部分、ステップ４０５において設定された第２
の振動部分、及びステップ４０７において設定された振動部分の変更後の各振動順序が、
順に、３番目、２番目、及び１番目であることを丸数字で示している。当該丸数字は、本
発明の理解を容易にするために付されたものであり、例えば設定装置（１０１－１）が振
動順序を検証する場合に、当該丸数字を表示するようにし、それ以外の場合には表示装置
（２０１）上に表示しないようにしうる。
【０１４１】
　図４Ｃは、本発明の実施態様に従い、電子データ中に複数の振動部分を設定するための
スキームを示す図である。
　図４Ｃのステップ４５１～ステップ４５３は、それぞれ、図４Ａのステップ４０１～４
０３に対応する。従って、ステップ４５１～４５３についての説明はステップ４０１～４
０３の説明を参照されたい。
【０１４２】
　ステップ４５４において、ユーザは、ステップ４５３において設定された振動部分（第
１の振動部分）に情報を関連付けたいとする。ユーザは、上記ページ上で、ステップ４５
２と同様にして振動設定モード（又は、情報関連付けのためのモード）を呼び出す。設定
手段（２０４）は、振動部分に情報を関連付けるために振動設定モードへ移行したことを
ユーザに知らせるためのウィンドウ（４７２）を表示させる命令を、表示制御手段（２０
７）に送りうる。表示制御手段（２０７）は、当該命令を受信することに応じて、上記ウ
ィンドウ（４７２）を表示装置（２０１）上に表示しうる。
【０１４３】
　ステップ４５５において、ユーザは、第１の振動部分（４６１）上でマウスを右クリッ
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クし、当該第１の振動部分（４６１）に関連付けられる情報、例えばファイル名又はボタ
ン名を選択する。設定手段（２０４）は、例えば、振動設定データ（２１２）中に、当該
第１の振動部分に関連付けられる情報、例えば上記ファイル名又は上記ボタン名を、当該
第１の振動部分に関連付けて振動設定データ（２１２）中に登録する。当該登録された情
報が、第１の振動部分に関連付けられた情報である。表示制御手段（２０７）は、当該第
１の振動部分（４６１）が操作指によって指定されて振動した場合に、当該第１の振動部
分に関連付けられた情報を表示装置（２０１）上に表示しうる。さらに、ユーザは、第１
の振動部分（４６１）上でマウスを右クリックし、当該第１の振動部分（４６１）を含む
電子データ又はページに関連付けられうる情報、例えばファイル名又はボタン名を選択し
うる。設定手段（２０４）は、例えば、振動設定データ（２１２）中に、当該第１の振動
部分（４６１）を含む電子データ又はページに関連付けられうる情報、例えば上記ファイ
ル名又は上記ボタン名を、当該第１の振動部分（４６１）に関連付けて振動設定データ（
２１２）中に登録する。当該登録された情報が、第１の振動部分を含む電子データ又はペ
ージに関連付けられた情報（振動部分に応じて表示する情報）である。表示制御手段（２
０７）は、当該第１の振動部分を含む電子データ又はページが表示装置（２０１）上に表
示されて振動した場合に、当該第１の振動部分に応じて表示する情報を表示装置（２０１
）上に表示しうる。
【０１４４】
　ステップ４５６において、設定手段（２０４）は、任意的に、第１の振動部分（４６１
）の近傍に、当該第１の振動部分の近傍に情報が関連付けられていることをユーザに示す
ためのアイコン（４６２）を表示しうる。
【０１４５】
　ステップ４５６に引き続いて、図４Ａに示すステップ４０４～４０５が行われて、電子
データに第２の振動部分が設定されうる。そして、引き続き、ステップ４５４～４５５が
行われて、電子データの第２の振動部分に、情報を関連付けることが可能である。以下、
第ｎの振動部分についても同様にして、情報が関連付けられうる。
【０１４６】
　以下に、本発明において使用されうる振動設定データの一例を図５Ａ及び図５Ｂに従い
説明する。なお、本発明において使用されうる振動設定データは、図５Ａ及び図５Ｂに記
載の具体例に限定されるものではないことに留意されたい。
【０１４７】
　図５Ａは、本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分の振動
順序を格納する振動設定データを示す図である。
　振動設定データ（５０１）は、振動部分（第１の振動部分～第ｎの振動部分）それぞれ
に、各レコード１～ｎを有しうる（ｎは１以上の整数である）。図５Ａでは、レコード１
～５が示されている。
【０１４８】
　各レコードは、振動位置番号（５２１）及び振動順序（５２２）、並びに、任意的に、
文書番号（５２３）及び／又はページ番号（５２４）を有しうる。各レコードは、さらに
、行の始点及び終点（５２５及び５２６）、及び／又は、文字の始点及び終点（５２７及
び５２８）を有しうる。図５Ａに示す振動設定データ（５０１）は、特には、テキスト・
データに振動部分を設定する場合に有用である。
【０１４９】
　振動位置番号（５２１）は、各振動部分に一意的に割り当てられる識別番号である。
【０１５０】
　振動順序（５２２）は、１又は複数の電子文書中に設定された振動部分が移動可能な対
象物によって指定された場合に、当該振動部分が振動する順序を定義する。振動順序（５
２２）は振動制御手段（２０６）によって使用され、振動制御手段（２０６）は、当該振
動順序に従って、振動手段（２０５）を振動させる。
【０１５１】



(29) JP 2013-131012 A 2013.7.4

10

20

30

40

50

　文書番号（５２３）は、文書データに一意的に割り当てられる識別番号である。文書番
号（５２３）は、振動対象である文書データが複数である場合において、当該複数の文書
データのうちから一つの文書データを特定するために振動制御手段（２０６）によって使
用されうるパラメータである。
【０１５２】
　ページ番号（５２４）は、文書データ中の各ページに一意的に割り当てられている識別
番号である、ページ番号（５２４）は、文書データ中の各ページに表示されているページ
番号と必ずしも一致しない。ページ番号（５２４）は、電子文書の総ページ数に対して、
例えば１から順に各ページに割り当てられうる。
【０１５３】
　行の始点及び終点（５２５及び５２６）、並びに、文字の始点及び終点（５２７及び５
２８）はいずれも、振動部分を特定するために振動制御手段（２０６）によって使用され
うるパラメータであり、文書データ中の各ページにおける行の始点及び終点、並びに、文
字の始点及び終点でありうる。
【０１５４】
　ページ番号（５２４）、行の始点及び終点（５２５及び５２６）、並びに、文字の始点
及び終点（５２７及び５２８）はいずれも、振動部分を特定するために振動制御手段（２
０６）によって使用されうるパラメータである。
【０１５５】
　レコード１（５１１）及びレコード２（５１２）では、行の始点及び終点（５２５及び
５２６）が特定されている。従って、レコード１（５１１）及びレコード２（５１２）で
は、振動部分が、行の始点及び終点（５２５及び５２６）によって特定されていることを
示す。
【０１５６】
　レコード３（５１３）では、ページ番号（５２４）が特定されているが、行の始点及び
終点（５２５及び５２６）、並びに、文字の始点及び終点（５２７及び５２８）のいずれ
も特定されていない。従って、レコード３（５１３）では、振動部分が、ページ番号（ペ
ージ全体）によって特定されていることを示す。
【０１５７】
　レコード４（５１４）では、文字の始点及び終点（５２７及び５２８）が特定されてい
る。従って、レコード４（５１４）では、振動部分が、文字の始点及び終点（５２７及び
５２８）によって特定されていることを示す。
【０１５８】
　レコード５（５１５）では、行の始点及び終点（５２５及び５２６）、並びに、文字の
始点及び終点（５２７及び５２８）が特定されている。従って、レコード５（５１５）で
は、振動部分が、行の始点及び終点（５２５及び５２６）、並びに、文字の始点及び終点
（５２７及び５２８）の両方によって特定されていることを示す。
【０１５９】
　図５Ｂは、本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動部分の振動
順序を格納する振動設定データを示す図である。
　振動設定データ（５０２）は、振動部分（第１の振動部分～第ｎの振動部分）それぞれ
に、各レコード１～ｎを有しうる（ｎは１以上の整数である）。図５Ｂでは、レコード１
～５が示されている。
【０１６０】
　各レコードは、振動位置番号（５４１）及び振動順序（５４２）、並びに、任意的に、
文書番号（５４３）及び／又はページ番号（５４４）を有しうる。各レコードは、さらに
、電子データのページにおけるＸ始点及びＸ終点（５４５及び５４６）、及び／又は、電
子データのページにおけるＹ始点及びＹ終点（５４７及び５４８）を有しうる。Ｘはペー
ジにおける横方向であり、Ｙはページにおける縦方向でありうる。例えば、ページの左上
の座標を（Ｘ，Ｙ）＝（０，０）としうる。図５Ｂに示す振動設定データ（５０２）は、



(30) JP 2013-131012 A 2013.7.4

10

20

30

40

50

特には、画像データに振動部分を設定する場合に有用である。
【０１６１】
　図５Ｂに示す振動位置番号（５４１）、振動順序（５４２）、文書番号（５４３）及び
ページ番号（５４４）はそれぞれ、図５Ａに示す振動位置番号（５２１）、振動順序（５
２２）、文書番号（５２３）及びページ番号（５２４）と同じである。従って、振動位置
番号（５４１）、振動順序（５４２）、文書番号（５４３）及びページ番号（５４４）に
ついての説明は、振動位置番号（５２１）、振動順序（５２２）、文書番号（５２３）及
びページ番号（５２４）についての上記説明を参照されたい。
【０１６２】
　電子データのページにおけるＸ始点及びＸ終点（５４５及び５４６）並びにＹ始点及び
Ｙ終点（５４７及び５４８）は、振動部分を特定するために振動制御手段（２０６）によ
って使用されうるパラメータである。
【０１６３】
　レコード１（５３１）～レコード５（５３５）では、Ｘ始点及びＸ終点（５４５及び５
４６）並びにＹ始点及びＹ終点（５４７及び５４８）が特定されている。従って、レコー
ド１（５３１）～レコード５（５３５）では、振動部分が、ページ上の座標（四角形）に
よって特定されていることを示す。
【０１６４】
　図５Ａに示す振動設定データ（５０１）は、特には、テキスト・データに振動部分を設
定する場合に有用であり、図５Ｂに示す振動設定データ（５０２）は、特には、画像デー
タに振動部分を設定する場合に有用である場合を示した。ユーザは、図５Ａに示す振動設
定データ（５０１）と図５Ｂに示す振動設定データ（５０２）とを合体し、振動部分とし
てテキスト・データ及び画像データがある場合に対応しうるように振動設定データ（５０
１）及び振動設定データ（５０２）を適宜変更することが可能である。代替的に、設定手
段（２０４）は、振動部分の設定に応じて、当該振動部分を特定する為に適切なパラメー
タを上記に示したパラメータのうちから適宜組み合わせて採用しうる。
【０１６５】
　以下に、複数の振動部分が設定された電子データにおいて、当該電子データ中に設定さ
れた複数の振動部分が移動可能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振
動順序に従い振動を生じるスキームを図６Ａ～図６Ｂ、図６Ｃ～図６Ｄ、図６Ｅ～図６Ｆ
、図６Ｇ～図６Ｉ、及び図６Ｊ～図６Ｋ、並びに、図７Ａ～図７Ｂに従い説明する。なお
、本発明に従う上記スキームは、上記下図６Ａ～図６Ｋ及び図７Ａ～図７Ｂに記載の例に
限定されるものではないことに留意されたい。
【０１６６】
　図６Ａ及び図６Ｂは、本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動
部分が移動可能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振
動を生じるスキームを示す図である。
　ユーザは、振動手段付装置（１０１－２）、例えばタッチパネル付き携帯電話を使用し
て、電子データを閲覧しようとする。図６Ａ及び図６Ｂの例において、上記電子データは
複数のページを含み、３ページ目の４行目の領域（６１１）（以下、領域（６１１）とも
いう）（第１の振動部分である）及び４ページ目の５行目の領域（６１２）（以下、領域
（６１２）ともいう）（第２の振動部分である）それぞれに振動部分が設定されており、
当該２つの振動部分の振動順序は、領域（６１１）、そして領域（６１２）の順であると
する。なお、図６Ａ及び図６Ｂの電子データの図において、丸数字は何ページ目であるか
を示しているとする。また、以下において振動制御手段（２０６）が使用する「カウンタ
値」とは、振動設定された部分において、次に振動する振動順序を示す値である。カウン
タ値は、振動設定された部分に操作指が置かれて振動した場合に、当該カウンタ値が１イ
ンクリメントされうる。
【０１６７】
　ステップ６０１では、ユーザは閲覧対象である電子データの呼び出し要求（例えば、記
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憶装置（２１０）からの読み込み要求、又は、ネットワークからのダウンロード要求）を
実行する。表示制御手段（２０７）は、ユーザからの当該要求に応じて、電子データを記
憶装置（２１０）中から読み込み、又は、ネットワークからダウンロードし、そして、振
動手段付装置（１０１－２）内のメイン・メモリ（１０３）中に読み込む。振動手段付装
置（１０１－２）の表示装置（２０１）上には、上記電子データの１ページ目を表示して
いる。ユーザは、画面上で操作指を右方向にスライドさせて、ページめくりをしたとする
。表示制御手段（２０７）は、上記右方向へのスライドに応じて、ページ番号を進めて、
表示装置（２０１）上にページ番号に対応するデータを表示する。
【０１６８】
　ステップ６０２では、ユーザは、画面上で操作指を右方向にスライドさせて、２ページ
目から３ページ目にめくったとする。そうすると、振動手段付装置（１０１－２）が振動
する。この理由は、振動制御手段（２０６）により下記処理が行われることによる。振動
制御手段（２０６）が、振動設定データ（２１２）を参照し、３ページの４行目の領域（
６１１）に振動設定がされていることを検出する。そして、振動制御手段（２０６）は、
領域（６１１）を含む３ページ目が画面上に表示されることに応じて、振動設定データ（
２１２）中の領域（６１１）の振動順序とメイン・メモリ（１０３）中のカウンタ値とを
比較する。そうすると、領域（６１１）の振動順序が１であり且つカウンタ値が１であり
、従って当該振動順序はカウンタ値と同じである。よって、振動制御手段（２０６）は、
振動手段（２０５）に振動命令を送る。振動手段（２０５）は、上記振動命令を受信して
、振動手段付装置（１０１－２）を振動させる。なお、ページ自体に振動部分が設定され
ている場合と、ページ中のいずれかの部分に振動部分が設定されている場合とで、振動方
法を異なるようにすることで、ユーザは、ページ自体に振動部分が設定されているか、又
は、ページ中のいずれかの部分に振動部分が設定されているかを知ることが可能になる。
本例において、ページ自体に振動部分が設定されている場合の振動が、例えば振動強度が
弱であり、ページ中のいずれかの部分に振動部分が設定されている場合の振動が、例えば
振動強度が強であるとする。上記振動手段（２０５）による振動が弱であるとする。そう
すると、ユーザは、３ページ目中のいずれかの部分に振動部分が設定されていることを知
る。
【０１６９】
　振動設定データ（２１２）において振動設定がされている振動部分が操作指によって指
定されることによって振動が生じる場合に、カウンタ値の値が一つ増える。しかしながら
、ステップ６０２では、振動設定データ（２１２）において振動設定がされている振動部
分（本例の場合６１１である）を含む領域（本例の場合、３ページ目である）が画面上に
表示されることに応じて振動が生じているので、振動制御手段（２０６）は上記カウンタ
値を変更しない。
【０１７０】
　ステップ６０３では、ユーザは、３ページ目において、画面上で操作指を下方向にスラ
イドさせて、１行目から順に操作指でなぞっているとする。操作指は現在２行目を指して
おり、領域（６１１）内にまだ入っていない。従って、振動はまだ生じない。
【０１７１】
　ステップ６０４では、ユーザは、３ページ目において、画面上で操作指を下方向にさら
にスライドさせているとする。操作指は現在３行目を指しており、領域（６１１）内にま
だ入っていない。従って、振動はまだ生じない。ユーザは、３ページ目において、画面上
で操作指を下方向にさらにスライドさせているとする。
【０１７２】
　ステップ６０５では、ユーザの操作指が領域（６１１）内に入るとする。そうすると、
振動手段付装置（１０１－２）が振動する。この理由は、振動制御手段（２０６）により
下記処理が行われることによる。振動制御手段（２０６）が、振動設定データ（２１２）
を参照し、領域（６１１）に振動設定がされていることを検出する。そして、振動制御手
段（２０６）は、領域（６１１）が操作指によって指定されることに応じて、振動設定デ
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ータ（２１２）中の領域（６１１）の振動順序とメイン・メモリ（１０３）中のカウンタ
値とを比較する。そうすると、領域（６１１）の振動順序が１であり且つカウンタ値が１
であり、従って当該振動順序はカウンタ値と同じである。よって、振動制御手段（２０６
）は、振動手段（２０５）に振動命令を送る。振動手段（２０５）は、上記振動命令を受
信して、振動手段付装置（１０１－２）を振動させる。上記振動手段（２０５）による振
動が強であるとする。そうすると、ユーザは、３ページ目の４行目に振動設定がされてい
ることを知る。
【０１７３】
　また、振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）において振動設定がされ
ている振動部分（６１１）が操作指によって指定されることによって振動が生じているの
で、上記カウンタ値の値を１つ増やして２にする。
【０１７４】
　ステップ６０６では、ユーザは、３ページ目において、画面上で操作指を領域（６１１
）を超えて、最後の行までスライドさせたとする。しかし、３ページ目には、領域（６１
１）以外に振動部分はないので振動は生じない。次に、ユーザは、画面上で操作指を右方
向にスライドさせて、３ページ目から４ページ目にページめくりをするとする。
【０１７５】
　ステップ６０７では、ユーザが３ページ目から４ページ目にページめくりをしたことに
応じて、振動手段付装置（１０１－２）が振動する。この理由は、振動制御手段（２０６
）により下記処理が行われることによる。振動制御手段（２０６）が、振動設定データ（
２１２）を参照し、４ページ目の５行目の領域（６１２）に振動設定がされていることを
検出する。そして、振動制御手段（２０６）は、領域（６１２）を含む４ページ目が画面
上に表示されることに応じて、振動設定データ（２１２）中の領域（６１２）の振動順序
とメイン・メモリ（１０３）中のカウンタ値とを比較する。カウンタ値は、現在２である
。そうすると、領域（６１１）の振動順序が２であり且つカウンタ値が２であり、従って
当該振動順序はカウンタ値と同じである。よって、振動制御手段（２０６）は、振動手段
（２０５）に振動命令を送る。振動手段（２０５）は、上記振動命令を受信して、振動手
段付装置（１０１－２）を振動させる。振動手段（２０５）による振動が弱であるとする
。そうすると、ユーザは、４ページ目に振動部分が設定されていることを知る。
【０１７６】
　振動設定データ（２１２）において振動設定がされている振動部分が操作指によって指
定されることによって振動が生じる場合に、カウンタ値の値が一つ増える。しかしながら
、ステップ６０７では、振動設定データ（２１２）において振動設定がされている振動部
分（本例の場合６１２である）を含む領域（本例の場合、４ページ目である）が画面上に
表示されることに応じて振動が生じているので、振動制御手段（２０６）は上記カウンタ
値を変更しない。
【０１７７】
　ステップ６０８では、ユーザは、４ページ目において、画面上で操作指を下方向にスラ
イドさせて、１行目から順に操作指でなぞっているとする。操作指は現在２行目を指して
おり、領域（６１２）内にまだ入っていない。従って、振動はまだ生じない。
【０１７８】
　ステップ６０９では、ユーザは、４ページ目において、画面上で操作指を下方向にさら
にスライドさせているとする。操作指は現在４行目を指しており、領域（６１２）内にま
だ入っていない。従って、振動はまだ生じない。ユーザは、４ページ目において、画面上
で操作指を下方向にさらにスライドさせているとする。
【０１７９】
　ステップ６１０では、ユーザの操作指が領域（６１２）内に入るとする。そうすると、
振動手段付装置（１０１－２）が振動する。この理由は、振動制御手段（２０６）により
下記処理が行われることによる。振動制御手段（２０６）が、振動設定データ（２１２）
を参照し、領域（６１２）に振動設定がされていることを検出する。そして、振動制御手
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段（２０６）は、領域（６１２）が操作指によって指定されることに応じて、振動設定デ
ータ（２１２）中の領域（６１２）の振動順序とメイン・メモリ（１０３）中のカウンタ
値とを比較する。そうすると、領域（６１２）の振動順序が２であり且つカウンタ値が２
であり、従って当該振動順序はカウンタ値と同じである。よって、振動制御手段（２０６
）は、振動手段（２０５）に振動命令を送る。振動手段（２０５）は、上記振動命令を受
信して振動し、振動手段付装置（１０１－２）を振動させる。振動手段（２０５）による
振動が強であるとする。そうすると、ユーザは、４ページ目の５行目に振動設定がされて
いることを知る。
【０１８０】
　また、振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）において振動設定がされ
ている振動部分（６１２）が操作指によって指定されることによって振動が生じているの
で、上記カウンタ値の値を１つ増やして３にする（図示せず）。
【０１８１】
　なお、図６Ａ及び図６Ｂの例では、振動部分を含むページが表示された場合においても
、振動制御手段（２０６）が振動手段付装置（１０１－２）を振動させる態様を示した。
しかしながら、ユーザは、振動部分を含むページが表示された場合において、当該振動部
分が操作指で指定されるまで、振動制御手段（２０６）が振動手段付装置（１０１－２）
を振動させないように設定しうる。
【０１８２】
　図６Ｃ及び図６Ｄは、本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動
部分が移動可能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振
動を生じるスキームを示す図である。
　ユーザは、振動手段付装置（１０１－２）、例えばタブレット端末を使用して、電子デ
ータを閲覧しようとする。図６Ｃ及び図６Ｄの例において、上記電子データは１つのペー
ジを含むがページに区切られていない（例えば、ウェブページである）。上記電子データ
では、４行目の領域（６３１）（以下、領域（６３１）ともいう）（第１の振動部分であ
る）及び１３行目の領域（６３２）（以下、領域（６３２）ともいう）（第２の振動部分
である）それぞれに振動部分が設定されており、当該２つの振動部分の振動順序は、領域
（６３２）、そして領域（６３１）の順であるとする。
【０１８３】
　ステップ６２１では、ユーザは閲覧対象である電子データの呼び出し要求（例えば、記
憶装置（２１０）からの読み込み要求、又は、ネットワークからのダウンロード要求）を
実行する。表示制御手段（２０７）は、ユーザからの当該要求に応じて、電子データを記
憶装置（２１０）中から読み込み、又は、ネットワークからダウンロードし、そして、振
動手段付装置（１０１－２）内のメイン・メモリ（１０３）中に読み込む。表示装置（２
０１）は、前記電子文書の呼び出し要求に応じて、上記電子データの最初の部分（点線で
囲まれている）を表示する。当該最初の部分には領域（６３１）が含まれている。そこで
、振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）を参照し、領域（６３１）に振
動設定がされていることを検出する。そして、振動制御手段（２０６）は、領域（６３１
）が画面上に表示されることに応じて、振動設定データ（２１２）中の領域（６３１）の
振動順序とメイン・メモリ（１０３）中のカウンタ値とを比較する。そうすると、領域（
６３１）の振動順序が２であり且つカウンタ値が１であり、従って当該振動順序はカウン
タ値と異なる。よって、振動制御手段（２０６）は、振動手段（２０５）に振動命令を送
らない。従って、振動手段付装置（１０１－２）は振動しない。
【０１８４】
　引き続き、ユーザは、画面上で操作指を下方向にスライドさせて、現在の画面の表示を
スライドさせた後の画面の表示へ変更していくとする。表示制御手段（２０７）は、上記
下方向へのスライドに応じて、下方向への内容の表示を進めて、表示装置（２０１）上に
対応する内容のデータを表示する。
【０１８５】
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　ステップ６２２では、ユーザは、画面上で操作指を下方向にスライドさせて、操作指が
領域（６３１）内に入ったとする。振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２
）を参照し、領域（６３１）に振動設定がされていることを検出する。そして、振動制御
手段（２０６）は、領域（６３１）が画面上に表示されることに応じて、振動設定データ
（２１２）中の領域（６３１）の振動順序とメイン・メモリ（１０３）中のカウンタ値と
を比較する。そうすると、領域（６３１）の振動順序が２であり且つカウンタ値が１であ
り、従って当該振動順序はカウンタ値と異なる。よって、振動制御手段（２０６）は、振
動手段（２０５）に振動命令を送らない。従って、振動手段付装置（１０１－２）は振動
しない。
【０１８６】
　ステップ６２３では、ユーザは、画面上で操作指を下方向にさらにスライドさせている
とする。画面上には、領域（６３２）がまだ表示されていない。さらに、操作指は領域（
６３２）内にまだ入っていない。従って、振動は生じない。
【０１８７】
　ステップ６２４では、ユーザは、画面上で操作指を下方向にさらにスライドさせている
とする。そうすると、表示装置（２０１）は、領域（６３２）を含む部分（点線で囲まれ
ている）を表示することになったとする。そうすると、振動手段付装置（１０１－２）が
振動する。この理由は、振動制御手段（２０６）により下記処理が行われることによる。
振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）を参照し、領域（６３２）に振動
設定がされていることを検出する。そして、振動制御手段（２０６）は、領域（６３２）
が画面上に表示されることに応じて、振動設定データ（２１２）中の領域（６３２）の振
動順序とメイン・メモリ（１０３）中のカウンタ値とを比較する。そうすると、領域（６
３２）の振動順序が１であり且つカウンタ値が１であり、従って当該振動順序はカウンタ
値と同じである。よって、振動制御手段（２０６）は、振動手段（２０５）に振動命令を
送る。振動手段（２０５）は、上記振動命令を受信して振動し、振動手段付装置（１０１
－２）を振動させる。本例において、振動部分を含む領域が画面上に表示される場合の振
動が、例えば間欠的な１秒置きの振動であり、振動部分が操作指によって指定された場合
の振動が、例えば連続的な５秒間の振動であるとする。上記振動手段（２０５）による振
動が間欠的な１秒置きの振動であるとする。そうすると、ユーザは、画面上に現在表示さ
れている部分中に振動部分の設定がされている領域があることを知る。
【０１８８】
　ステップ６２５では、ユーザの操作指が領域（６３２）内に入るとする。そうすると、
振動手段付装置（１０１－２）が振動する。この理由は、振動制御手段（２０６）により
下記処理が行われることによる。振動制御手段（２０６）が、振動設定データ（２１２）
を参照し、領域（６３２）に振動部分の設定がされていることを検出する。そして、振動
制御手段（２０６）は、領域（６３２）が操作指によって指定されることに応じて、振動
設定データ（２１２）中の領域（６３２）の振動順序とメイン・メモリ（１０３）中のカ
ウンタ値とを比較する。そうすると、領域（６３２）の振動順序が１であり且つカウンタ
値が１であり、従って当該振動順序はカウンタ値と同じである。よって、振動制御手段（
２０６）は、振動手段（２０５）に振動命令を送る。振動手段（２０５）は、上記振動命
令を受信して振動し、振動手段付装置（１０１－２）を振動させる。振動手段（２０５）
による振動が連続的な５秒間の振動であるとする。そうすると、ユーザは、現在操作指が
指している部分に振動設定がされていることを知る。
【０１８９】
　また、振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）において振動設定がされ
ている振動部分（６３２）が操作指によって指定されることによって振動が生じているの
で、上記カウンタ値の値を１つ増やして２にする。
【０１９０】
　ステップ６２６では、ユーザは、画面上で操作指を上方向にさらにスライドさせている
とする。画面上には、領域（６３１）がまだ表示されていない。さらに、操作指は領域（
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６３１）内にまだ入っていない。従って、振動は生じない。
【０１９１】
　ステップ６２７では、ユーザは、画面上で操作指を上方向にさらにスライドさせている
とする。画面上には、領域（６３１）がまだ表示されていない。さらに、操作指は領域（
６３１）内にまだ入っていない。従って、振動は生じない。
【０１９２】
　ステップ６２８では、ユーザは、画面上で操作指を上方向にさらにスライドさせている
とする。そうすると、表示装置（２０１）は、領域（６３１）を含む部分（点線で囲まれ
ている部分である）を表示することになったとする。そうすると、振動手段付装置（１０
１－２）が振動する。この理由は、振動制御手段（２０６）により下記処理が行われるこ
とによる。振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）を参照し、領域（６３
１）に振動設定がされていることを検出する。そして、振動制御手段（２０６）は、領域
（６３１）が画面上に表示されることに応じて、振動設定データ（２１２）中の領域（６
３１）の振動順序とメイン・メモリ（１０３）中のカウンタ値とを比較する。そうすると
、領域（６３２）の振動順序が２であり且つカウンタ値が２であり、従って当該振動順序
はカウンタ値と同じである。よって、振動制御手段（２０６）は、振動手段（２０５）に
振動命令を送る。振動手段（２０５）は、上記振動命令を受信して振動し、振動手段付装
置（１０１－２）を振動させる。上記振動手段（２０５）による振動が間欠的な１秒置き
の振動であるとする。そうすると、ユーザは、画面上に現在表示されている部分中に振動
部分の設定がされている領域があることを知る。
【０１９３】
　振動設定データ（２１２）において振動設定がされている振動部分が操作指によって指
定されることによって振動が生じる場合に、カウンタ値の値が一つ増える。しかしながら
、ステップ６２８では、振動設定データ（２１２）において振動設定がされている振動部
分（本例の場合６３１である）を含む領域（点線で囲まれている部分である）が画面上に
表示されることに応じて振動が生じているので、振動制御手段（２０６）は上記カウンタ
値を変更しない。
【０１９４】
　ステップ６２９では、ユーザは、画面上で操作指を上方向にさらにスライドさせている
とする。操作指は、領域（６３１）内にまだ入っていない。従って、振動は生じない。
【０１９５】
　ステップ６３０では、ユーザの操作指が領域（６３１）内に入るとする。そうすると、
振動手段付装置（１０１－２）が振動する。この理由は、振動制御手段（２０６）により
下記処理が行われることによる。振動制御手段（２０６）が、振動設定データ（２１２）
を参照し、領域（６３１）に振動部分の設定がされていることを検出する。そして、振動
制御手段（２０６）は、領域（６３１）が操作指によって指定されることに応じて、振動
設定データ（２１２）中の領域（６３１）の振動順序とメイン・メモリ（１０３）中のカ
ウンタ値とを比較する。そうすると、領域（６３１）の振動順序が２であり且つカウンタ
値が２であり、従って当該振動順序はカウンタ値と同じである。よって、振動制御手段（
２０６）は、振動手段（２０５）に振動命令を送る。振動手段（２０５）は、上記振動命
令を受信して振動し、振動手段付装置（１０１－２）を振動させる。上記振動手段（２０
５）による振動が連続的な５秒間の振動であるとする。そうすると、ユーザは、現在操作
指が指している部分に振動設定がされていることを知る。
【０１９６】
　また、振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）において振動設定がされ
ている振動部分（６３１）が操作指によって指定されることによって振動が生じているの
で、上記カウンタ値の値を１つ増やして３にする（図示せず）。
【０１９７】
　なお、図６Ｃ及び図６Ｄの例では、振動部分を含む行（領域６３１又は領域６３２）が
表示された場合においても、振動制御手段（２０６）が振動手段付装置（１０１－２）を
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振動させる態様を示した。しかしながら、ユーザは、振動部分を含む行が表示された場合
において、当該振動部分が操作指で指定されるまで、振動制御手段（２０６）が振動手段
付装置（１０１－２）を振動させないように設定しうる。
【０１９８】
　図６Ｅ及び図６Ｆは、本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動
部分が移動可能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振
動を生じるスキームを示す図である。
　ユーザは、振動手段付装置（１０１－２）、例えばタブレット端末を使用して、電子デ
ータを閲覧しようとする。図６Ｅ及び図６Ｆの例において、電子データは複数のページを
含んでおり、振動手段付装置（１０１－２）の表示装置（２０１）は、画面上に一度に４
ページ分（６４１－１，６４１－２，６４１－３及び６４１－４）を表示している。上記
電子データでは、３ページ目の５行目の領域（６５１）（以下、領域（６５１）ともいう
）（第１の振動部分である）及び４ページ目それ自体（６５２）（以下、領域（６５２）
ともいう）（第２の振動部分である）それぞれに振動部分が設定されており、当該２つの
振動部分の振動順序は、領域（６５１）、そして領域２（６５２）の順であるとする。な
お、図６Ｅ及び図６Ｆの電子データの図において、丸数字は何ページ目であるかを示して
いるとする。また、本例において、画面上に表示されている複数のページ中のうち振動部
分を含むページが操作指によって指定された場合の振動が、例えば当該振動部分を含むペ
ージのみの振動であり、画面上に表示されている複数のページ中のうち振動設定されてい
るページが操作指によって指定された場合の振動が、例えば振動手段付装置（１０１－２
）それ自体が振動する振動であるとする。
【０１９９】
　ステップ６４１では、ユーザは閲覧対象である電子データの呼び出し要求（例えば、記
憶装置（２１０）からの読み込み要求、又は、ネットワークからのダウンロード要求）を
実行する。表示制御手段（２０７）は、ユーザからの当該要求に応じて、電子データを記
憶装置（２１０）中から読み込み、又は、ネットワークからダウンロードし、そして、振
動手段付装置（１０１－２）内のメイン・メモリ（１０３）中に読み込む。振動手段付装
置（１０１－２）の表示装置（２０１）は、上記電子データの１ページ～４ページ目を同
時に表示している。ユーザは、画面上で操作指を種々の方向にスライドさせて、１ページ
～４ページ目のいずれかのページに操作指を移動しようとしている。
【０２００】
　ステップ６４２では、ユーザは、４ページ目（すなわち領域（６５２））上に操作指を
置いているとする。そして、振動制御手段（２０６）は、領域（６５２）上に操作指があ
ることに応じて、振動設定データ（２１２）を参照し、領域（６５２）に振動設定がされ
ていることを検出する。振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）中の領域
（６５２）の振動順序とメイン・メモリ（１０３）中のカウンタ値とを比較する。そうす
ると、領域（６５２）の振動順序が２であり且つカウンタ値が１であり、従って当該振動
順序はカウンタ値と異なる。よって、振動制御手段（２０６）は、振動手段（２０５）に
振動命令を送らない。従って、振動手段付装置（１０１－２）は振動しない。
【０２０１】
　引き続き、ユーザは、操作指を４ページ目から３ページ目にスライドさせて移動してい
るとする。
【０２０２】
　ステップ６４３では、ユーザの操作指が３ページ目に入ったとする。振動制御手段（２
０６）は、領域（６５１）を含む３ページ目に操作指があることに応じて、振動設定デー
タ（２１２）を参照し、領域（６５１）に振動設定がされていることを検出する。振動制
御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）中の領域（６５１）の振動順序とメイン
・メモリ（１０３）中のカウンタ値とを比較する。そうすると、領域（６５１）の振動順
序が１であり且つカウンタ値が１であり、従って当該振動順序はカウンタ値と同じである
。よって、振動制御手段（２０６）は、振動手段（２０５）に振動命令を送る。振動手段
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（２０５）は、上記振動命令を受信して、下記に従い振動を生じる。上記振動手段（２０
５）による振動が画面上の３ページ目のみの振動であるとする。そうすると、ユーザは、
３ページ目に振動部分が設定されていることを知る。次に、ユーザは、３ページ目のみを
画面上に拡大表示させるために、３ページ目上で例えばトリプル・クリックをする。表示
制御手段（２０７）は、上記トリプル・クリックに応じて、画面上に３ページ目のみを表
示する。
【０２０３】
　振動設定データ（２１２）において振動設定がされている振動部分が操作指によって指
定されることによって振動が生じる場合に、カウンタ値の値が一つ増える。しかしながら
、ステップ６４３では、振動設定データ（２１２）において振動設定がされている振動部
分（本例の場合６５１である）を含む領域（本例の場合、３ページ目である）に操作指が
入ることに応じて振動が生じているので、振動制御手段（２０６）は上記カウンタ値を変
更しない。
【０２０４】
　ステップ６４４では、ユーザは、３ページ目において、画面上で操作指を下方向にスラ
イドさせているとする。操作指は現在４行目を指しており、領域（６５１）内にまだ入っ
ていない。従って、振動はまだ生じない。
【０２０５】
　ステップ６４５では、ユーザの操作指が領域（６５１）内に入るとする。そうすると、
振動手段付装置（１０１－２）が振動する。この理由は、振動制御手段（２０６）により
下記処理が行われることによる。振動制御手段（２０６）が、振動設定データ（２１２）
を参照し、領域（６５１）に振動設定がされていることを検出する。そして、振動制御手
段（２０６）は、領域（６５１）が操作指によって指定されることに応じて、振動設定デ
ータ（２１２）中の領域（６５１）の振動順序とメイン・メモリ（１０３）中のカウンタ
値とを比較する。そうすると、領域（６１１）の振動順序が１であり且つカウンタ値が１
であり、従って当該振動順序はカウンタ値と同じである。よって、振動制御手段（２０６
）は、振動手段（２０５）に振動命令を送る。振動手段（２０５）は、上記振動命令を受
信して振動し、振動手段付装置（１０１－２）を振動させる（例えば連続的な５秒間の振
動）。そうすると、ユーザは、３ページ目の５行目に振動設定がされていることを知る。
【０２０６】
　また、振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）において振動設定がされ
ている振動部分（６５１）が操作指によって指定されることによって振動が生じているの
で、上記カウンタ値の値を１つ増やして２にする。
【０２０７】
　次に、ユーザは、画面上に上記電子データの１ページ～４ページ目を同時に表示させる
ために、３ページ目上で例えばトリプル・クリックをする。表示制御手段（２０７）は、
上記トリプル・クリックに応じて、画面上に１ページ～４ページ目を同時に表示する。
【０２０８】
　ステップ６４６では、ユーザは、操作指を３ページ目から４ページ目にスライドさせて
移動しているとする。
【０２０９】
　ステップ６４７では、ユーザは、操作指を３ページ目から４ページ目にスライドさせて
移動しているとする。ユーザの操作指が４ページ目に入ったとする。振動制御手段（２０
６）は、領域（６５２）（すなわち４ページ目である）に操作指があることに応じて、振
動設定データ（２１２）を参照し、領域（６５２）に振動設定がされていることを検出す
る。振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）中の領域（６５２）の振動順
序とメイン・メモリ（１０３）中のカウンタ値とを比較する。そうすると、領域（６５２
）の振動順序が２であり且つカウンタ値が２であり、従って当該振動順序はカウンタ値と
同じである。よって、振動制御手段（２０６）は、振動手段（２０５）に振動命令を送る
。振動手段（２０５）は、上記振動命令を受信して振動し、振動手段付装置（１０１－２



(38) JP 2013-131012 A 2013.7.4

10

20

30

40

50

）を振動させる。上記振動手段（２０５）による振動が、振動手段付装置（１０１－２）
が振動する振動であるとする。そうすると、ユーザは、４ページ目に振動部分が設定され
ていることを知る。
【０２１０】
　また、振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）において振動設定がされ
ている振動部分（６５２）が操作指によって指定されることによって振動が生じているの
で、上記カウンタ値の値を１つ増やして３にする（図示せず）。
【０２１１】
　図６Ｇ、図６Ｈ及び図６Ｉは、本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複
数の振動部分が移動可能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序
に従い振動を生じるスキームを示す図である。
　ユーザは、振動手段付装置（１０１－２）、例えばタッチパネル付き携帯電話を使用し
て、機械組み立てマニュアルである電子データを閲覧しようとする。図６Ｇ～図６Ｉの例
において、上記電子データは一つのページ上に複数の図（本例では、６個）、例えば機械
画像を含んでいるものとする。また、本例において、上記複数の図は便宜的に円で示され
ている。上記電子データでは、左上の図の領域（６７１）（以下、領域（６７１）ともい
う）（第１の振動部分である）、右下の図の領域（６７２）（以下、領域（６７２）とも
いう）（第２の振動部分である）、及び左中の図の領域（６７３）（以下、領域（６７３
）ともいう）（第３の振動部分である）それぞれに振動部分が設定されており、当該３つ
の振動部分の振動順序は、領域（６７１）、領域（６７２）、そして領域（６７３）の順
であるとする。また、本例において、振動設定がされている図が操作指によって指定され
た場合の振動が、例えば当該振動部分のみが領域の振動であるとする。
【０２１２】
　ステップ６６１では、ユーザは閲覧対象である電子データの呼び出し要求（例えば、記
憶装置（２１０）からの読み込み要求、又は、ネットワークからのダウンロード要求）を
実行する。表示制御手段（２０７）は、ユーザからの当該要求に応じて、電子データを記
憶装置（２１０）中から読み込み、又は、ネットワークからダウンロードし、そして、振
動手段付装置（１０１－２）内のメイン・メモリ（１０３）中に読み込む。振動手段付装
置（１０１－２）の表示装置（２０１）は、上記電子データ中の６個の図を含むページを
表示している。ユーザは、画面上で操作指を種々の方向にスライドさせて、６個の図のう
ちのいずれかに操作指を移動しようとしている。
【０２１３】
　ステップ６６２では、ユーザは、左上の図（すなわち領域（６７１））上に操作指を置
いているとする。そして、振動制御手段（２０６）は、領域（６７１）上に操作指がある
ことに応じて、振動設定データ（２１２）を参照し、領域（６７１）に振動設定がされて
いることを検出する。振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）中の領域（
６７１）の振動順序とメイン・メモリ（１０３）中のカウンタ値とを比較する。そうする
と、領域（６７１）の振動順序が１であり且つカウンタ値が１であり、従って当該振動順
序はカウンタ値と同じである。よって、振動制御手段（２０６）は、振動手段（２０５）
に振動命令を送る。振動手段（２０５）は、上記振動命令を受信して、下記に従い振動を
生じる。上記振動手段（２０５）による振動が、左上の図の領域（６７１）のみの振動で
あるとする。そうすると、ユーザは、左上の図に振動部分が設定されていることを知る。
【０２１４】
　また、振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）において振動設定がされ
ている領域（６７１）が操作指によって指定されることによって振動が生じているので、
上記カウンタ値の値を１つ増やして２にする。
【０２１５】
　ステップ６６３では、表示制御手段（２０７）は、領域（６７１）が振動することに応
じて、当該領域（６７１）に関連付けられた情報を新たなウィンドウ上に表示する。当該
情報は、手順の確認を促す旨のメッセージ（「次の手順へ進みますか？今の手順１／３」
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）でありうる。また、上記ウィンドウは、さらに、確認したことを入力するための「Ｙ」
ボタン、及びまだ確認していないことを入力するための「Ｎ」ボタンを有する。
【０２１６】
　表示制御手段（２０７）は、上記ウィンドウが表示されている間、振動制御手段（２０
６）の処理動作を止めることができうる。すなわち、ユーザが、画面上の図に触れても振
動は一切生じない。
【０２１７】
　引き続き、ユーザが、「Ｙ」ボタンをマウスで左クリックしたとする。表示制御手段（
２０７）は上記ウィンドウを画面上から消去し、振動制御手段（２０６）の処理動作をア
クティブにする。
【０２１８】
　ステップ６６４では、引き続き、ユーザは、画面上で操作指を種々の方向にスライドさ
せて、６個の図のうちのいずれかに操作指を移動しようとしている。
【０２１９】
　ステップ６６５では、ユーザの操作指が振動設定されている領域内にないために、振動
は生じない。引き続き、ユーザは、画面上で操作指を種々の方向にスライドさせて、６個
の図のうちのいずれかに操作指を移動しようとしている。
【０２２０】
　ステップ６６６では、ユーザは、右下の図（すなわち領域（６７２））上に操作指を置
いているとする。そして、振動制御手段（２０６）は、領域（６７２）上に操作指がある
ことに応じて、振動設定データ（２１２）を参照し、領域（６７２）に振動設定がされて
いることを検出する。振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）中の領域（
６７２）の振動順序とメイン・メモリ（１０３）中のカウンタ値とを比較する。そうする
と、領域（６７２）の振動順序が２であり且つカウンタ値が２であり、従って当該振動順
序はカウンタ値と同じである。よって、振動制御手段（２０６）は、振動手段（２０５）
に振動命令を送る。振動手段（２０５）は、上記振動命令を受信して、下記に従い振動を
生じる。上記振動手段（２０５）による振動が、右下の図の領域のみの振動であるとする
。そうすると、ユーザは、右下の図に振動部分が設定されていることを知る。
【０２２１】
　また、振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）において振動設定がされ
ている振動部分（６７２）が操作指によって指定されることによって振動が生じているの
で、上記カウンタ値の値を１つ増やして３にする。
【０２２２】
　ステップ６６７では、表示制御手段（２０７）は、領域（６７２）が振動することに応
じて、当該領域（６７２）に関連付けられた情報を新たなウィンドウ上に表示する。当該
情報は、手順の確認を促す旨のメッセージ（「次の手順へ進みますか？今の手順２／３」
）でありうる。また、ウィンドウは、さらに、確認したことを入力するための「Ｙ」ボタ
ン、及びまだ確認していないことを入力するための「Ｎ」ボタンを有する。
【０２２３】
　表示制御手段（２０７）は、上記ウィンドウが表示されている間、振動制御手段（２０
６）の処理動作を止めることができうる。すなわち、ユーザが、画面上の図に触れても振
動は一切生じない。
【０２２４】
　引き続き、ユーザが、「Ｙ」ボタンをマウスで左クリックしたとする。表示制御手段（
２０７）は上記ウィンドウを画面上から消去し、振動制御手段（２０６）の処理動作をア
クティブにする。
【０２２５】
　ステップ６６８では、引き続き、ユーザは、画面上で操作指を種々の方向にスライドさ
せて、６個の図のうちのいずれかに操作指を移動しようとしている。
【０２２６】



(40) JP 2013-131012 A 2013.7.4

10

20

30

40

50

　ステップ６６９では、ユーザは、左中の図（すなわち領域（６７３））上に操作指を置
いているとする。そして、振動制御手段（２０６）は、領域（６７３）上に操作指がある
ことに応じて、振動設定データ（２１２）を参照し、領域（６７３）に振動設定がされて
いることを検出する。振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）中の領域（
６７３）の振動順序とメイン・メモリ（１０３）中のカウンタ値とを比較する。そうする
と、領域（６７３）の振動順序が３であり且つカウンタ値が３であり、従って当該振動順
序はカウンタ値と同じである。よって、振動制御手段（２０６）は、振動手段（２０５）
に振動命令を送る。振動手段（２０５）は、上記振動命令を受信して、下記に従い振動を
生じる。上記振動手段（２０５）による振動が、左下の図の領域のみの振動であるとする
。そうすると、ユーザは、左下の図に振動部分が設定されていることを知る。
【０２２７】
　また、振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）において振動設定がされ
ている振動部分（６７３）が操作指によって指定されることによって振動が生じているの
で、上記カウンタ値の値を１つ増やして４にする（図示せず）。
【０２２８】
　ステップ６７０では、表示制御手段（２０７）は、領域（６７３）が振動することに応
じて、当該領域（６７３）に関連付けられた情報を新たなウィンドウ上に表示する。当該
情報は、手順の確認を促す旨のメッセージ（「終了しますか？今の手順３／３」）であり
うる。また、ウィンドウは、さらに、確認したことを入力するための「Ｙ」ボタン、及び
まだ確認していないことを入力するための「Ｎ」ボタンを有する。
【０２２９】
　表示制御手段（２０７）は、上記ウィンドウが表示されている間、振動制御手段（２０
６）の処理動作を止めることができうる。すなわち、ユーザが、画面上の図に触れても振
動は一切生じない。
【０２３０】
　引き続き、ユーザが、「Ｙ」ボタンをマウスで左クリックしたとする。表示制御手段（
２０７）は上記ウィンドウを画面上から消去する。
【０２３１】
　図６Ｊ及び図６Ｋは、本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複数の振動
部分が移動可能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振
動を生じるスキームを示す図である。
　ユーザは、振動手段付装置（１０１－２）、例えばタッチパネル付き携帯電話を使用し
て、作業指示書である電子データを閲覧しようとする。図６Ｊ及び図６Ｋの例において、
上記電子データは一つのページ上に複数の図（本例では、６個）、例えば機器画像を含ん
でいるものとする。また、本例において、上記複数の図は便宜的に円で示されている。上
記電子データでは、左上の図の領域（６９１）（以下、領域（６９１）ともいう）（第１
の振動部分である）及び右下の図の領域（６９２）（以下、領域（６９２）ともいう）（
第２の振動部分である）それぞれに振動部分が設定されており、当該２つの振動部分の振
動順序は、領域（６９１）、そして領域（６９２）の順であるとする。
【０２３２】
　ステップ６８１では、ユーザは閲覧対象である電子データの呼び出し要求（例えば、記
憶装置（２１０）からの読み込み要求、又は、ネットワークからのダウンロード要求）を
実行する。表示制御手段（２０７）は、ユーザからの当該要求に応じて、電子データを記
憶装置（２１０）中から読み込み、又は、ネットワークからダウンロードし、そして、振
動手段付装置（１０１－２）内のメイン・メモリ（１０３）中に読み込む。振動手段付装
置（１０１－２）の表示装置（２０１）は、上記電子データ中の６個の図を含むページを
表示している。ユーザは、画面上で操作指を種々の方向にスライドさせて、６個の図のう
ちのいずれかに操作指を移動しようとしている。
【０２３３】
　ステップ６８２では、ユーザは、左上の図（すなわち領域（６９１））上に操作指を置
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いているとする。そして、振動制御手段（２０６）は、領域（６９１）上に操作指がある
ことに応じて、振動設定データ（２１２）を参照し、領域（６９１）に振動設定がされて
いることを検出する。振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）中の領域（
６９１）の振動順序とメイン・メモリ（１０３）中のカウンタ値とを比較する。そうする
と、領域（６９１）の振動順序が１であり且つカウンタ値が１であり、従って当該振動順
序はカウンタ値と同じである。よって、振動制御手段（２０６）は、振動手段（２０５）
に振動命令を送る。振動手段（２０５）は、上記振動命令を受信して振動し、振動手段付
装置（１０１－２）全体を振動させるとする。そうすると、ユーザは、左上の図に振動部
分が設定されていることを知る。そこで、ユーザは、左上の図をダブルクリックする。表
示制御手段（２０７）は、当該ダブルクリックに応じて、左上の図に関連付けられた作業
指示の内容を示すウィンドウを画面上に表示する（図示せず）。ユーザは、当該作業指示
の内容に従い実際の機器を確認して作業を終了後に、当該作業指示の内容を示すウィンド
ウを閉じる（図示せず）。
【０２３４】
　また、振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）において振動設定がされ
ている振動部分（６９１）が操作指によって指定されることによって振動が生じているの
で、上記カウンタ値の値を１つ増やして２にする。
【０２３５】
　ステップ６８３では、振動制御手段（２０６）は、領域（６９１）が振動し、その後に
上記作業指示の内容を示すウィンドウが閉じられたことに応じて、当該領域（６９１）に
関連付けられた情報を新たなウィンドウ上に表示する。当該情報は、作業が終了した確認
の入力を促す旨のメッセージである。また、上記ウィンドウは、さらに、確認したことを
入力するための「完了」ボタンを有する。
【０２３６】
　表示制御手段（２０７）は、上記ウィンドウが表示されている間、振動制御手段（２０
６）の処理動作を止めることができうる。すなわち、ユーザが、画面上の図に触れても振
動は一切生じない。
【０２３７】
　引き続き、ユーザが、「完了」ボタンをマウスで左クリックしたとする。表示制御手段
（２０７）は上記ウィンドウを画面上から消去し、振動制御手段（２０６）の処理動作を
アクティブにする。
【０２３８】
　ステップ６８４では、引き続き、ユーザは、画面上で操作指を種々の方向にスライドさ
せて、６個の図のうちのいずれかに操作指を移動しようとしている。
【０２３９】
　ステップ６８５では、ユーザの操作指が振動設定されている領域内にないために、振動
は生じない。引き続き、ユーザは、画面上で操作指を種々の方向にスライドさせて、６個
の図のうちのいずれかに操作指を移動しようとしている。
【０２４０】
　ステップ６８６では、ユーザは、右下の図（すなわち領域（６９２））上に操作指を置
いているとする。そして、振動制御手段（２０６）は、領域（６９２）上に操作指がある
ことに応じて、振動設定データ（２１２）を参照し、領域（６９２）に振動設定がされて
いることを検出する。振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）中の領域（
６９２）の振動順序とメイン・メモリ（１０３）中のカウンタ値とを比較する。そうする
と、領域（６９２）の振動順序が２であり且つカウンタ値が２であり、従って当該振動順
序はカウンタ値と同じである。よって、振動制御手段（２０６）は、振動手段（２０５）
に振動命令を送る。振動手段（２０５）は、上記振動命令を受信して振動し、振動手段付
装置（１０１－２）全体を振動させるとする。そうすると、ユーザは、右下の図に振動部
分が設定されていることを知る。そこで、ユーザは、右下の図をダブルクリックする。表
示制御手段（２０７）は、当該ダブルクリックに応じて、右下の図に関連付けられた作業
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指示の内容を示すウィンドウを画面上に表示する（図示せず）。ユーザは、当該作業指示
の内容に従い作業を終了後に、当該作業指示の内容を示すウィンドウを閉じる（図示せず
）。
【０２４１】
　また、振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）において振動設定がされ
ている領域（６９２）が操作指によって指定されることによって振動が生じているので、
上記カウンタ値の値を１つ増やして３にする（図示せず）。
【０２４２】
　ステップ６８７では、振動制御手段（２０６）は、領域（６９２）が振動し、その後に
上記作業指示の内容を示すウィンドウが閉じられたことに応じて、当該領域（６９２）に
関連付けられた情報を新たなウィンドウ上に表示する。当該情報は、作業が終了した確認
の入力を促す旨のメッセージである。また、上記ウィンドウは、さらに、確認したことを
入力するための「完了」ボタンを有する。
【０２４３】
　表示制御手段（２０７）は、上記ウィンドウが表示されている間、振動制御手段（２０
６）の処理動作を止めることができうる。すなわち、ユーザが、画面上の図に触れても振
動は一切生じない。
【０２４４】
　引き続き、ユーザが、「Ｙ」ボタンをマウスで左クリックしたとする。表示制御手段（
２０７）は上記ウィンドウを画面上から消去する。
【０２４５】
　図７Ａは、本発明の実施態様に従い、複数の電子文書中に設定された複数の振動部分が
移動可能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振動を生
じるスキームを示す図である。
　ユーザは、振動手段付装置（１０１－２）、例えばスマートフォンを使用して、電子デ
ータを閲覧しようとする。図７Ａの例において、振動手段付装置（１０１－２）の画面は
、４つの電子文書（７０１－１，７０１－２，７０１－３及び７０１－４）を表示してい
る。上記４つの電子文書では、電子文書（７０１－２）それ自体（第１の振動部分である
）、並びに、当該電子文書（７０１－２）の目次ページ中、第１章を示す領域（７１１）
（以下、領域（７１１）ともいう）（第２の振動部分である）及び同目次ページ中、第２
章を示す領域（以下、領域（７１２）ともいう）（第３の振動部分である）それぞれに振
動部分が設定されており、当該３つの振動部分の振動順序は、電子文書（７０１－２）、
領域（７１１）、そして領域（７１２）であるとする。
【０２４６】
　ステップ７０１では、ユーザは閲覧対象である電子データの呼び出し要求（例えば、記
憶装置（２１０）からの読み込み要求、又は、ネットワークからのダウンロード要求）を
実行する。表示制御手段（２０７）は、ユーザからの当該要求に応じて、上記４つの電子
データを記憶装置（２１０）中から読み込み、又は、ネットワークからダウンロードし、
そして、振動手段付装置（１０１－２）内のメイン・メモリ（１０３）中に読み込む。振
動手段付装置（１０１－２）の表示装置（２０１）は、上記４つの電子データの表紙ペー
ジを同時に表示している。ユーザは、画面上で操作指を種々の方向にスライドさせて、１
ページ～４ページ目のいずれかのページに操作指を移動しようとしている。
【０２４７】
　ユーザは、電子文書（７０１－２）上に操作指を置いているとする。そして、振動制御
手段（２０６）は、電子文書（７０１－２）上に操作指があることに応じて、振動設定デ
ータ（２１２）を参照し、電子文書（７０１－２）それ自体に振動設定がされていること
を検出する。振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）中の電子文書（７０
１－２）の振動順序（図７Ｂのレコード１（７３１）の振動順序を参照）とメイン・メモ
リ（１０３）中のカウンタ値とを比較する。そうすると、電子文書（７０１－２）の振動
順序が１であり且つカウンタ値が１であり、従って当該振動順序はカウンタ値と同じであ
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る。よって、振動制御手段（２０６）は、振動手段（２０５）に振動命令を送る。上記振
動命令を受信して、電子文書（７０１－２）が表示されている画面下に配置されている振
動手段（２０５）が振動する。よって、電子文書（７０１－２）が表示されている画面上
でのみ振動が生じる。そうすると、ユーザは、電子文書（７０１－２）に振動部分が設定
されていることを知る。
【０２４８】
　また、振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）において振動設定がされ
ている電子文書（７０１－２）が操作指によって指定されることによって振動が生じてい
るので、上記カウンタ値の値を１つ増やして２にする。
【０２４９】
　次に、ユーザは、電子文書（７０１－２）のみを画面上に表示させるために、電子文書
（７０１－２）上で例えばトリプル・クリックをする。表示制御手段（２０７）は、上記
トリプル・クリックに応じて、画面上に電子文書（７０１－２）の目次ページを表示する
。
【０２５０】
　ステップ７０２では、引き続き、ユーザは上記目次ページ上で操作指をスライドさせて
いるとする。ユーザの操作指が領域（７１１）に入ったとする。振動制御手段（２０６）
は、領域（７１１）に操作指があることに応じて、振動設定データ（２１２）を参照し、
領域（７１１）に振動設定がされていることを検出する。振動制御手段（２０６）は、振
動設定データ（２１２）中の領域（７１１）の振動順序（図７Ｂのレコード２（７３２）
の振動順序を参照）とメイン・メモリ（１０３）中のカウンタ値とを比較する。そうする
と、領域（７１１）の振動順序が２であり且つカウンタ値が２であり、従って当該振動順
序はカウンタ値と同じである。よって、振動制御手段（２０６）は、振動手段（２０５）
に振動命令を送る。振動手段（２０５）は、上記振動命令を受信して振動し、振動手段付
装置（１０１－２）全体を振動させる。
【０２５１】
　また、振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）において振動設定がされ
ている領域（７１１）が操作指によって指定されることによって振動が生じている。従っ
て、上記カウンタ値の値を１つ増やして３にする。
【０２５２】
　ユーザは、上記振動が生じることによって、目次ページ中、第１章を示す領域（７１１
）に振動部分が設定されていることを知る。そこで、ユーザは、目次ページ中、「第１章
　概説」と記載されている部分をダブルクリックする。
【０２５３】
　ステップ７０３では、表示制御手段（２０７）は、上記ダブルクリックに応じて、「第
１章　概説」のページ内容を示すウィンドウを画面上に表示する。代替的に、表示制御手
段（２０７）は、当該ダブルクリックに応じて、「第１章　概説」のページ内容に画面を
切り替える。ユーザは、「第１章　概説」のページ内容を見終わることに応じて、例えば
画面上をトリプル・クリックする。表示制御手段（２０７）は、当該トリプル・クリック
に応じて、画面の表示を目次ページに戻す（ステップ７０２の図を再び参照）。
【０２５４】
　上記では、ユーザが、目次ページ中、「第１章　概説」と記載されている部分をダブル
クリックする例を示した。しかしながら、目次ページ中、「第１章　概説」と記載されて
いる部分が「第１章　概説」の内容と関連付けられている場合には、表示制御手段（２０
７）は、上記振動に応じて、第１章を示す領域（７１１）に関連付けられた「第１章　概
説」のページ内容を表示するように画面を自動的に目次ページから「第１章　概説」のペ
ージ内容を切り替える。
【０２５５】
　ステップ７０４（ステップ７０２の図を参照）では、引き続き、ユーザは上記目次ペー
ジ上で操作指をさらにスライドさせているとする。ユーザの操作指が領域（７１２）に入
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ったとする。振動制御手段（２０６）は、領域（７１２）に操作指があることに応じて、
振動設定データ（２１２）を参照し、領域（７１２）に振動設定がされていることを検出
する。振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）中の領域（７１２）の振動
順序（図５Ｂのレコード３（７３３）の振動順序を参照）とメイン・メモリ（１０３）中
のカウンタ値とを比較する。そうすると、領域（６５２）の振動順序が３であり且つカウ
ンタ値が３であり、従って当該振動順序はカウンタ値と同じである。よって、振動制御手
段（２０６）は、振動手段（２０５）に振動命令を送る。振動手段（２０５）は、上記振
動命令を受信して振動し、振動手段付装置（１０１－２）全体を振動させる。
【０２５６】
　また、振動制御手段（２０６）は、振動設定データ（２１２）において振動設定がされ
ている領域（７１２）が操作指によって指定されることによって振動が生じている。従っ
て、上記カウンタ値の値を１つ増やして４にする（図示せず）。
【０２５７】
　ユーザは、上記振動が生じることによって、目次ページ中、第２章を示す領域（７１２
）に振動部分が設定されていることを知る。そこで、ユーザは、目次ページ中、「第２章
　マイグレーションの計画」と記載されている部分をダブルクリックする。
【０２５８】
　ステップ７０５では、表示制御手段（２０７）は、上記ダブルクリックに応じて、「第
２章　マイグレーションの計画」のページ内容を示すウィンドウを画面上に表示する。代
替的に、表示制御手段（２０７）は、当該ダブルクリックに応じて、「第２章　マイグレ
ーションの計画」のページ内容に画面を切り替える。ユーザは、「第２章　マイグレーシ
ョンの計画」のページ内容を見終わることに応じて、例えば画面上をトリプル・クリック
する。表示制御手段（２０７）は、当該トリプル・クリックに応じて、画面の表示を目次
ページに戻す（ステップ７０２の図を再び参照）。
【０２５９】
　上記では、ユーザが、目次ページ中、「第２章　マイグレーションの計画」と記載され
ている部分をダブルクリックする例を示した。しかしながら、目次ページ中、「第２章　
マイグレーションの計画」と記載されている部分が「第２章　マイグレーションの計画」
のページ内容と関連付けられている場合には、表示制御手段（２０７）は、上記振動に応
じて、第２章を示す領域（７１２）に関連付けられた「第２章　マイグレーションの計画
」のページ内容を表示するように画面を自動的に目次ページから「第２章　概説」のペー
ジ内容を切り替える。
【０２６０】
　図７Ｂは、本発明の実施態様に従い、複数の電子文書中に設定された複数の振動部分の
振動順序を格納する振動設定データを示す図である。
　図７Ｂに示す振動設定データ（７２１）は、図７Ａの４つの電子文書（７０１－１，７
０１－２，７０１－３及び７０１－４）を表示する場合に用いられる振動設定データであ
る。振動設定データ（７２１）中、レコード１（７３１）、レコード２（７３２）及びレ
コード３（７３３）はそれぞれ、電子文書（７０１－２）、領域（７１１）、及び領域（
７１２）に対応する振動設定である。
【０２６１】
　図８Ａは、本発明の実施態様に従い、電子データ中に複数の振動部分を設定し、そして
、当該設定された振動部分に情報を関連付ける処理のためのフローチャートを示す。
　ステップ８０１では、設定装置（１０１－１）は、上記処理を開始する。
【０２６２】
　ステップ８０２では、設定手段（２０４）は、複数の振動部分を設定する対象である１
又は複数の電子データの呼び出し要求を受信する。
【０２６３】
　ステップ８０３では、設定手段（２０４）は、上記呼び出し要求の電子データが入手可
能であるかどうかを確認する。電子データの入手は、例えば、記憶装置（２１０）から又
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はネットワーク経由で行われうる。振動制御手段（２０６）は、上記電子データが入手可
能であることに応じて、処理をステップ８０４に進める。一方、振動制御手段（２０６）
は、上記電子データが入手可能でないことに応じて、エラー出力のためにエラー処理（８
０５）を行う。ステップ８０５では、設定手段（２０４）は、要求された電子データが入
手できない旨を画面上に表示する。
【０２６４】
　ステップ８０４では、設定手段（２０４）は、ユーザからの振動設定モードに移行する
要求を受信することに応じて、振動設定モードに移行する。設定手段（２０４）は、ユー
ザが複数の電子データのうちの一つ、又は電子データ中の特定の部分を指定することに応
じて、当該指定された部分が振動させる部分であると特定するとする。上記振動部分の特
定のための詳細なスキームは、上記図３Ａの説明を参照されたい。
【０２６５】
　ステップ８０６では、設定手段（２０４）は、上記特定に応じて、振動設定データ（２
１２）に、振動順序、文書番号、及び、任意的にページ番号、並びに、任意的に、上記囲
まれた行の始点及び終点、若しくは、上記文字の始点及び終点（例えば、何文字目～何文
字目）、又はそれらの組み合わせ、及び任意的に振動方式を登録しうる。
【０２６６】
　ステップ８０７では、設定手段（２０４）は、振動部分に関連付ける情報があるかどう
か判断をおこなう。設置手段（２０４）は、振動部分に関連付ける情報があるかどうかの
問い合わせを、ユーザに対して例えばウィンドウに表示して行いうる。代替的には、設定
手段（２０４）は、振動部分の内容に応じて、自動的に情報を関連付けられるかどうかを
判断しうる。例えば、振動部分が目次データの項目である場合に、当該目次データの項目
に関連付けられる情報は、当該目次データの項目に対応するページ内容である。設定手段
（２０４）は、振動部分に関連付ける情報があることに応じて、処理をステップ８０８に
進める。一方、設定手段（２０４）は、振動部分に関連付ける情報がないことに応じて、
処理をステップ８０９に進める。
【０２６７】
　ステップ８０８では、設定手段（２０４）は、電子データ中に設定された振動部分に情
報を関連付ける。当該関連付けは、例えば、振動設定データ（２１２）中において、上記
情報のリンク情報を入力することによって行いうる。当該リンク情報は、例えば、ＵＲＬ
の形式で特定されうる。上記振動部分に情報を関連付けるための詳細なスキームは、上記
図３Ｃの説明を参照されたい。
【０２６８】
　ステップ８０９では、設定手段（２０４）は、振動部分の設定が完了したかどうかを確
認する。設置手段（２０４）は、振動部分の設定が完了したかどうかの問い合わせを、ユ
ーザに対して例えばウィンドウに表示して行いうる。設定手段（２０４）は、振動部分の
設定が完了したことに応じて、処理をステップ８１０に進める。一方、設定手段（２０４
）は、振動部分の設定が完了していないことに応じて、処理をステップ８０４に戻し、ス
テップ８０４～８０９の処理を繰り返す。
【０２６９】
　ステップ８１０では、設定手段（２０４）は、電子データ中に設定された複数の振動順
序又は振動方式を変更するかどうかを確認する。設定手段（２０４）は、ユーザからの振
動順序又は振動方式の変更要求に応じて、処理をステップ８１１に進める。一方、設定手
段（２０４）は、ユーザからの、振動設定モードの終了要求に応じて、振動順序及び振動
方式の変更要求がないと判断し、処理を終了ステップ８１２に進める。上記振動順序を変
更するための詳細なスキームは、上記図３Ｂの説明を参照されたい。振動方式の変更につ
いても、図３Ｂに示す振動順序の変更と同様にして、振動方式の変更のためのウィンドウ
を表示し、振動部分毎に振動方式を設定しうる。ユーザは、振動方式として、例えば、強
度、回数、時間、震え方でありうる。震え方は、例えば、画面の一部若しくは全体、又は
、震える方法（例えば、画面に対して横方向、縦方向など）をメニューから選択しうる。
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【０２７０】
　ステップ８１１では、設定手段（２０４）は、変更後の振動順序又は振動属性を振動設
定データ（２１２）中に登録する。
【０２７１】
　ステップ８１２では、設定装置（１０１－１）は、上記処理を終了する。
【０２７２】
　図８Ｂ、図８Ｃ及び図８Ｄは、本発明の実施態様に従い、電子データ中に設定された複
数の振動部分が移動可能な対象物によって指定されることに応じて、設定された振動順序
に従い振動を生じ、そして、当該振動部分に関連付けられた情報を表示する処理のための
フローチャートを示す。
【０２７３】
　図８Ｂは、設定された振動順序に従い振動を生じる処理において、振動設定されている
振動部分が電子データに含まれているか又はページ内に含まれているかを判断するための
フローチャートを示す。
【０２７４】
　ステップ８２１では、振動手段付装置（１０１－２）は、振動モードに移行して、上記
処理を開始する。表示制御手段（２０７）は、閲覧対象である電子データを記憶装置（２
１０）から読み込み、又は、ネットワークからダウンロードして、振動手段付装置（１０
１－２）の表示装置（２０１）上に表示する。
【０２７５】
　ステップ８２２では、振動制御手段（２０６）は、操作指の動きを検出し、当該操作指
がある位置を判定する。
【０２７６】
　ステップ８２３では、振動制御手段（２０６）は、操作指のある位置が振動設定されて
いる振動部分を含む電子データかどうかを判断する。振動制御手段（２０６）は、操作指
のある位置が振動設定されている振動部分を含む電子データでないことに応じて、処理を
ステップ８２４に進める。一方、振動制御手段（２０６）は、操作指のある位置が振動設
定されている振動部分を含む電子データであることに応じて、処理を図８Ｃに示すステッ
プ８３１に進める（８２５）。
【０２７７】
　ステップ８２４では、振動制御手段（２０６）は、操作指のある位置が振動設定されて
いる振動部分を含むページかどうかを判断する。振動制御手段（２０６）は、操作指のあ
る位置が振動設定されている振動部分を含むページでないことに応じて、処理をステップ
８２６に進める。一方、振動制御手段（２０６）は、操作指のある位置が振動設定されて
いる振動部分を含むページであることに応じて、処理を図８Ｃに示すステップ８３１に進
める（８２７）。
【０２７８】
　ステップ８２６では、振動制御手段（２０６）は、操作指のある位置が振動設定されて
いる振動部分かどうかを判断する。振動制御手段（２０６）は、操作指のある位置が振動
設定されている振動部分でないことに応じて、処理をステップ８２８に進める。一方、振
動制御手段（２０６）は、操作指のある位置が振動設定されている振動部分であることに
応じて、処理を図８Ｄに示すステップ８４１に進める（８２９）。
【０２７９】
　ステップ８２８では、振動制御手段（２０６）は、振動モードの終了かどうかを判断す
る。振動制御手段（２０６）は、振動モードを終了してよいかどうかの問い合わせを、ユ
ーザに対して例えばウィンドウに表示して行いうる。振動制御手段（２０６）は、振動モ
ードが終了であることに応じて処理をステップ８３０に進める。振動制御手段（２０６）
は、振動モードが終了でないことに応じて処理をステップ８２２に戻す。
【０２８０】
　ステップ８３０では、振動手段付装置（１０１－２）は、振動モードから通常のモード
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に移行して、上記処理を終了する。
【０２８１】
　図８Ｃは、図８Ｂのステップ８２３及びステップ８２４からの処理に引き続いて行われ
る処理を示す。
【０２８２】
　ステップ８３１では、振動制御手段（２０６）は、ステップ８２３及びステップ８２４
からの処理に引き続いて、振動処理、及び振動部分を含む電子データ又はページに関連付
けられた情報（振動部分に応じて表示する情報）の表示を行う処理を開始する。
【０２８３】
　ステップ８３２では、振動制御手段（２０６）は、ステップ８２３における操作指のあ
る位置が振動設定されている振動部分を含む電子データであることに応じて、当該振動部
分の振動順序ｉを振動設定データ（２１２）から読み取る。または、ステップ８３２では
、振動制御手段（２０６）は、ステップ８２４における操作指のある位置が振動設定され
ている振動部分を含むページであることに応じて、当該振動部分の振動順序ｉを振動設定
データ（２１２）から読み取る。また、振動制御手段（２０６）は、メイン・メモリ（１
０３）中のカウンタ値ｊを読み出す。
【０２８４】
　ステップ８３３では、振動制御手段（２０６）は、上記振動部分の振動順序ｉと上記カ
ウンタ値ｊとを比較する。振動制御手段（２０６）は、振動順序ｉがカウンタ値ｊと同じ
であることに応じて、処理をステップ８３４に進める。振動制御手段（２０６）は、振動
順序ｉがカウンタ値ｊと同じでないことに応じて、処理を終了ステップであるステップ８
３８に進める。振動制御手段（２０６）は、処理をステップ８２２に戻し、引き続き、操
作指の動きを検出し、当該操作指がある位置を判定する。
【０２８５】
　ステップ８３４では、振動制御手段（２０６）は、振動順序ｉがカウンタ値ｊと同じで
あることに応じて、振動手段（２０５）に振動命令を送る。振動手段（２０５）は、上記
振動命令を受信して振動を生じる。振動については、例えば、図６Ａ～図６Ｂ、図６Ｃ～
図６Ｄ、図６Ｅ～図６Ｆ、図６Ｇ～図６Ｉ、及び、図６Ｊ～図６Ｋの各例を参照されたい
。
【０２８６】
　ステップ８３５では、表示制御手段（２０７）は、振動部分に応じて表示する情報があ
るかどうかを判断する。表示制御手段（２０７）は、上記判断を、振動設定データ（２１
２）を参照して、振動部分に対応するレコード中に、当該振動部分に応じて表示する情報
のリンク先が登録されているかどうかを確認することで行いうる。表示制御手段（２０７
）は、振動部分に応じて表示する情報があることに応じて、処理をステップ８３６に進め
る。一方、表示制御手段（２０７）は、振動部分に応じて表示する情報がないことに応じ
て、処理を終了ステップであるステップ８３８に進める。
【０２８７】
　ステップ８３６では、表示制御手段（２０７）は、振動部分に応じて表示する情報があ
ることに応じて、当該情報を表示装置（２０１）上に表示する。
【０２８８】
　ステップ８３７では、表示制御手段（２０７）は、上記振動部分に応じて表示する情報
の表示を終了することの命令に応じて、当該表示を終了する。
【０２８９】
　ステップ８３８では、表示制御手段（２０７）は、図８Ｂのステップ８２３及びステッ
プ８２４から引き続いて行われる上記処理を終了する。表示制御手段（２０７）は、当該
終了に応じて、処理を図８Ｂのステップ８２２に戻し、引き続き、操作指の動きを検出し
、当該操作指がある位置を判定する。
【０２９０】
　図８Ｄは、図８Ｂのステップ８２６からの処理に引き続いて行われる処理を示す。
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【０２９１】
　ステップ８４１は、振動制御手段（２０６）は、ステップ８２６からの処理に引き続い
て、振動処理、及び振動部分に関連付けられた情報の表示を行う処理を開始する。
【０２９２】
　ステップ８４２では、振動制御手段（２０６）は、ステップ８２６における操作指のあ
る位置が振動設定されている振動部分であることに応じて、当該振動部分の振動順序ｉを
振動設定データ（２１２）から読み取る。また、振動制御手段（２０６）は、メイン・メ
モリ（１０３）中のカウンタ値ｊを読み出す。
【０２９３】
　ステップ８４３では、振動制御手段（２０６）は、上記振動部分の振動順序ｉと上記カ
ウンタ値ｊとを比較する。振動制御手段（２０６）は、振動順序ｉがカウンタ値ｊと同じ
であることに応じて、処理をステップ８４４に進める。振動制御手段（２０６）は、振動
順序ｉがカウンタ値ｊと同じでないことに応じて、処理を終了ステップであるステップ８
４９に進め、当該終了に応じてステップ８２２に戻り（図８Ｂを参照）、引き続き、操作
指の動きを検出し、当該操作指がある位置を判定する。
【０２９４】
　ステップ８４４では、振動制御手段（２０６）は、振動順序ｉがカウンタ値ｊと同じで
あることに応じて、振動手段（２０５）に振動命令を送る。振動手段（２０５）は、上記
振動命令を受信して振動を生じる。振動については、例えば、図６Ａ～図６Ｂ、図６Ｃ～
図６Ｄ、図６Ｅ～図６Ｆ、図６Ｇ～図６Ｉ、及び、図６Ｊ～図６Ｋの各例を参照されたい
。
【０２９５】
　ステップ８４５では、表示制御手段（２０７）は、振動部分に関連付けられた情報があ
るかどうかを判断する。表示制御手段（２０７）は、上記判断を、振動設定データ（２１
２）を参照して、振動部分に対応するレコード中に、当該レコードに関連付けられた情報
のリンク先が登録されているかどうかを確認することで行いうる。表示制御手段（２０７
）は、振動部分に関連付けられた情報があることに応じて、処理をステップ８４６に進め
る。一方、表示制御手段（２０７）は、振動部分に関連付けられた情報がないことに応じ
て、処理をステップ８４８に進める。
【０２９６】
　ステップ８４６では、表示制御手段（２０７）は、振動部分に関連付けられた情報があ
ることに応じて、当該情報を表示装置（２０１）上に表示する。振動部分に関連付けられ
た情報の表示については、例えば、図６Ｇ～図６Ｉ、及び、図６Ｊ～図６Ｋの各例を参照
されたい。
【０２９７】
　ステップ８４７では、表示制御手段（２０７）は、上記情報の表示を終了することの命
令に応じて、当該表示を終了する。
【０２９８】
　ステップ８４８では、表示制御手段（２０７）は、カウンタ値ｊにｊ＋１を代入する。
【０２９９】
　ステップ８４９では、表示制御手段（２０７）は、ステップ８２６から引き続いて行わ
れる上記処理を終了する。表示制御手段（２０７）は、当該終了に応じて、処理をステッ
プ８２２に戻し（図８Ｂを参照）、引き続き、操作指の動きを検出し、当該操作指がある
位置を判定する。
【０３００】
　図９Ａは、本発明の実施態様に従い、本発明の実施態様に従い、振動部分に情報を関連
付ける必要がない場合において、電子データ中に複数の振動部分を設定する処理のための
フローチャートを示す。
　図９Ａのステップ９０１～９０６及びステップ９０９～９１２それぞれは、図８Ａのス
テップ８０１～８０６及び８０９～８１２に対応し、図９Ａのフローチャートは、図８Ａ
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のステップ８０７を有していない点で異なる。図９Ａのステップ９０１～９０６及びステ
ップ９０９～９１２の各説明については、図８Ａのステップ８０１～８０６及び８０９～
８１２の各説明を参照されたい。
【０３０１】
　図９Ｂ、図９Ｃ及び図９Ｄは、本発明の実施態様に従い、振動部分に情報を関連付ける
必要がない場合において、電子データ中に設定された複数の振動部分が移動可能な対象物
によって指定されることに応じて、設定された振動順序に従い振動を生じる処理のための
フローチャートを示す。
　図９Ｂのステップ９２１～９３０それぞれは図８Ｂのステップ８２１～８３０に対応し
、図９Ｂのフローチャートは、図８Ｂのフローチャートと異なる点はない。図９Ｂのステ
ップ９２１～９３０の各説明については、図８Ｂのステップ８２１～８３０の各説明を参
照されたい。
【０３０２】
　図９Ｃのステップ９３１～９３４及び９３８それぞれは、図８Ｃのステップ８３１～８
３４及び８３８に対応し、図９Ｃのフローチャートは、図８Ｃのステップ８３５～８３７
の各ステップを有していない点で異なる。図９Ｃのステップ９３１～９３４及び９３８の
各説明については、図８Ｃのステップ８３１～８３４及び８３８の各説明を参照されたい
。
【０３０３】
　図９Ｄのステップ９４１～９４４及び９４８～９４９それぞれは、図８Ｄのステップ８
４１～８４４及び８４８～８４９に対応し、図９Ｄのフローチャートは、図８Ｄのステッ
プ８４５～８４７の各ステップを有していない点で異なる。図９Ｄのステップ９４１～９
４４及び９４８～９４９の各説明については、図８Ｄのステップ８４１～８４４及び８４
８～８４９の各説明を参照されたい。

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】 【図３Ｃ】
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【図４Ａ】 【図４Ｂ】

【図４Ｃ】 【図５Ａ】
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【図５Ｂ】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】 【図６Ｃ】
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【図６Ｄ】 【図６Ｅ】

【図６Ｆ】 【図６Ｇ】
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【図６Ｈ】 【図６Ｉ】

【図６Ｊ】 【図６Ｋ】
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【図７Ａ】 【図７Ｂ】

【図８Ａ】 【図８Ｂ】
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【図８Ｃ】 【図８Ｄ】

【図９Ａ】 【図９Ｂ】
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【図９Ｃ】 【図９Ｄ】
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