
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性ディスプレイの撓み状態を検出する検出手段と、
　前記検出手段によって検出された撓み状態に基づいて、操作者からの前記可撓性ディス
プレイの表示指示を判別する判別手段と、
　前記可撓性ディスプレイを制御して、前記判別手段によって判別された表示指示に基づ
いて表示内容をページが順次めくれて見えるように表示する表示制御手段と、
　を備え
　
　

　
ことを特

徴とする表示制御装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記

可撓性ディスプレイに表示中の表示内容をマーキング
し、マーキングした表示内容を前記インデックスに表示することを特徴とする請求項 に
記載の表示制御装置。
【請求項３】
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、
前記検出手段は、前記可撓性ディスプレイの端部の撓みを検出し、
前記判別手段は、前記検出手段によって検出された前記可撓性ディスプレイの端部の撓

みの大小を判別し、
前記表示制御手段は、前記判別手段による判別結果に基づいて、前記可撓性ディスプレ

イを制御して、前記可撓性ディスプレイにインデックスとともに小口を表示する

判別手段によって撓みが大きいと判別された場合に、前記可
撓性ディスプレイを制御して、当該

１



　前記検出手段は、前記可撓性ディスプレイの２つ折り状態および前記可撓性ディスプレ
イの２つ折り状態が再び開いた状態を検出し、
　前記表示制御手段は、前記検出手段によって、前記可撓性ディスプレイの２つ折り状態
が検出された場合に、前記可撓性ディスプレイの表示を停止し、
　前記検出手段によって前記可撓性ディスプレイの２つ折り状態が再び開いた状態が検出
された場合に、前記可撓性ディスプレイの表示を再開することを特徴とする請求項

に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記可撓性ディスプレイの表示内容を保持する表示内容保持手段を備え、
　前記検出手段は、前記可撓性ディスプレイの２つ折り状態および前記可撓性ディスプレ
イの２つ折り状態が再び開いた状態を検出し、
　前記表示内容保持手段は、前記検出手段によって前記可撓性ディスプレイの２つ折り状
態が検出された場合に、前記可撓性ディスプレイの表示を停止した際の表示内容を保持し
、
　前記表示制御手段は、前記検出手段によって前記可撓性ディスプレイの２つ折り状態が
再び開いた状態が検出された場合に、前記表示内容保持手段によって保持された表示内容
を、前記可撓性ディスプレイへ表示することを特徴とする請求項 のいずれか一つに
記載の表示制御装置。
【請求項５】
　可撓性ディスプレイの表示方法であって、
　前記可撓性ディスプレイの撓み状態を検出する検出工程と、
　前記検出工程によって検出された撓み状態に基づいて、操作者からの前記可撓性ディス
プレイの表示指示を判別する判別工程と、
　前記判別工程によって判別された表示指示に基づいて表示内容を前記可撓性ディスプレ
イにページがめくれて見えるように表示する表示工程と、
　を含
　
　

　
ことを特

徴とする表示方法。
【請求項６】
　請求項 に記載の表示方法をコンピュータに実行させることを特徴とする表示プログラ
ム。
【請求項７】
　請求項 に記載の表示プログラムをコンピュータによる読み取り可能に記録したことを
特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、可撓性ディスプレイに表示された書籍データを実際の書籍のページをめく
るような動作によって表示内容を切り替える表示制御装置、表示方法、表示プログラムお
よび記録媒体に関する。ただし、この発明の利用は、前述の表示制御装置、表示方法、表
示プログラムおよび記録媒体に限るものではない。
【背景技術】
【０００２】
　近年、印刷物に替わってテキストデータや画像データを携帯しやすい小型ディスプレイ
などに表示させる電子ブックが普及しつつある。このような電子ブックにおいて課題とさ
れているのは表示画面の見やすさと、所望のページを表示させるように指示する際の操作
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１また
は２

１～３

み、
前記検出工程は、前記可撓性ディスプレイの端部の撓みを検出し、
前記判別工程は、前記検出工程によって検出された前記可撓性ディスプレイの端部の撓

みの大小を判別し、
前記表示制御工程は、前記判別工程による判別結果に基づいて、前記可撓性ディスプレ

イを制御して、前記可撓性ディスプレイにインデックスとともに小口を表示する

５

６



性である。
【０００３】
　従来、電子ブックの操作性を高めるために、実際に書籍を読む作業に近づける技術とし
ては、ディスプレイと別にページめくり装置を備え、ページめくり装置を操作することで
表示内容の切り替えを行う書籍型電子情報閲覧装置（例えば、下記特許文献１参照。）が
開示されている。また、屈曲センサなどを装備した可撓性基板（例えば、下記特許文献２
参照。）を表示用ディスプレイに用い、ディスプレイ自体を曲げることで表示内容の切り
替えを行う情報機器が開示されている（例えば、下記特許文献３参照。）。
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－３１２０４１号公報
【特許文献２】特開２００１－５１８１８５号公報
【特許文献３】特開２００４－３１８１２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の書籍型電子情報閲覧装置は、電子ブックの表示を行う表示
装置と、操作者が表示内容の切り替え指示を行うページめくり装置とが分離しているため
、装置の規模が大きくなってしまう。加えて、ページめくり装置による操作は、実際のペ
ージめくりと比べて操作者にとって違和感があるという問題が一例として挙げられる。
【０００６】
　また、特許文献２および特許文献３の情報機器は、可撓性ディスプレイのページをめく
るように一部を曲げることで、表示内容の切り替えを行うため、実際に書籍を扱う場合と
近い感覚で電子ブックを閲覧することができるが、操作者が閲覧したいページを簡単に探
すための機能がない。また、閲覧したいページを探すにはページを順次切り替えて表示さ
せなければならず、操作的に、また、視覚的にも操作者に負担がかかるという問題が一例
として挙げられる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、請求項１の発明にかかる表示制御装置は
、可撓性ディスプレイの撓み状態を検出する検出手段と、前記検出手段によって検出され
た撓み状態に基づいて、操作者からの前記可撓性ディスプレイの表示指示を判別する判別
手段と、前記可撓性ディスプレイを制御して、前記判別手段によって判別された表示指示
に基づいて表示内容をページが順次めくれて見えるように表示する表示制御手段と、を備
え

ことを特徴
とする。
【０００８】
　また、請求項 の発明にかかる表示方法は、可撓性ディスプレイの表示方法であって、
前記可撓性ディスプレイの撓み状態を検出する検出工程と、前記検出工程によって検出さ
れた撓み状態に基づいて、操作者からの前記可撓性ディスプレイの表示指示を判別する判
別工程と、前記判別工程によって判別された表示指示に基づいて表示内容を前記可撓性デ
ィスプレイにページがめくれて見えるように表示する表示工程と、を含

ことを特徴とする。
【０００９】
　また、請求項 の発明にかかる表示プログラムは、請求項 に記載の表示方法をコンピ
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、前記検出手段は、前記可撓性ディスプレイの端部の撓みを検出し、前記判別手段は、
前記検出手段によって検出された前記可撓性ディスプレイの端部の撓みの大小を判別し、
前記表示制御手段は、前記判別手段による判別結果に基づいて、前記可撓性ディスプレイ
を制御して、前記可撓性ディスプレイにインデックスとともに小口を表示する

５

み、前記検出工程
は、前記可撓性ディスプレイの端部の撓みを検出し、前記判別工程は、前記検出工程によ
って検出された前記可撓性ディスプレイの端部の撓みの大小を判別し、前記表示制御工程
は、前記判別工程による判別結果に基づいて、前記可撓性ディスプレイを制御して、前記
可撓性ディスプレイにインデックスとともに小口を表示する

６ ５



ュータに実行させることを特徴とする。
【００１０】
　また、請求項 の発明にかかる記録媒体は、請求項 に記載の表示プログラムをコンピ
ュータによる読み取り可能に記録したことを特徴とする。
                                                                                
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる表示制御装置、表示方法、表示プログラ
ムおよび記録媒体の好適な実施の形態を詳細に説明する。
【００１２】
（表示制御装置の機能的構成）
　図１は、この発明の本実施の形態の表示制御装置の機能的構成を示すブロック図である
。図１に示したように表示制御装置１００は、検出部１０１と、判別部１０２と、表示制
御部１０３と、表示内容保持部１０４とから構成されている。また、表示制御装置１００
の検出部１０１と、表示制御部１０３とは、表示部１１０に接続されている。
【００１３】
　表示制御装置１００における、検出部１０１の説明を行う。検出部１０１は、接続され
た表示部１１０の撓み具合を検出し、検出結果を判別部１０２と、表示内容保持部１０４
へ出力する。具体的な検出内容としては、表示部１１０の「どの部分を撓ませたか」、「
どちらの方向（内側または外側）に撓ませたか」、「どのくらい（平面状態から何度内側
または外側に）撓ませたか」、「どのような速さで撓ませたか」などを検出する。
【００１４】
　つぎに、判別部１０２の説明を行う。判別部１０２は、検出部１０１から入力された表
示部１１０の撓み具合の検出結果に基づいて、操作者からの表示部１１０への表示指示を
判別し、表示制御部１０３へ出力する。表示指示の判別として具体的には、「表示内容の
前のページを順次表示させる指示」、「表示内容の後ろのページを順次表示させていく指
示」、「インデックスを表示させる指示」、「表示されたインデックスのなかのいずれか
に対応する表示内容を表示させる指示」、「現在表示しているページをマーキングする指
示」、「現在表示されているページのマーキング設定を解除する指示」、「表示部１１０
の表示を停止／再開させる指示」などがある。
【００１５】
　ここで、検出部１０１における検出結果と、判別部１０２によって判別される表示指示
との対応関係の具体例を説明する。基本的には、表示部１１０の左右の端部をめくるよう
に撓ませると、めくった方向に表示内容の切り替え、つまりページがめくれて見えるよう
な制御が行われる。また、表示部１１０の中央部が内側に２つ折りにされた場合の撓みを
検出すると、表示部１１０の表示が停止される。表示が停止された表示部１１０を再度開
くような撓みが検出されると、表示が再開される。このような、実際の書籍を扱う動作と
同じような表示指示を対応させることで、操作者にとって操作しやすい表示制御装置１０
０を実現できる。また上述の例の他にも、操作者の個々使い勝手に応じて、どのような撓
み具合を検出したらどのような指示として判別するかを自由に設定できる。
【００１６】
　つぎに、表示制御部１０３の説明を行う。表示制御部１０３は、判別部１０２によって
判別した操作者からの表示指示に基づいて、接続された表示部１１０を制御し、指示され
た表示内容を表示させる。この際、表示内容を１ページずつ切り替える場合は、表示部１
１０にあたかもページがめくれて見えるように表示させる。したがって、スクロール画面
の表示と異なり、高速のページめくりであっても、表示内容の一部は正確に読み取ること
ができる。また、左右の端部分に見出し相当を表示するような表示内容であれば、さらに
、素早く表示内容を確認することができる。また、表示制御部１０３によって表示制御す
る表示内容は電子ブックに限られず、画像を含む文章データや、複数ページから構成され
る画像データであってもよい。
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【００１７】
　つぎに、表示内容保持部１０４の説明を行う。表示内容保持部１０４には、表示部１１
０に表示させる書籍データと、検出部１０１において、「現在表示しているページをマー
キングする指示」、「表示部１１０の表示を停止／再開させる指示」に対応する撓みが検
出された場合に、現在の表示内容を保持したブックマーク情報とから構成され、ブックマ
ーク情報を、表示制御部１０３へ出力する。
【００１８】
　具体的に説明すると、「現在表示しているページをマーキングする指示」の場合、検出
部１０１によって、表示部１１０に現在表示しているページをマーキングする指示の撓み
が検出されると、表示内容保持部１０４は、表示部１１０に現在表示されている表示内容
をインデックスの項目として保持する。新たな項目が追加されたインデックスの情報は、
表示制御部１０３に出力される。また、すでにマーキングが行われたページに対して再度
「マーキングする指示」が行われた場合は、マーキングを解除する操作として判断し、表
示内容保持部１０４に保持されているインデックスの項目を削除する。つぎに、操作者か
ら表示部１１０にインデックスを表示させる表示指示が行われた場合は、検出部１０１お
よび判別部１０２の処理を経て、表示制御部１０３は、表示内容保持部１０４から入力さ
れた最新のインデックスを表示制御する。
【００１９】
　また、「表示部１１０の表示を停止／再開させる指示」の場合、検出部１０１によって
、操作者による表示部１１０の２つ折りが検出されると、表示内容保持部１０４は、表示
部１１０に現在表示されている表示内容を保持する。検出部１０１によって表示部１１０
が再度開かれた状態を検出すると、表示内容保持部１０４は、保持内容を表示制御部１０
３へ出力する。表示制御部１０３は、表示内容保持部１０４から入力された表示内容が表
示部１１０に表示されるように表示制御する。
【００２０】
　つぎに、表示制御装置１００と接続されている表示部１１０の説明を行う。表示部１１
０は、撓み具合を数値として出力する機能を備えた可撓性ディスプレイによって構成され
ている。撓み具合の出力値は表示制御装置１００の検出部１０１へ出力される。また、表
示制御部１０３から表示内容の指示が入力され、入力された指示に基づいた表示内容を可
撓性ディスプレイに表示する。
【００２１】
（表示制御装置の表示制御処理の内容）
　つぎに、表示制御装置の処理の内容について説明する。図２は、この発明の本実施の形
態にかかる表示制御装置１００の表示制御手順を示すフローチャートである。図２のフロ
ーチャートにおいて、まず、検出部１０１によって表示部１１０の撓み具合を検出したか
否かを判断する（ステップＳ２０１）。ここで、撓み具合を検出するまで待つ（ステップ
Ｓ２０１：Ｎｏのループ）。撓み具合が検出された場合（ステップＳ２０１：Ｙｅｓ）、
つぎに判別部１０２によって検出した撓みがインデックスの表示指示か否かを判断する（
ステップＳ２０２）。
【００２２】
　ステップＳ２０２の判断において検出した撓みがインデックスの表示指示でない場合は
（ステップＳ２０２：Ｎｏ）、続いて、判別部１０２によって検出した撓み具合に基づい
て、表示指示を判別する（ステップＳ２０３）。最後に、表示制御部１０３によって表示
制御し、表示部１１０が表示指示に基づいてページがめくれて見えるように表示させ（ス
テップＳ２０４）、一連の処理を終了する。
【００２３】
　ステップＳ２０２の判断において、検出した撓みがインデックスの表示指示である場合
は（ステップＳ２０２：Ｙｅｓ）、続いて、表示制御部１０３によって表示制御し、表示
部１１０の一部にインデックスを表示させる（ステップＳ２０５）。
【００２４】
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　続いて、検出部１０１によってステップＳ２０５において表示されたインデックスのな
かからいずれかのインデックスが指示されたか否かを判断する（ステップＳ２０６）。こ
こで、いずれかのインデックスが指示されるまで待つ（ステップＳ２０６：Ｎｏのループ
）。いずれかのインデックスが指示された場合（ステップＳ２０６：Ｙｅｓ）、最後に、
表示制御部１０３の表示制御によってインデックスに対応する表示内容を表示させ（ステ
ップＳ２０７）一連の処理を終了する。
【００２５】
　表示制御装置１００に接続された表示部１１０は、表示制御部１０３の表示制御に応じ
た表示内容をディスプレイに表示する。表示部１１０の表示内容に応じて、操作者は、表
示部１１０を撓ませてさらに表示操作を行う。表示部１１０の撓みは、再び表示制御装置
１００の検出部１０１によって検出され、上述したような表示制御処理を行う。
【００２６】
　以上説明したように、本発明の実施の形態にかかる表示制御装置１００によれば、実際
に書籍を扱う場合と違和感のない操作で、所望のページを素早く表示することができる。
【実施例】
【００２７】
　以下にこの発明の実施例について説明する。本実施例では、例えば屈曲センサを備えた
可撓性ディスプレイに本発明にかかる表示制御装置を内蔵させることで操作者が携帯しや
すい電子ブックを実現する。
【００２８】
（電子ブックの基本構成）
　まず、図３－１を用いて本実施例にかかる電子ブックの基本構成を説明する。図３－１
は、本実施例にかかる電子ブックの基本構成を示す説明図である。図３－１に示したよう
に、電子ブック３００は、表示部３０１と、左上端検出部３０２と、左中端検出部３０３
と、左下端検出部３０４と、右上端検出部３０５と、右中端検出部３０６と、右下端検出
部３０７と、表示部３０１に内蔵された表示制御装置と、電子ブックデータ取得部（共に
、不図示）とから構成される。
【００２９】
　電子ブック３００は、可撓性ディスプレイによって構成される。また、表示部３０１は
、電子ブックデータ取得部によって取得された書籍データの内容を表示制御装置の表示制
御に基づいて表示する。また、左上端検出部３０２、左中端検出部３０３、左下端検出部
３０４、右上端検出部３０５、右中端検出部３０６および右下端検出部３０７は、屈曲セ
ンサが備えられており、各検出部３０２～３０７の屈曲センサの出力は、表示制御装置に
入力される。なお、左上端検出部３０２、左中端検出部３０３、左下端検出部３０４、右
上端検出部３０５、右中端検出部３０６および右下端検出部３０７も表示部３０１の一部
であり、表示制御装置の表示制御に応じた表示内容が表示される。また、各検出部３０２
～３０７の屈曲センサが検出部を構成している。
【００３０】
　各検出部３０２～３０７には屈曲センサが備えられており、操作者が可撓性ディスプレ
イを撓ませると、検出部によって撓ませ具合を検出する。しかしながら、一般的に可撓性
ディスプレイは薄いため、操作者がページめくりを意識して撓ませる以外にも、通常の持
ち上げ動作によって自然に撓んでしまい、操作者の意図しない操作が行われてしまう可能
性がある。したがって、各検出部３０２～３０７の好適な例としては、屈曲センサに加え
て、表示部３０１の表面が静電容量方式などのタッチパネルとして構成され、操作者が手
で触れているかをトリガーとして屈曲センサの出力を有効にしてもよい。このような構成
にすることで、各検出部３０２～３０７が自然な撓みや、風や他の物体にあたって不用意
に曲がったときに誤作動を防ぐことができる。
【００３１】
　ここで、公知の技術ではあるが、可撓性フィルムの屈曲センサについて簡単に説明する
（詳細は、特許文献２参照。）。屈曲センサとは、屈曲センサ自身が取り付けられた可撓

10

20

30

40

50

(6) JP 3911515 B2 2007.5.9



性フィルム（本実施例では可撓性ディスプレイ）の撓み具合を検出するセンサである。屈
曲センサは、基板の性質によって基板の長手方向ディメンションに対して直角な１つまた
は２つの軸の回りで測定される。例えば、ロープ状基板では、屈曲を直接的または間接的
にこのような２つの軸の回りで感知する必要がある。また、限られた自由度内でしか変形
されない基板を提供することによって、必要とされるセンサの数を減少させることができ
る。
【００３２】
　例えば、光ファイバ技術に基づく屈曲センサのなかでも、特にループ状端型ファイバは
、関連のファイバ端がすべて複数光ファイバ光源式の光感知・信号処理ユニットに接続し
た状態で、複数の位置における湾曲度をサンプリングするのに適している。可撓性フィル
ムの屈曲を測定するには、処理済みの光ファイバの敏感な部分を、屈曲がその回りに発生
する軸、例えばリボン構造体の全長に対して横断方向に伸張する軸を横切って存在するよ
うにほぼ整合させてもよい。
【００３３】
　また、同じく公知の技術であるため、静電容量方式の簡単な説明を行う。静電容量方式
とは、透明な導電性基板のガラス面に電気信号を受ける物質が塗布されており、操作者の
指がガラス面に近づくと電気信号をセンサで感知する位置検出方式である。タッチパネル
の位置検出に用いられている他の方式（例えば、赤外遮光方式や超音波表面弾性波方式）
と比較して耐久性の高いパネルを作りやすいという利点をもつ。位置検出方式としては、
その他に抵抗膜方式や、電磁誘導方式などがあり、コスト面や、パネルの透過性など方式
によって長所が異なるため、どの方式を用いるかは電子ブックの使用形態を考慮して選択
してもよい。
【００３４】
　電子ブック３００の構成の説明に戻り、つぎに表示制御装置について説明する。表示制
御部装置は、表示部３０１の屈曲センサの出力に基づいて、電子ブックデータ取得部によ
って取得された書籍データの表示制御を行う。
【００３５】
　表示制御装置について詳細に説明すると、表示制御装置は、検出部と、判別部と、表示
制御部と、表示内容保持部とから構成されている。基本動作としては、電子ブック３００
の表示部３０１の撓み具合を検出部によって検出する。検出結果は、判別部によって操作
者からの指示内容が判別される。指示内容は、表示制御部へ入力され、表示部３０１を制
御して所望の表示内容を表示させる。また、所定の表示内容を保持する際や、所定の表示
内容をマーキングしてインデックスに加える際には、表示内容保持部に記録する。
【００３６】
　つぎに、電子ブックデータ取得部の説明を行う。電子ブックデータ取得部は、電子ブッ
ク３００の表示部３０１に表示させる表示内容を取得する。取得方法としては、電子ブッ
クデータが記録された記録媒体から読み取ってもよいし、有線および無線による伝送路か
ら受信してもよい。なお、電子ブックデータは、所定のフォーマットに準じるデータ形式
でもよいが、任意のデータ形式でもよい。また、表示制御装置には、任意のデータ形式の
データが電子ブックデータとして取得された場合に、表示内容をページごとのレイアウト
として構成するソフトウェアを備えてもよい。
【００３７】
　図３－２は、表示内容保持部のデータ構成の一例を示すブロック図である。ここで、図
３－２を用いて表示内容保持部についてさらに詳しく説明する。表示内容保持部に保持さ
れている電子ブックデータ３２０は、書籍データ３２１と、ブックマーク情報３２２とか
ら構成される。書籍データ３２１は、電子ブックデータ取得部から取得した書籍データが
保持されている。図３－２の例では電子ブックデータが１種類（すなわち書籍１冊分）と
して説明したが、電子ブック３００の記憶容量が許容する範囲内で、複数の電子ブックデ
ータ（すなわち書籍複数冊分）を保持することが可能である。この場合は、書籍データ３
２１とブックマーク情報３２２からなるデータ３２０が複数組存在することになる。
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【００３８】
　書籍データとは、具体的には、テキストデータ、画像データ、表紙データ、テキストや
画像のレイアウトまたはページ上での表示位置を指示することにページの構成を示すペー
ジ構成データ、書籍のページをスキャンしたような画像そのものであるページイメージ画
像データ、キーワードやインデックスなどの検索データなど、から構成される。インデッ
クスデータは、例えば、章番号、章のタイトル、章のページ数、章の開始ページ、章の終
了ページ、章の見出しあるいはタブの色データから構成される。
【００３９】
　また、書籍データは、あらかじめ電子ブック用のデータとして構成されたデータを、電
子ブックデータ取得部から取得してもよいし、電子ブックによる表示を目的としない一般
的なテキストデータを取得し、表示内容保持部によって書籍データとして構成してもよい
。ブックマーク情報３２２は、ブックマークのデータ（ブックマーク１～ブックマークＮ
）が対応するページデータ（ページデータ１～ページデータＮ）と共に保持されている。
書籍データ３２１とは異なり、ブックマーク情報は、電子ブックを操作者が利用するにし
たがって、保持データが蓄積されていく。また、ブックマーク情報３２２には、電子ブッ
クの電源ＯＦＦ操作を行った際の表示ページの内容も保持される。電子ブックが電源ＯＮ
状態に戻るとブックマーク情報３２２に保持された表示ページの情報が読み出され、表示
部３０１に表示される。
【００４０】
（電子ブックの操作方法）
　つぎに、図３－１～図８－２を用いて電子ブック３００の操作方法を説明する。本実施
例では、一例として図３－１に示した表示部３０１の各検出部３０２～３０７は、下記に
示すような表示指示が設定されている。
【００４１】
　左上端検出部３０２：内側への撓み（曲げ）を検出すると、表示内容をマーキングする
。マーキング後に内側への撓み（曲げ）を検出すると、マーキングを解除する。
　左中端検出部３０３：急激な撓み（弾く動作）を検出すると、表示内容の１ページ前の
ページに切り替わる。
　左下端検出部３０４：内側への撓み（曲げ）を検出すると、表示内容の１ページ前のペ
ージに切り替わる。
　右上端検出部３０５：内側への撓み（曲げ）を検出すると、表示画面をマーキングする
。マーキング後に内側への撓み（曲げ）を検出すると、マーキングを解除する。
　右中端検出部３０６：急激な撓み（弾く動作）を検出すると、表示内容の１ページ後ろ
のページに切り替わる。
　右下端検出部３０７：内側への撓み（曲げ）を検出すると、表示内容の１ページ後ろの
ページに切り替わる。
【００４２】
　また、図４は、電子ブックの表示内容の一例を示す説明図である。図３－１によって説
明したような操作によって表示内容の切り替えが指示されると、図４に示したように表示
部３０１には、ページがめくれて見えるように表示内容の切り替え処理を表示する。また
、ページめくり画面の表示速度は、屈曲４００のように撓み具合によって変化する。本実
施例では、撓み具合が大きいほど、ページめくり速度が速く、撓み具合が小さいほどペー
ジめくり速度は遅くなるよう設定されている。
【００４３】
　ここで、表示部３０１に表示されるページめくりを表示する表示部３０１の画面につい
て詳しく説明する。まず、右側のページをめくる場合の表示について説明する。表示部３
０１に表示されている表示内容を１ページめくると、現在表示しているページと、つぎに
表示するページとの境界線（実際の書籍における耳の部分）が右ページ端３０９から左方
向に移動し、最終的には左ページ端３０８の位置まで移動してつぎのページへの切り替え
、つまりページめくりが完了する。境界線の左右に表示される表示内容は、境界線が表示
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部３０１のどの位置にあるかによって変化する。
【００４４】
　上述の内容を図５－１～図５－６を用いて境界線の位置の移動に沿って具体的に説明す
る。図５－１～図５－６は、ページめくり画面の変化の様子を示す説明図である。図５－
１に示したように、現在表示されている表示部３０１の左右のページの右ページには横一
列に「１，２，３，４，５，６，７，８，９」と表示され、左ページには横一列に「Ａ，
Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ、Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ」と表示されている。また、右ページを一枚めくったつ
ぎの２ページの右ページには横一列に「１１，２２，３３，４４，５５，６６，７７，８
８，９９」と表示され、左ページには横一列に「ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＤＤ，ＥＥ、ＦＦ，
ＧＧ，ＨＨ，ＩＩ」と表示されている。ページめくりが行われる前は、境界線５００が表
示部３０１の右ページ端３０９に位置し、境界線５００の右側には、表示部３０１がない
ため、なにも表示されず、左側には、現在表示されている右のページの表示内容「１，２
，３，４，５，６，７，８、９」および左ページの表示内容「Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ、Ｆ，
Ｇ，Ｈ，Ｉ」がすべて表示される。
【００４５】
　図５－２に示したように右ページがめくられ始めると、境界線５００の位置は、右ペー
ジ端３０９から左に移動し、表示部３０１の中心と右ページ端３０９との間に位置される
。このとき、境界線５００の右側には、１ページめくった場合の右ページの右端部分の表
示内容「９９」が表示される。境界線５００の左側には、現在表示されている左ページの
すべての表示内容「Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ」と右ページの右端部分を除い
た表示内容「１，２，３，４，５，６，７，８」が表示される。
【００４６】
　境界線５００が左に移動するほど、つぎのページの右端部分の表示範囲が左方向に増加
する。図５－２では「９９」のみが表示されていた表示内容も、９９の左側の表示内容が
少しずつ表示され、境界線５００の位置に応じて、例えば「６６，７７，８８，９９」の
ようにつぎのページの左側の表示範囲が増加する。さらにページがめくられ、境界線５０
０が右に移動すると、図５－３に示したように表示内容は「４４，５５，６６，７７，８
８，９９」に変化する。その反面、現在表示されている右ページの表示範囲は右方向から
減少し、「１，２，３，４，５，６，７，８」から「１，２，３，４，５」へ切り替わる
。さらにページがめくられ、境界線５００が右に移動すると、図５－３に示したように表
示内容は「１，２，３」へと変化していく。
【００４７】
　引き続き右ページがめくられると、境界線５００はさらに左に移動し、図５－４に示し
たように、表示部３０１の中心に位置される。このとき、境界線５００の右側には、１ペ
ージめくったつぎの右ページの表示内容「１１，２２，３３，４４，５５，６６，７７，
８８，９９」がすべて表示される。境界線５００の左側には、現在表示されている右ペー
ジはすべて表示されなくなり、左ページのすべての表示内容「Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，
Ｇ，Ｈ，Ｉ」が表示される。
【００４８】
　さらに、右ページめくりが行われると、図５－５に示したように境界線５００は、右に
移動し、表示部３０１の中心と左ページ端３０８との間に位置される。このとき、境界線
５００の右側には、つぎのページの左右の表示内容が表示される。具体的に説明すると、
境界線５００の右側の１ページ分の表示範囲には１ページめくったつぎの右ページの表示
内容「１１，２２，３３，４４，５５，６６，７７，８８，９９」が表示される。また、
境界線５００の右側の左部分には１ページめくったつぎの左ページの左端の表示内容「Ａ
Ａ，ＢＢ，ＣＣ，ＤＤ」が表示される。境界線５００の左側には、現在表示されている左
ページの右端の表示内容「Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ」が表示される。
【００４９】
　境界線５００が左に移動するほど、境界線５００の右側に表示されるつぎの右ページの
右端部分の表示範囲が左方向に増加し、表示内容は「ＡＡ」から「ＡＡ，ＢＢ」へ変化し
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ていく、さらにページがめくられ、境界線５００が右へ移動すると表示内容は「ＡＡ，Ｂ
Ｂ，ＣＣ，ＤＤ，ＥＥ、ＦＦ，ＧＧ，ＨＨ」へと変化していく。その反面、境界線５００
の右側に現在表示されている左ページの表示範囲は、右方向に減少し、表示内容は「Ａ，
Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ」から「Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ」へ変化する。さらにペー
ジがめくられ、境界線５００が右に移動すると、表示内容は「Ａ，Ｂ，Ｃ」へと変化して
いく。
【００５０】
　右ページめくりによって最後までめくられると、図５－６に示したように境界線５００
は表示部３０１の左ページ端３０８まで移動する。このとき、境界線５００の右側には、
１ページめくったつぎの右ページの表示内容「１１，２２，３３，４４，５５，６６，７
７，８８，９９」と左ページの表示内容「ＡＡ，ＢＢ，ＣＣ，ＤＤ，ＥＥ、ＦＦ，ＧＧ，
ＨＨ，ＩＩ」がすべて表示される。境界線５００の左側には残りの表示部３０１がないた
め、なにも表示されない。したがって、表示部３０１の表示内容がすべて切り替わりペー
ジめくりが完了する。
【００５１】
　上述の例では、見開き状態が左右の２ページから構成されている場合のページめくりの
表示内容であったが、見開き状態が１ページで構成されている場合でも境界線５００が移
動することで境界線５００の右側に見えるつぎのページの表示内容をぱらぱらとめえるよ
うに表示させることができる。見開き状態が１ページで構成されている表示部３０１は、
ページめくりによって境界線５００が移動すると、境界線５００の右側には１ページめく
った場合のつぎの１ページを右端から表示させる。境界線５００の左側は、現在表示され
ているページの表示範囲を右端から順に減少させた表示内容を表示させる。
【００５２】
　境界線５００が表示部３０１の中心よりも左側に移動した場合は、境界線５００の右側
の表示範囲の左端部分の表示内容が、見開き状態が左右の２ページから構成されている場
合と異なり、現在表示されているページの裏側が表示される。したがって、裏側が白紙の
場合は、表示内容として白紙が表示される。
【００５３】
　本実施例にかかる電子ブック３００は、表示部３０１の所定の検出部を撓ませることで
、上述したような表示内容の切り替えを繰り返すことでぱらぱらとページがめくれて見え
るような表示を行うことができる。また、電子ブック３００は、撓み具合の変化に応じて
ページめくりの速度を変化させることができる。ページめくり速度が速くなると境界線５
００の移動速度が上昇し、表示部３０１に複数の境界線５００が表示されるが、各境界線
は、上述したように表示位置に応じた表示内容を表示させる。表示制御装置は、表示内容
のページの重なり順序から最上面に表示させる部分を抽出して表示内容を制御することで
、図４の表示部３０１に示したようなぱらぱらとめくれて見えるように表示させることが
できる。
【００５４】
　一般的な電子ブックは、ページをめくる指示を行うと、即座に表示部３０１全体の表示
内容がつぎのページの表示内容に切り替わったり、表示内容をスクロールさせたりする表
示方法を用いている。しかし、電子ブック３００の場合は、ぱらぱらとめくれて見えるよ
うに表示させることで操作者の目に直前のページの表示内容の残像が記憶される。したが
って、視覚的に前後のページの連続性を確認することができ、実際の書籍と同じように、
素早く表示内容を把握することができる。
【００５５】
　また、残像を利用することで、例えば、数ページにわたり英字で記載されたページが構
成され、その後ろに日本語で記載されたページが構成されているような書籍データの場合
であっても、ぱらぱらめくりにより素早くページをめくり前後のページの連続性から、英
字から日本語への変化を確認できる。したがって、インデックスに頼らずとも、素早く所
望のページを見つけ出すことができる。
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【００５６】
　つぎに、左側のページをめくる場合の表示について説明する。左側のページをめくる場
合は、現在表示しているページとつぎに表示するページの境界線５００が左ページ端３０
８から右方向に移動し、最終的には右ページ端３０９の位置まで移動して、ページめくり
が完了する。左ページめくりの場合についても、境界線５００の位置の移動に沿って表示
内容を説明する。ページめくりが行われる前は、境界線５００が左ページ端３０８に位置
し、境界線５００の右側には、表示部３０１がないため、なにも表示されず、左側には、
現在のページの表示内容がすべて表示される。
【００５７】
　境界線５００の位置が左ページ端３０８から右に移動し、表示部３０１の中心と左ペー
ジ端３０８との間に位置すると、境界線５００の左側には、つぎのページの表示内容の左
端部分の表示内容が表示される。境界線５００の右側には、現在のページの左端部分を除
いた表示内容が表示される。境界線５００が右に移動するほど、つぎのページの左端部分
の表示範囲が右方向に増加し、現在のページの表示範囲は左方向から減少する。境界線５
００がさらに右に移動し、表示部３０１の中心に位置すると、境界線５００の左側には、
つぎのページの表示内容の左半分の表示内容が表示される。境界線５００の右側には、現
在のページの左半分の表示内容が表示される。
【００５８】
　境界線５００がさらに移動し、表示部の中心と右ページ端３０９との間に位置すると、
境界線５００の左側の左半分には、つぎのページの表示内容の左半分の表示内容が表示さ
れる。さらに、境界線５００の左側の右半分には、つぎのページの右端部分の表示内容が
表示される。境界線５００の右側には、現在のページの右端の表示内容が表示される。境
界線５００が左に移動するほど、つぎのページの左端部分の表示範囲が右方向に、右端部
分の表示範囲は左方向に増加し、現在のページの表示範囲は右方向に減少する。
【００５９】
　境界線５００が表示部３０１の右ページ端３０９まで移動すると、境界線５００の左側
には、つぎのページの表示内容がすべて表示され、右側には残りの表示部３０１がないた
め、なにも表示されない。したがって、表示部３０１の表示内容がすべて切り替わり、ペ
ージめくりが完了する。
【００６０】
　また、本実施例では、左右にページをめくる場合について説明しているが、電子ブック
３００は上下にページをめくることもできる。電子ブック３００を用いて上下にページを
めくる場合は、表示部３０１を９０°回転させて、各検出部３０２～３０７の設定を上下
めくり用に切り替えてもよいし、表示部３０１の向きはそのままで、新たに上下めくり用
に検出部を追加装備してもよい。
【００６１】
　まず、上側にページをめくる場合の表示について説明する。上側にページをめくる場合
についても、境界線の位置の移動に沿って表示内容を説明する。ページめくりが行われる
前は、境界線が表示部３０１の下端に位置し、境界線の下側には、表示部３０１がないた
め、なにも表示されず、上側には、現在のページの表示内容がすべて表示される。
【００６２】
　境界線の位置が下端から上に移動し、表示部３０１の中心と下端との間に位置すると、
境界線の下側には、つぎのページの表示内容の下端部分の表示内容が表示される。上下め
くりの動作において中心と説明しているのは表示部３０１を上下に２分割する横線の位置
を指す。境界線の上側には、現在のページの下端部分を除いた表示内容が表示される。境
界線が上に移動するほど、つぎのページの下端部分の表示範囲が上方向に増加し、現在の
ページの表示範囲は下方向から減少する。境界線がさらに上に移動し、表示部３０１の中
心に位置すると、境界線の下側には、つぎのページの表示内容の下半分の表示内容が表示
される。境界線の上側には、現在のページの上半分の表示内容が表示される。
【００６３】
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　境界線がさらに移動し、表示部の中心と上端との間に位置すると、境界線の下側の下半
分には、つぎのページの表示内容の下半分の表示内容が表示される。さらに、境界線の下
側の上半分には、つぎのページの上端部分の表示内容が表示される。境界線の上側には、
現在のページの上端の表示内容が表示される。境界線が上に移動するほど、つぎのページ
の下端部分の表示範囲が上方向に、上端部分の表示範囲は下方向に増加し、現在のページ
の表示範囲は上方向に減少する。
【００６４】
　境界線が表示部３０１の上端まで移動すると、境界線の下側には、つぎのページの表示
内容がすべて表示され、上側には残りの表示部３０１がないため、なにも表示されない。
したがって、表示部３０１の表示内容がすべて切り替わり、ページめくりが完了する。
【００６５】
　続いて、下側にページをめくる場合の表示について説明する。下側にページをめくる場
合についても、境界線の位置の移動に沿って表示内容を説明する。ページめくりが行われ
る前は、境界線が上端に位置し、境界線の上側には、表示部３０１がないため、なにも表
示されず、下側には、現在のページの表示内容がすべて表示される。
【００６６】
　境界線の位置が上端から下に移動し、表示部３０１の中心と上端との間に位置すると、
境界線の上側には、つぎのページの表示内容の上端部分の表示内容が表示される。境界線
の下側には、現在のページの下端部分を除いた表示内容が表示される。境界線が下に移動
するほど、つぎのページの上端部分の表示範囲が下方向に増加し、現在のページの表示範
囲は上方向から減少する。境界線がさらに下に移動し、表示部３０１の中心に位置すると
、境界線の上側には、つぎのページの表示内容の上半分の表示内容が表示される。境界線
の下側には、現在のページの下半分の表示内容が表示される。
【００６７】
　境界線がさらに移動し、表示部の中心と下端との間に位置すると、境界線の上側の上半
分には、つぎのページの表示内容の上半分の表示内容が表示される。さらに、境界線の上
側の下半分には、つぎのページの下端部分の表示内容が表示される。境界線の下側には、
現在のページの下端の表示内容が表示される。境界線が下に移動するほど、つぎのページ
の上端部分の表示範囲が下方向に、下端部分の表示範囲は上方向に増加し、現在のページ
の表示範囲は下方向に減少する。境界線が表示部３０１の下端まで移動すると、境界線の
上側には、つぎのページの表示内容がすべて表示され、下側には残りの表示部３０１がな
いため、なにも表示されない。したがって、表示部３０１の表示内容がすべて切り替わり
、ページめくりが完了する。
【００６８】
　以上説明したように、上下方向にページめくりを行う場合であっても、境界線の上下に
よって表示内容が切り替えられ、表示部３０１には、ぱらぱらとページをめくるような表
示が行われる。また、上下方向にページをめくる際も、めくり速度が上昇すると、境界線
が複数表示され、表示制御装置によって最上面に位置する表示内容のみが表示されるよう
に制御される。
【００６９】
　また、図６－１は、電子ブックのＯＦＦ状態を示す説明図である。図６－１に示したよ
うに、電子ブック３００の表示部３０１が内側に、表示部３０１の裏側３１０を外側にし
て２つ折りの状態にすることで、ＯＦＦ状態に、つまり表示部３０１の表示を停止するこ
とができる。２つ折り状態を検出させるためには、例えば、左上端検出部３０２と右上端
検出部３０５、左中端検出部３０３と右中端検出部３０６、左下端検出部３０４と右下端
検出部３０７といったように左右の検出部が接合状態である場合（このときは、屈曲セン
サの表面が静電容量方式でない構成、もしくは静電容量方式が解除された状態である必要
がある）に２つ折り状態を検出する。また、他の検出例として、表示部３０１の中心部分
に屈曲センサを設けてこの屈曲センサの内側への撓みが閾値角度よりも小さくなった場合
に２つ折り状態としてもよい。
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【００７０】
　図６－２は、電子ブックのＯＦＦ状態から再度ＯＮ状態にした際の表示部を示す説明図
である。電子ブック３００の表示制御装置において、図６－１に示したようにＯＦＦ状態
を検出したのち、図６－２に示したように再び電子ブック３００が開いた状態を検出する
と、表示部３０１への表示が再開されＯＮ状態となる。また、通常はＯＦＦ状態への切り
替えを検出した際の表示内容は、表示制御装置の表示内容保持部に記録される。したがっ
て、保持内容は、つぎにＯＮ状態への切り替えを検出した際に、読み出され、表示部３０
１に表示される。しかし、前回の表示内容を保持しない設定にした場合や、取得した電子
ブックデータを初めて表示させる場合は、図６－２の表示部３０１に示したようなインデ
ックスページが表示される。
【００７１】
　また、図７－１は、電子ブックの表示部に表示させたブックマークインデックスの一例
を示す説明図である。図３－１に示した左上端検出部３０２を大きく撓ませると、表示内
容が切り替わり、ブックマークインデックス画面が表示される。ブックマークインデック
ス画面は、現在表示されている表示内容の後ろのページ（右開きの電子ブックデータの場
合）に関するインデックスが表示されており、図３－１で説明したマーキング機能によっ
て追加されたインデックス７１１～インデックス７１３が表示される。左上端検出部３０
２をさらに撓ませると、インデックス７１１～インデックス７１３のしおり部分に具合的
な表示内容の見出しが表示される。
【００７２】
　図７－１に示したインデックス７１１～インデックス７１３の部分を撓ませると、表示
制御装置は、各インデックス７１１～インデックス７１３に対応するページを表示させる
ように表示切り替えを行う。同様に、左上端部３０５を大きく撓ませると、現在表示され
ている表示内容の前のページ（右開きの電子ブックデータの場合）に関するインデックス
画面が表示される。
【００７３】
　また、図７－２は、電子ブックの表示部に表示させた章インデックスの一例を示す説明
図である。図３－１に示した左上端検出部３０２を大きく撓ませると、表示内容が切り替
わり、章インデックス画面が表示される。章インデックス画面は、現在表示されている表
示内容の後ろのページ（右開きの電子ブックデータの場合）に関する章ごとのインデック
スが表示されており、図３－１で説明したマーキング機能によって追加されたインデック
ス７２１～インデックス７２６が表示される。左上端検出部３０２をさらに撓ませると、
インデックス７２１～インデックス７２６のしおり部分に具合的な表示内容の見出しが表
示される。
【００７４】
　ブックマークインデックスと章インデックスは、共に検出部を大きく撓ませる操作によ
って表示され、どちらを表示させるかは、撓ませの回数によって切り替える。したがって
、より使用頻度の高いインデックスを最初の撓ませ操作によって表示させるよう、設定す
る。また図７－３は、電子ブックの表示部に表示させた章インデックスの他の例を示す説
明図である。図７－２に示したような章インデックスに替わって、タブ７３１～タブ７３
４のような章インデックスを表示させてもよい。さらに、別の表示形態として、図６－２
のように実際の書籍の目次のような表示形態で表示するようにすることも可能である。
【００７５】
　このように、所定の処理によって表示内容をインデックス画面に切り替えることで、表
示部３０１を有効に利用することができる。また、インデックス画面を表示させることで
所望のページを素早くめくることができる。
【００７６】
（電子ブックの表示制御の手順）
　つぎに、図８－１および図８－２を用いて、電子ブック３００の表示部３０１の表示制
御の手順について説明する。図８－１および図８－２は、表示制御の手順を示すフローチ
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ャートである。このフローチャートは表示制御装置の判断部で実行される。図８－１のフ
ローチャートにおいて、まず、表示制御装置の表示内容保持部にマーキングがあるか否か
を判断する（ステップＳ８０１）。マーキングがある場合は（ステップＳ８０１：Ｙｅｓ
）、マーキングされたｍおよびｍ＋１ページを表示部３０１に表示し（ステップＳ８０２
）、ステップＳ８０４の処理へ移行する。ステップＳ８０２のマーキングデータは時間的
に最新のブックマークデータが示すページを（ｍ、ｍ＋１）の見開き表示として表示する
例である。
【００７７】
　ステップＳ８０１の判断で、マーキングがされていない場合は（ステップＳ８０１：Ｎ
ｏ）、書籍データのトップページを表示部３０１に表示し（ステップＳ８０３）、ステッ
プＳ８０４の処理へ移行する。書籍データのトップページは、基本設定時には、図６－２
に示したようなインデックス一覧のページが表示される。また、操作者が指定したページ
や、操作者が選択した表示内容をトップページとして表示するように設定してもよい。
【００７８】
　ステップＳ８０２もしくはステップＳ８０３の処理が終わると、つぎに、各検出部３０
２～３０７のいずれかが撓みを検出したか否かを判断する（ステップＳ８０４）。ここで
、撓みが検出されるまで待ち（ステップＳ８０４：Ｎｏのループ）、検出されると（ステ
ップＳ８０４：Ｙｅｓ）、続いて、検出された撓みがページめくり操作か否かを判断する
（ステップＳ８０５）。
【００７９】
　ステップＳ８０５の判断によってページめくり操作が行われていると判断した場合は（
ステップＳ８０５：Ｙｅｓ）、表示部３０１に書籍データの表示内容の切り替えをページ
がめくれて見えるように表示する（ステップＳ８０６）。この「ページがめくれて見える
」表示方法は例えば、前述した図５－１～図５－６で説明した方法を用いることができる
。ステップＳ８０６の処理が終了すると、再びステップＳ８０４の処理に戻り、つぎに各
検出部３０２～３０７のいずれかが撓みを検出するまで、待機状態となる。
【００８０】
　ステップＳ８０５によって検出された撓みがページめくり操作ではないと判断された場
合は（ステップＳ８０５：Ｎｏ）、つぎに検出された撓みがインデックス表示操作か否か
を判断する（ステップＳ８０７）。このステップＳ８０７において、検出された撓みがイ
ンデックス表示操作ではないと判断された場合は（ステップＳ８０７：Ｎｏ）、検出され
た撓みが２つ折り操作か否かを判断する（ステップＳ８０８）。
【００８１】
　ステップＳ８０８によって検出した撓みが２つ折り操作ではないと判断された場合は（
ステップＳ８０８：Ｎｏ）、検出した撓みは、電子ブックの表示のための操作ではないと
判断し、ステップＳ８０４の処理に戻り、つぎの撓みが検出されるまで待機状態となる。
ステップＳ８０８によって検出された撓みが２つ折り操作であると判断された場合は（ス
テップＳ８０８：Ｙｅｓ）、ステップＳ８０８の判断を契機としてタイマーを開始する（
ステップＳ８０９）。続いて、ステップＳ８０９によって開始されたタイマーが所定の時
間（この実施例では１０秒）経過したか否かを判断する（ステップＳ８１０）。
【００８２】
　タイマーによって１０秒経過する前に、新たな撓み検出されると（ステップＳ８１０：
Ｎｏ）、ステップＳ８０４の処理に戻り、再度、検出された撓みの操作内容を判断する。
ステップＳ８１０によって、ステップＳ８０９のタイマー開始から１０秒経過したと判断
された場合は（ステップ８１０：Ｙｅｓ）、電子ブックを電源ＯＦＦにして（ステップＳ
８１１）、一連の処理を終了する。この所定時間は１０秒ではなく、操作者や製造者が任
意に指定できるものである、１０秒より短くまたは長くしても良いことはいうまでもない
。
【００８３】
　つぎに、ステップＳ８０７の判断に戻り、検出した撓みがインデックス表示操作である
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と判断された場合（ステップＳ８０７：Ｙｅｓ）の処理について説明する。電子ブックの
表示部３０１にインデックス表示を行うため、まず表示内容保持部のカウンタ値Ｎを「０
」に設定する（ステップＳ８１２）。つぎに、図８－２のフローチャートに移り、カウン
タ値Ｎが偶数か否かを判断する（ステップＳ８１３）。
【００８４】
　ステップＳ８１３によってカウンタ値Ｎが偶数と判断された場合は（ステップＳ８１３
：Ｙｅｓ）、つぎに書籍データから章インデックスデータを読み込み（ステップＳ８１４
）、表示部３０１に章インデックスを表示する（ステップＳ８１５）。章インデックスと
は、図７－２に示したような電子ブックの書籍データを各ページの章ごとに分けて表示し
たインデックスである。
【００８５】
　その後、表示部３０１に表示された章インデックスのタブ部分（図７－２に示したタブ
７２１～タブ７２６）の接触を検出したか否かを判断する（ステップＳ８１６）。ここで
、タブ部分の接触を検出するまで待ち（ステップＳ８１６：Ｎｏのループ）接触が検出さ
れると（ステップＳ８１６：Ｙｅｓ）、つぎに、表示部３０１に、ステップＳ８１６で検
出された接触したタブに対応した章の先頭ページを表示し（ステップＳ８１７）、ステッ
プＳ８２２の処理に移行する。
【００８６】
　一方、ステップＳ８１３によってカウンタ値Ｎが奇数と判断された場合は（ステップＳ
８１３：Ｎｏ）、つぎに、書籍データの表示内容保持部からブックマークデータを読み込
み（ステップＳ８１８）、表示部３０１にブックマークインデックスを表示する（ステッ
プＳ８１９）。ブックマークインデックスとは、図７－１に示したように、操作者が任意
のページに対してマーキングする指示が行われることで表示内容保持部１０４に保持され
たインデックスをページと対応させて表示したものである。
【００８７】
　その後、表示部３０１に表示されたブックマークインデックスのブックマーク部分（図
７－１に示したタブ７１１～タブ７１３）の接触を検出したか否かを判断する（ステップ
Ｓ８２０）。ここで、ブックマーク部分の接触を検出するまで待ち（ステップＳ８２０：
Ｎｏのループ）、接触が検出されると（ステップＳ８２０：Ｙｅｓ）、つぎに、表示部３
０１に、ステップＳ８２０で検出された接触したブックマークのページを表示し（ステッ
プＳ８２１）、ステップＳ８２２の処理に移行する。
【００８８】
　ステップＳ８１７およびステップＳ８２１の表示処理が終了すると、続いて、再度、撓
みを検出したか否かを判断する（ステップＳ８２２）。ここでも撓みを検出するまで待ち
（ステップＳ８２２：Ｎｏのループ）、撓みを検出すると（ステップＳ８２２：Ｙｅｓ）
、つぎに、検出した撓みがページめくり操作か否かを判断する（ステップＳ８２３）。ペ
ージめくり操作が行われていると判断した場合は（ステップＳ８２３：Ｙｅｓ）、表示部
３０１に書籍データの表示内容の切り替えをページがめくれて見えるように表示する（ス
テップＳ８２４）。ステップＳ８２４はステップＳ８０６の「ページがめくれて見える表
示方法」と同様の処理を行う。ステップＳ８２４の処理が終了すると、再びステップＳ８
２２の処理に戻り、つぎに各検出部３０２～３０７のいずれかが撓みを検出するまで、待
機状態となる。
【００８９】
　一方、ステップＳ８２３によって、検出した撓みがページめくり操作ではないと判断さ
れた場合は（ステップＳ８２３：Ｎｏ）、つぎに検出された撓みがインデックス表示操作
か否かを判断する（ステップＳ８２５）。検出された撓みがインデックス表示操作である
と判断された場合は（ステップＳ８２５：Ｙｅｓ）、つぎにカウンタ値Ｎに「＋１」加算
した値をカウンタ値Ｎに設定し（ステップＳ８２６）、ステップＳ８１３の処理に移行し
、カウンタ値が偶数か否か判断される。つまり、インデックス表示操作を繰り返すことで
章インデックスと、ブックマークインデックスとを交互に切り替えて、表示部３０１に表
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示することができる。
【００９０】
　ステップＳ８２５に戻り、検出された撓みがインデックス表示操作ではないと判断され
た場合は（ステップＳ８２５：Ｎｏ）、続いて、検出された撓みが２つ折り操作か否かを
判断する（ステップＳ８２７）。検出された撓みが２つ折りではないと判断された場合は
（ステップＳ８２７：Ｎｏ）は、ステップＳ８２２の処理に戻り、再度撓みが検出される
まで待機状態となる。
【００９１】
　ステップＳ８２７によって検出された撓みが２つ折り操作であると判断された場合は（
ステップＳ８２７：Ｙｅｓ）、ステップＳ８２７の判断を契機としてタイマーを開始する
（ステップＳ８２８）。続いて、ステップＳ８２８によって開始されたタイマーが１０秒
経過したか否かを判断する（ステップＳ８２９）。
【００９２】
　タイマーによって１０秒経過する前に、新たな撓み検出されると（ステップＳ８２９：
Ｎｏ）、ステップＳ８２２の処理に戻り、再度撓みが検出されるまで待機状態となる。ス
テップＳ８２９によって、ステップＳ８２８のタイマー開始から１０秒経過したと判断さ
れた場合は（ステップ８２９：Ｙｅｓ）、電子ブックを電源ＯＦＦにして（ステップＳ８
３０）、一連の処理を終了する。
【００９３】
　以上説明したように、表示制御装置、表示方法、表示プログラムおよび記録媒体によれ
ば、実際に書籍を扱う場合と違和感のない操作で、所望のページを素早く表示することが
できる。
【００９４】
　また、他の実施例として、電子ブック３００の表示部３０１を外側にして２つ折りにし
た場合には、表示部３０１の右半分もしくは左半分のみを表示させ、片方は表示停止状態
にして利用してもよい。このような利用方法の場合、表示制御装置は、表示部３０１のサ
イズが１／２になったことを検出し、以後、表示制御する表示内容のサイズを１／２に縮
小する。また、図３－１に示したような各検出部３０２～３０７も、表示部３０１のサイ
ズの縮小に合わせて検出部の位置が変更される。したがって、満員電車など混雑した場所
でも、周りを気にすることなく電子ブック３００を利用することができる。
【００９５】
　さらに、他の実施例において、電子ブック３００の表示部３０１を外側にして２つ折り
にした場合に、右半面と、左半面とのそれぞれに、表示サイズを１／２にした同一の表示
内容を表示させてもよい。このような利用形態にすることで、電子ブック３００を複数人
で同時に閲覧することができる。
【００９６】
　なお、本実施の形態で説明した表示方法は、あらかじめ用意されたプログラムをパーソ
ナル・コンピュータやワークステーションなどのコンピュータで実行することにより実現
することができる。このプログラムは、ハードディスク、フレキシブルディスク、ＣＤ－
ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤなどのコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピ
ュータによって記録媒体から読み出されることによって実行される。またこのプログラム
は、インターネットなどのネットワークを介して配布することが可能な伝送媒体であって
もよい。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】この発明の本実施の形態の表示制御装置の機能的構成を示すブロック図である。
【図２】この発明の本実施の形態にかかる表示制御装置の表示手順を示すフローチャート
である。
【図３－１】本実施例にかかる電子ブックの基本構成を示す説明図である。
【図３－２】表示内容保持部のデータ構成の一例を示すブロック図である。
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【図４】電子ブックの表示内容の一例を示す説明図である。
【図５－１】ページめくり画面の変化の様子を示す説明図（その１）である。
【図５－２】ページめくり画面の変化の様子を示す説明図（その２）である。
【図５－３】ページめくり画面の変化の様子を示す説明図（その３）である。
【図５－４】ページめくり画面の変化の様子を示す説明図（その４）である。
【図５－５】ページめくり画面の変化の様子を示す説明図（その５）である。
【図５－６】ページめくり画面の変化の様子を示す説明図（その６）である。
【図６－１】電子ブックのＯＦＦ状態を示す説明図である。
【図６－２】電子ブックのＯＦＦ状態から再度ＯＮ状態にした際の表示部を示す説明図で
ある。
【図７－１】電子ブックの表示部に表示させたブックマークインデックスの一例を示す説
明図である。
【図７－２】電子ブックの表示部に表示させた章インデックスの一例を示す説明図である
。
【図７－３】電子ブックの表示部に表示させた章インデックスの他の例を示す説明図であ
る。
【図８－１】表示制御の手順を示すフローチャート（その１）である。
【図８－２】表示制御の手順を示すフローチャート（その２）である。
【符号の説明】
【００９８】
　１００　表示制御装置
　１０１　検出部
　１０２　判別部
　１０３　表示制御部
　１０４　表示内容保持部
　１１０，３０１　表示部
　３００　電子ブック
　３０２　左上端検出部
　３０３　左中端検出部
　３０４　左下端検出部
　３０５　右上端検出部
　３０６　右中端検出部
　３０７　右下端検出部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ － １ 】 【 図 ３ － ２ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ － １ 】

【 図 ５ － ２ 】

【 図 ５ － ３ 】

【 図 ５ － ４ 】

【 図 ５ － ５ 】

【 図 ５ － ６ 】
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【 図 ６ － １ 】

【 図 ６ － ２ 】

【 図 ７ － １ 】

【 図 ７ － ２ 】

【 図 ７ － ３ 】 【 図 ８ － １ 】
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【 図 ８ － ２ 】
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