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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示面に画像を表示する表示部と、
　前記表示面に対する複数のポインタの接触又は近接を検出する接触検出部と、
　基準方向に対する前記表示面の傾きを検出する傾き検出部と、
　前記接触検出部が２以上の所定数以上のポインタの接触又は近接を検出しているという
条件を必須条件として含む所定の条件が満たされている間は、前記傾き検出部が検出する
前記表示面の傾き度合いの如何にかかわらず前記表示面における画像の方向の変更を行わ
ず、前記所定の条件が満たされていない間は、前記傾き検出部が検出する前記表示面の傾
き度合いに応じた、前記表示面における画像の方向の変更を行う制御部と
　を備える装置。
【請求項２】
　前記接触検出部は、前記表示面におけるポインタの接触又は近接の位置を特定し、
　前記所定の条件は、前記接触検出部が特定している前記接触又は近接の位置が前記表示
面内の予め定められた領域内であるという条件を必須条件として含む
　請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　表示面に画像を表示する表示部と、
　前記表示面に対するポインタの接触を検出し、検出した接触における押圧力を示す指標
値を特定する接触検出部と、
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　基準方向に対する前記表示面の傾きを検出する傾き検出部と、
　前記接触検出部が特定している前記指標値が予め定められた閾値以上の押圧力を示すと
いう条件を必須条件として含む所定の条件が満たされている間は、前記傾き検出部が検出
する前記表示面の傾き度合いの如何にかかわらず前記表示面における画像の方向の変更を
行わず、前記所定の条件が満たされていない間は、前記傾き検出部が検出する前記表示面
の傾き度合いに応じた、前記表示面における画像の方向の変更を行う制御部と
　を備える装置。
【請求項４】
　前記接触検出部は、前記表示面におけるポインタの接触の位置を特定し、
　前記所定の条件は、前記接触検出部が特定している前記接触又は近接の位置が前記表示
面内の予め定められた領域内であるという条件を必須条件として含む
　請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　表示面に画像を表示する表示部と、
　前記表示面に対するポインタの接触又は近接を検出するとともに、ポインタの接触を検
出した場合は当該接触における押圧力を示す指標値を特定する接触検出部と、
　基準方向に対する前記表示面の傾きを検出する傾き検出部と、
　前記表示部における画像の方向を決定する制御部と
　を備え、
　前記制御部は、第１のモードにおいて、前記接触検出部がポインタの接触又は近接を検
出しているという条件を必須条件として含む所定の条件が満たされているか否かに基づき
、前記傾き検出部が検出する前記表示面の傾き度合いに応じた、前記表示面における画像
の方向の変更を行うか否かを決定し、
　前記制御部は、第２のモードにおいて、前記表示面における画像の方向の変更を行わず
、
　前記制御部は、前記第１のモードにおいて、前記接触検出部が予め定められた閾値以上
の押圧力を示す前記指標値を特定した場合、前記第２のモードに移行する
　装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記第１のモードにおいて、前記所定の条件が満たされている間は、前
記傾き検出部が検出する前記表示面の傾き度合いの如何にかかわらず前記表示面における
画像の方向の変更を行わず、前記所定の条件が満たされていない間は、前記傾き検出部が
検出する前記表示面の傾き度合いに応じた、前記表示面における画像の方向の変更を行う
　請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記接触検出部は、前記表示面におけるポインタの接触又は近接の位置を特定し、
　前記制御部は、前記第２のモードにおいて、前記接触検出部が特定した接触の位置が前
記表示面の予め定められた領域内におけるポインタのスライドを示す場合、前記第１のモ
ードに移行する
　請求項５または６に記載の装置。
【請求項８】
　表示面に画像を表示する表示部と、前記表示面に対する複数のポインタの接触又は近接
を検出する接触検出部と、基準方向に対する前記表示面の傾きを検出する傾き検出部とを
備えるコンピュータに
　前記接触検出部が２以上の所定数以上のポインタの接触又は近接を検出しているという
条件を必須条件として含む所定の条件が満たされている間は、前記傾き検出部が検出する
前記表示面の傾き度合いの如何にかかわらず前記表示面における画像の方向の変更を行わ
ず、前記所定の条件が満たされていない間は、前記傾き検出部が検出する前記表示面の傾
き度合いに応じた、前記表示面における画像の方向の変更を行う処理
　を実行させるためのプログラム。
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【請求項９】
　表示面に画像を表示する表示部と、前記表示面に対するポインタの接触を検出する接触
検出部と、基準方向に対する前記表示面の傾きを検出する傾き検出部とを備えるコンピュ
ータに
　前記接触検出部により検出した接触における押圧力を示す指標値を特定する処理と、
　前記指標値が予め定められた閾値以上の押圧力を示すという条件を必須条件として含む
所定の条件が満たされている間は、前記傾き検出部が検出する前記表示面の傾き度合いの
如何にかかわらず前記表示面における画像の方向の変更を行わず、前記所定の条件が満た
されていない間は、前記傾き検出部が検出する前記表示面の傾き度合いに応じた、前記表
示面における画像の方向の変更を行う処理
　を実行させるためのプログラム。
【請求項１０】
　表示面に画像を表示する表示部と、前記表示面に対するポインタの接触又は近接を検出
する接触検出部と、基準方向に対する前記表示面の傾きを検出する傾き検出部とを備える
コンピュータに
　第１のモードにおいて、前記接触検出部がポインタの接触又は近接を検出しているとい
う条件を必須条件として含む所定の条件が満たされているか否かに基づき、前記傾き検出
部が検出する前記表示面の傾き度合いに応じた、前記表示面における画像の方向の変更を
行うか否かを決定する処理を実行させ、
　第２のモードにおいて、前記表示面における画像の方向の変更を行わせず、
　前記第１のモードにおいて、前記接触検出部がポインタの接触を検出した場合は当該接
触における押圧力を示す指標値を特定し、前記指標値が予め定められた閾値以上の押圧力
を示す場合、前記第２のモードに移行させる
　ためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、装置の傾きに応じて当該装置が表示する画像の方向を制御する技術に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　鉛直下方向に対する携帯端末装置の傾きに応じて、携帯端末装置のディスプレイに表示
される画像の向きを自動的に変更する機能（以下、「画面回転機能」という）を備えた携
帯端末装置が知られている。
【０００３】
　図１は、画面回転機能を備えた従来技術にかかる携帯端末装置９において画像が表示さ
れる様子を示した図である。図１において、図の下方は鉛直下方向を示す。また、以下、
携帯端末装置の方向を説明するにあたり、図１（ａ）に示される携帯端末装置９のように
長方形のディスプレイの長辺が上下方向に沿う状態の携帯端末装置を「縦長方向の状態」
といい、図１（ｂ）に示される携帯端末装置９のようにディスプレイの短辺が上下方向に
沿う状態の携帯端末装置を「横長方向の状態」という。また、ディスプレイ上の特定の位
置や方向を示す場合、縦長方向の状態におけるディスプレイの左下角を原点とし、上方向
をｙ軸正方向、右方向をｘ軸正方向とする座標系に従うものとする。
【０００４】
　画面回転機能がＯＮ状態の場合、図１（ａ）（ｂ）に示されるように、携帯端末装置９
が縦長方向の状態、横長方向の状態のいずれにおいても、携帯端末装置９は画像の上下方
向が鉛直方向に沿った方向となるように画像を表示する。すなわち、携帯端末装置９は、
縦長方向の状態（図１（ａ））においては画像の上下方向がｙ軸方向に沿うように、また
横長方向の状態（図１（ｂ））においては画像の上下方向がｘ軸方向に沿うように、画像
を表示する。従って、例えば携帯端末装置９が縦長方向の状態（図１（ａ））から反時計
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回りに回転されて概ね横長方向の状態（図１（ｂ））になった場合、携帯端末装置９はデ
ィスプレイに対する画像の方向を時計回りに９０度回転させる。
【０００５】
　上記のように画像回転機能を備えた携帯端末装置９によれば、ユーザは携帯端末装置９
を縦長方向の状態、横長方向の状態のいずれの向きに持っても、画像が正立した状態で画
像を観ることができる。
【０００６】
　上記のように、携帯端末装置の傾きに応じて、ディスプレイに表示される画像の向きを
調整する技術を開示した文献として、例えば特許文献１がある。特許文献１には、装置自
身の傾き角度を検知して、文字列と画像（図形）とを含む情報を表示画面に表示する際、
例えば文字列のみ、検知した装置自身の傾き角度に応じて回転し、正立させた状態で表示
する情報表示装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－２１６１３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　画面回転機能を備える携帯端末装置による場合、表示される画像（以下、本願において
「画像」とは広くディスプレイに表示される情報のことを意味し、その情報の種別は図形
、文字、記号等のいずれをも含む）の方向がユーザの希望する方向と一致しない場合があ
る。例えば、ユーザが、ディスプレイの表示面が概ね水平面と平行になるように携帯端末
装置を持った場合、画面回転機能がＯＮ状態であると、ディスプレイのｘ軸方向およびｙ
軸方向のわずかな傾きの変化に応じて、ユーザの意図に反して画像の表示の方向が変わっ
てしまう場合がある。また、例えばユーザが寝そべった状態で携帯端末装置のディスプレ
イを観るような場合、水平方向がユーザにとって正立した方向となるため、画面回転機能
が働くと、表示の方向が調整された画像はユーザにとって転倒した方向となり、ユーザに
とってむしろ見にくい。
【０００９】
　上記の不都合を解消するために、ユーザは画面回転機能を停止させる操作を行なう必要
がある。例えば、従来技術にかかる携帯端末装置のあるものは、画面回転機能を停止させ
るための操作子をハードウェアとして備えており、ユーザはその操作子を操作することに
より、画面回転機能のＯＮ、ＯＦＦを行なうことができる。また、従来技術にかかる携帯
端末装置のあるものは、画面回転機能を停止させるための仮想的な操作子をディスプレイ
に画像として表示し、ユーザはその操作子に対しタッチ操作等の操作を行なうことにより
、画面回転機能のＯＮ、ＯＦＦを行なうことができる。
【００１０】
　上記のような画像回転機能をＯＮ、ＯＦＦするための操作子に対する操作がユーザにと
って煩わしい場合がある。例えば、自分が観ていた画像を、携帯端末装置を持ったまま、
他人に数秒～数十秒程の僅かな時間だけ見せたいような場合、ユーザは相手に見やすいよ
うに携帯端末装置の向きを変える。その際、画面回転機能によりユーザが意図せぬ方向に
画像の方向が変わることがあるため、画像回転機能はＯＦＦにするのが望ましいが、多く
のユーザにとって、数秒～数十秒程の僅かな時間のために操作子を操作して画面回転機能
をＯＦＦすることは煩わしい。
【００１１】
　本発明は上記の事情に鑑み、従来技術と比較して、ユーザがより簡便に画面回転機能の
ＯＮ、ＯＦＦを行なうことを可能とする手段を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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　本発明は、一の態様において、表示面に画像を表示する表示部と、前記表示面に対する
複数のポインタの接触又は近接を検出する接触検出部と、基準方向に対する前記表示面の
傾きを検出する傾き検出部と、前記接触検出部が２以上の所定数以上のポインタの接触又
は近接を検出しているという条件を必須条件として含む所定の条件が満たされている間は
、前記傾き検出部が検出する前記表示面の傾き度合いの如何にかかわらず前記表示面にお
ける画像の方向の変更を行わず、前記所定の条件が満たされていない間は、前記傾き検出
部が検出する前記表示面の傾き度合いに応じた、前記表示面における画像の方向の変更を
行う制御部とを備える装置を提供する。
【００１３】
　また、本発明の好ましい一態様において、前記接触検出部は、前記表示面におけるポイ
ンタの接触又は近接の位置を特定し、前記所定の条件は、前記接触検出部が特定している
前記接触又は近接の位置が前記表示面内の予め定められた領域内であるという条件を必須
条件として含む、という構成が採用されてもよい。
【００１４】
　また、本発明は、他の観点において、表示面に画像を表示する表示部と、前記表示面に
対するポインタの接触を検出し、検出した接触における押圧力を示す指標値を特定する接
触検出部と、基準方向に対する前記表示面の傾きを検出する傾き検出部と、前記接触検出
部が特定している前記指標値が予め定められた閾値以上の押圧力を示すという条件を必須
条件として含む所定の条件が満たされている間は、前記傾き検出部が検出する前記表示面
の傾き度合いの如何にかかわらず前記表示面における画像の方向の変更を行わず、前記所
定の条件が満たされていない間は、前記傾き検出部が検出する前記表示面の傾き度合いに
応じた、前記表示面における画像の方向の変更を行う制御部とを備える装置を提供する。
【００１５】
　また、本発明の好ましい一態様において、前記接触検出部は、前記表示面におけるポイ
ンタの接触の位置を特定し、前記所定の条件は、前記接触検出部が特定している前記接触
又は近接の位置が前記表示面内の予め定められた領域内であるという条件を必須条件とし
て含む、という構成が採用されてもよい。
【００１６】
　また、本発明は、他の観点において、表示面に画像を表示する表示部と、前記表示面に
対するポインタの接触又は近接を検出するとともに、ポインタの接触を検出した場合は当
該接触における押圧力を示す指標値を特定する接触検出部と、基準方向に対する前記表示
面の傾きを検出する傾き検出部と、前記表示部における画像の方向を決定する制御部とを
備え、前記制御部は、第１のモードにおいて、前記接触検出部がポインタの接触又は近接
を検出しているという条件を必須条件として含む所定の条件が満たされているか否かに基
づき、前記傾き検出部が検出する前記表示面の傾き度合いに応じた、前記表示面における
画像の方向の変更を行うか否かを決定し、前記制御部は、第２のモードにおいて、前記表
示面における画像の方向の変更を行わず、前記制御部は、前記第１のモードにおいて、前
記接触検出部が予め定められた閾値以上の押圧力を示す前記指標値を特定した場合、前記
第２のモードに移行する装置を提供する。
【００１７】
　また、本発明の好ましい一態様において、前記制御部は、前記第１のモードにおいて、
前記所定の条件が満たされている間は、前記傾き検出部が検出する前記表示面の傾き度合
いの如何にかかわらず前記表示面における画像の方向の変更を行わず、前記所定の条件が
満たされていない間は、前記傾き検出部が検出する前記表示面の傾き度合いに応じた、前
記表示面における画像の方向の変更を行う、という構成が採用されてもよい。
【００１８】
　また、本発明の好ましい一態様において、前記接触検出部は、前記表示面におけるポイ
ンタの接触又は近接の位置を特定し、前記制御部は、前記第２のモードにおいて、前記接
触検出部が特定した接触の位置が前記表示面の予め定められた領域内におけるポインタの
スライドを示す場合、前記第１のモードに移行する、という構成が採用されてもよい。
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【００１９】
　また、本発明は、他の観点において、表示面に画像を表示する表示部と、前記表示面に
対する複数のポインタの接触又は近接を検出する接触検出部と、基準方向に対する前記表
示面の傾きを検出する傾き検出部とを備えるコンピュータに前記接触検出部が２以上の所
定数以上のポインタの接触又は近接を検出しているという条件を必須条件として含む所定
の条件が満たされている間は、前記傾き検出部が検出する前記表示面の傾き度合いの如何
にかかわらず前記表示面における画像の方向の変更を行わず、前記所定の条件が満たされ
ていない間は、前記傾き検出部が検出する前記表示面の傾き度合いに応じた、前記表示面
における画像の方向の変更を行う処理を実行させるためのプログラムを提供する。
【００２０】
　また、本発明は、他の観点において、表示面に画像を表示する表示部と、前記表示面に
対するポインタの接触を検出する接触検出部と、基準方向に対する前記表示面の傾きを検
出する傾き検出部とを備えるコンピュータに前記接触検出部により検出した接触における
押圧力を示す指標値を特定する処理と、前記指標値が予め定められた閾値以上の押圧力を
示すという条件を必須条件として含む所定の条件が満たされている間は、前記傾き検出部
が検出する前記表示面の傾き度合いの如何にかかわらず前記表示面における画像の方向の
変更を行わず、前記所定の条件が満たされていない間は、前記傾き検出部が検出する前記
表示面の傾き度合いに応じた、前記表示面における画像の方向の変更を行う処理を実行さ
せるためのプログラムを提供する。
　また、本発明は、他の観点において、表示面に画像を表示する表示部と、前記表示面に
対するポインタの接触又は近接を検出する接触検出部と、基準方向に対する前記表示面の
傾きを検出する傾き検出部とを備えるコンピュータに第１のモードにおいて、前記接触検
出部がポインタの接触又は近接を検出しているという条件を必須条件として含む所定の条
件が満たされているか否かに基づき、前記傾き検出部が検出する前記表示面の傾き度合い
に応じた、前記表示面における画像の方向の変更を行うか否かを決定する処理を実行させ
、第２のモードにおいて、前記表示面における画像の方向の変更を行わせず、前記第１の
モードにおいて、前記接触検出部がポインタの接触を検出した場合は当該接触における押
圧力を示す指標値を特定し、前記指標値が予め定められた閾値以上の押圧力を示す場合、
前記第２のモードに移行させるためのプログラムを提供する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、従来技術にかかる装置と比較して、ユーザはより簡便に画面回転機能
のＯＮ、ＯＦＦを行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】画面回転機能を備えた携帯端末装置において画像が表示される様子を示した図で
ある。
【図２】本発明の第１実施形態にかかる携帯端末装置において画像が表示される様子を示
した図である。
【図３】本発明の第１実施形態にかかる携帯端末装置のハードウェア構成の概要を示した
図である。
【図４】本発明の第１実施形態にかかる携帯端末装置の機能構成を示した図である。
【図５】本発明の第１実施形態にかかる携帯端末装置の傾き検出部が算出するｘ軸仰角と
ｙ軸仰角を示した図である。
【図６】本発明の第１実施形態にかかる携帯端末装置の制御部が行なう処理を示した図で
ある。
【図７】本発明の第２実施形態にかかる携帯端末装置において画像が表示される様子を示
した図である。
【図８】本発明の第２実施形態にかかる携帯端末装置において画像が表示される様子を示
した図である。
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【図９】本発明の第２実施形態にかかる携帯端末装置の制御部が行なう処理を示した図で
ある。
【図１０】本発明の第３実施形態にかかる携帯端末装置において画像が表示される様子を
示した図である。
【図１１】本発明の第３実施形態にかかる携帯端末装置において画像が表示される様子を
示した図である。
【図１２】本発明の第３実施形態にかかる携帯端末装置の制御部が行なう処理を示した図
である。
【図１３Ａ】本発明の第４実施形態にかかる携帯端末装置において画像が表示される様子
を示した図である。
【図１３Ｂ】本発明の第４実施形態にかかる携帯端末装置において画像が表示される様子
を示した図である。
【図１４】本発明の第４実施形態にかかる携帯端末装置の制御部が行なう処理を示した図
である。
【図１５】本発明の実施形態にかかる携帯端末装置において画像が表示される様子を示し
た図である。
【図１６】本発明の実施形態にかかる携帯端末装置において画像が表示される様子を示し
た図である。
【図１７】本発明の実施形態にかかる携帯端末装置において画像が表示される様子を示し
た図である。
【符号の説明】
【００２３】
１…携帯端末装置、２…携帯端末装置、３…携帯端末装置、４…携帯端末装置、９…携帯
端末装置、１１…メモリ、１２…ＣＰＵ、１３…ディスプレイ、１４…タッチセンサ、１
５…傾きセンサ、１６…通信ＩＦ、１９…バス、１０１…データ取得部、１０２…記憶部
、１０３…表示部、１０４…制御部、１０５…接触検出部、１０６…傾き検出部
【発明を実施するための形態】
【００２４】
［第１実施形態］
　以下に、図面を参照しながら本発明の第１実施形態にかかる携帯端末装置１の動作の画
面回転機能のＯＮ、ＯＦＦの仕組みを説明する。携帯端末装置１は、ディスプレイにユー
ザの指がタッチされていない状態においては、画面回転機能をＯＮ状態とし、図１に示し
た従来技術にかかる携帯端末装置９と同様に動作する。すなわち、携帯端末装置１の回転
に伴い、携帯端末装置１は画像の下方向が鉛直下方向に沿うように、ディスプレイに対し
携帯端末装置１の回転の方向と反対方向に９０度単位で画像を回転して表示する。
【００２５】
　一方、携帯端末装置１は、ディスプレイにユーザの指がタッチされている間は画面回転
機能をＯＦＦ状態とし、ディスプレイに対する画像の方向の変更を行なわず、指がタッチ
された時点における画像のディスプレイに対する表示の方向を維持する。
【００２６】
　図２は携帯端末装置１において、ディスプレイにユーザの指がタッチされている状態に
おいて、画像が表示される様子を示した図である。図２（ａ）に示されるように、携帯端
末装置１が縦長方向の状態においてユーザが指をディスプレイにタッチさせると、画面回
転機能がＯＦＦ状態になり、その時点における画像の表示の方向、すなわち画像の上方向
がディスプレイのｙ軸正方向に沿った方向で固定される。その後、ユーザが指のタッチを
維持しながら、例えば図２（ｂ）に示すように、携帯端末装置１を反時計回りに回転させ
て概ね横長方向の状態にすると、画面回転機能がＯＦＦ状態であるため、ディスプレイに
対する画像の方向は変わらず、画像が転倒した状態で表示される。
【００２７】
　携帯端末装置１が図２（ｂ）に示される状態において、ユーザがディスプレイから指を
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離すと、携帯端末装置１は画面回転機能をＯＮ状態とする。従って、この場合、図２（ｃ
）に示すように、携帯端末装置１は画像の下方向が鉛直下方向、すなわちディスプレイの
ｘ軸負方向に沿うように、ディスプレイに対する画像の方向を変更する。
【００２８】
　また、図２（ｄ）に示されるように、携帯端末装置１が横長方向（ｙ軸正方向が左方向
）の状態においてユーザが指をディスプレイにタッチさせると、画面回転機能がＯＦＦ状
態になり、その時点における画像の表示の方向、すなわち画像の上方向がディスプレイの
ｘ軸正方向に沿った方向で固定される。その後、ユーザが指のタッチを維持しながら、例
えば図２（ｅ）に示すように、携帯端末装置１を時計回りに回転させて概ね縦長方向の状
態にすると、画面回転機能がＯＦＦ状態であるため、ディスプレイに対する画像の方向は
変わらず、画像が転倒した状態で表示される。
【００２９】
　携帯端末装置１が図２（ｅ）に示される状態において、ユーザがディスプレイから指を
離すと、携帯端末装置１は画面回転機能をＯＮ状態とする。従って、この場合、図２（ｆ
）に示すように、携帯端末装置１は画像の下方向が鉛直下方向、すなわちディスプレイの
ｙ軸負方向に沿うように、ディスプレイに対する画像の方向を変更する。
【００３０】
　このように、携帯端末装置１によれば、ユーザはディスプレイに対するタッチを維持（
以下、ディスプレイに対するタッチを維持することを「ホールド」という）することによ
り画面回転機能をＯＦＦし、維持していたタッチを離す（以下、ディスプレイに対するタ
ッチの維持を解除することを「ホールドのリリース」という）ことにより画面回転機能を
ＯＮすることができる。なお、画面回転機能をＯＦＦするためにホールドし、画面回転機
能をＯＮするためにホールドをリリースする、という操作は、ディスプレイに表示されて
いる画像を仮想的に指で押さえて動かなくする操作として、ユーザにとって直感的に理解
しやすい操作である。
【００３１】
　上記のような仕組みを備える携帯端末装置１の構成を以下に説明する。図３は携帯端末
装置１のハードウェア構成の概要を示した図である。携帯端末装置１のハードウェア構成
は、いわゆるタッチパネルと自機の傾きを特定するセンサを備えた汎用的なコンピュータ
である。すなわち、携帯端末装置１はそのハードウェア構成として、各種データを記憶す
るＲＡＭ、ＲＯＭ、ＳＳＤ（Solid State Drive）等で構成されるメモリ１１と、各種デ
ータ処理を行なうとともに携帯端末装置１の他の構成部を制御するＣＰＵ１２と、画像を
表示する液晶ディスプレイ等のディスプレイ１３と、ディスプレイ１３の表示面に対する
ユーザの指の接触を感知する静電式タッチセンサ等のタッチセンサ１４と、携帯端末装置
１の鉛直下方向に対する傾きを特定する３軸加速度センサ等の傾きセンサ１５と、無線も
しくは有線により外部の装置との間で各種データの受け渡しを行なうインタフェースであ
る通信ＩＦ１６とを備えている。なお、これらの構成部はバス１９を介して互いに接続さ
れている。
【００３２】
　ディスプレイ１３とタッチセンサ１４はタッチパネルを構成し、ディスプレイ１３に表
示されている画像に対しユーザが指をタッチさせると、タッチセンサ１４は指が接触して
いる領域（以下、「接触領域」という）内の座標群を特定し、出力する。ＣＰＵ１２はタ
ッチセンサ１４から出力される座標群に基づき、接触領域の重心および面積を算出する。
このように算出される重心は表示面における指の接触位置を示し、面積は接触における指
の押圧の強さを示す指標値として使用される。
【００３３】
　傾きセンサ１５は鉛直下方向を基準方向とし、ディスプレイ１３のｘ軸正方向、ｙ軸正
方向およびそれらに直行しディスプレイ１３からユーザに向かう方向であるｚ軸正方向の
各々の角度を示す傾きデータを出力する。
【００３４】
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　図３に示したハードウェア構成を備える携帯端末装置１は、メモリ１１に記憶されてい
る本実施形態にかかるプログラムに従った処理を実行することにより、図４に示す機能構
成を備える装置として動作する。携帯端末装置１は機能構成部として、外部の装置から画
像データもしくは画像データを生成するために用いられる各種データを取得するデータ取
得部１０１、データ取得部１０１が取得したデータを含む各種データを記憶する記憶部１
０２、画像データに従い各種画像を表示する表示部１０３、表示部１０３に対する画像の
表示を指示するとともに他の機能構成部の制御を行なう制御部１０４、表示部１０３が画
像を表示する表示面に対するユーザの指の接触を感知する接触検出部１０５、携帯端末装
置１の鉛直下方向に対する傾きを特定する傾き検出部１０６を備えている。以下、携帯端
末装置１の表示面における位置および方向を示す場合、上述した携帯端末装置９のディス
プレイにおける座標系と同様の座標系を用いる。
【００３５】
　傾き検出部１０６は、傾きセンサ１５から出力される傾きデータに基づき、表示部１０
３の表示面のｘ軸方向が水平面に対しなす角度（以下、「ｘ軸仰角θx」という）と、表
示部１０３の表示面のｙ軸方向が水平面に対しなす角度（以下、「ｙ軸仰角θy」という
）とを特定する。図５は、ｘ軸仰角θxとｙ軸仰角θyを示した図である。
【００３６】
　制御部１０４は、接触検出部１０５により感知される接触の有無および傾き検出部１０
６により特定されるｘ軸仰角θxとｙ軸仰角θyに従い、表示部１０３に対し表示面に対す
る画像の表示の方向を指示する。図６は、制御部１０４が表示部１０３に対し画像の表示
の方向を指示するために行なう一連の処理を示した図である。
【００３７】
　まず、制御部１０４は傾き検出部１０６により十分に短い時間間隔（例えば０．１秒間
隔）で継続的に算出されるｘ軸仰角θxとｙ軸仰角θyを監視し、それらのいずれかの変化
を検出すると（ステップＳ００１）、その時点で接触検出部１０５によりタッチが感知さ
れているか否かを判定する（ステップＳ００２）。
【００３８】
　ステップＳ００２における判定において、接触検出部１０５によりタッチが感知されて
いると判定した場合、制御部１０４は表示部１０３に対し特段の指示を行なわない。その
結果、表示面に対する画像の方向は維持される。一方、ステップＳ００２における判定に
おいて、接触検出部１０５によりタッチが感知されていないと判定した場合（ステップＳ
００２；Ｎｏ）、制御部１０４は続いて、ｘ軸仰角θxとｙ軸仰角θyの絶対値の比較を行
う（ステップＳ００３）。
【００３９】
　ステップＳ００３の判定において、ｘ軸仰角θxとｙ軸仰角θyの絶対値が同一であると
判定した場合、制御部１０４は表示部１０３に対し特段の指示を行なわない。その結果、
表示面に対する画像の方向は維持される。一方、ステップＳ００３の判定において、ｙ軸
仰角θyの絶対値がｘ軸仰角θxの絶対値より大きいと判定した場合（ステップＳ００３；
１）、制御部１０４は続いて、ｙ軸仰角θyの符号を判定する（ステップＳ００４）。ｙ
軸仰角θyの符号が正である場合（ステップＳ００４；１）、制御部１０４は表示部１０
３に対し、画像の上方向が表示面のｙ軸正方向に沿うように画像の表示の方向の変更を指
示する（ステップＳ００５）。また、ｙ軸仰角θyの符号が負である場合（ステップＳ０
０４；２）、制御部１０４は表示部１０３に対し、画像の上方向が表示面のｙ軸負方向に
沿うように画像の表示の方向の変更を指示する（ステップＳ００６）。その結果、画像の
上下方向がｙ軸方向に沿って正立するように画像の方向が調整される。
【００４０】
　ステップＳ００３の判定において、ｘ軸仰角θxの絶対値がｙ軸仰角θyの絶対値より大
きいと判定した場合（ステップＳ００３；２）、制御部１０４は続いて、ｘ軸仰角θxの
符号を判定する（ステップＳ００７）。ｘ軸仰角θxの符号が正である場合（ステップＳ
００７；１）、制御部１０４は表示部１０３に対し、画像の上方向が表示面のｘ軸正方向
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に沿うように画像の表示の方向の変更を指示する（ステップＳ００８）。また、ｘ軸仰角
θxの符号が負である場合（ステップＳ００７；２）、制御部１０４は表示部１０３に対
し、画像の上方向が表示面のｘ軸負方向に沿うように画像の表示の方向の変更を指示する
（ステップＳ００９）。その結果、画像の上下方向がｘ軸方向に沿って正立するように画
像の方向が調整される。
【００４１】
　制御部１０４は上述したｘ軸仰角θxとｙ軸仰角θyの監視に加え、接触検出部１０５に
より感知されるタッチの有無を監視している。制御部１０４は接触検出部１０５によりタ
ッチが感知されている状態からタッチが感知されない状態に変化した場合、すなわちホー
ルドのリリースを検出した場合（ステップＳ１０１）も、上述のステップＳ００３～ステ
ップＳ００９の処理を行なう。その結果、ホールドのリリースに伴い、画像の下方向が鉛
直下方向に沿うように、その時点における携帯端末装置１の方向に応じて表示面に対する
画像の表示の方向が調整される。
【００４２】
　上述した制御部１０４の処理により表示部１０３に対し与えられる指示に従い、表示部
１０３が画像の方向を調整して表示することにより、ユーザの指により表示面がホールド
されている間は画面回転機能がＯＦＦ状態となり、ホールドを開始した時点における画像
の表示面に対する方向が維持され、ユーザの指により表示面がホールドされていない間は
画面回転機能がＯＮ状態となり、携帯端末装置１の方向の変化に伴い画像の下方向が鉛直
下方向に沿うように、表示面に対する画像の表示の方向が調整される。
【００４３】
［第２実施形態］
　以下に本発明の第２実施形態にかかる携帯端末装置２を説明する。携帯端末装置２は携
帯端末装置１と多くの点で共通しているため、以下に携帯端末装置２が携帯端末装置１と
異なる点を中心に説明する。また、携帯端末装置２が携帯端末装置１と共通して備える構
成部に対しては、携帯端末装置１の説明において用いた符号を用いる。
【００４４】
　携帯端末装置１は、ユーザの指により表示面がホールドされている間、そのホールドの
強さの大小にかかわらず画面回転機能をＯＦＦする構成が採用されている。これに対し、
携帯端末装置２は、ユーザの指により表示面がホールドされている強さが予め定められた
強さ以上である間、画面回転機能をＯＦＦし、ユーザの指により表示面がホールドされて
いない間に加え、ホールドされていてもその強さが予め定められた強さ未満である間、画
面回転機能をＯＮする。
【００４５】
　図７および図８は、携帯端末装置２において画像が表示される様子を示した図である。
図７はユーザの指により表示面がホールドされているが、そのホールドにおける強さが通
常程度の強さ、すなわちユーザが携帯端末装置２を保持するために要する程度の強さであ
る場合を示している。この場合、画面回転機能はＯＮ状態となり、携帯端末装置２の方向
の変化に伴い、画像の下方向が鉛直下方向に沿うように、画像の表示の方向が変更される
。
【００４６】
　図８はユーザが表示面をホールドしながら携帯端末装置２の方向を変更しつつ、ホール
ドの強さを変えた場合における画像の表示の様子を例示している。図８（ａ）において、
ユーザは表示面を通常よりも強くホールドする。この通常よりも強いホールドにより、画
面回転機能はＯＦＦ状態となり、その後、例えば図８（ｂ）に示すようにユーザが携帯端
末装置２の方向を反時計回りに回転させても、表示面に対する画像の方向は維持される。
その後、ユーザが表示面に対するホールドの強さを弱めて、通常程度の強さでホールドす
ると、画面回転機能はＯＮ状態となり、図８（ｃ）に示すように、その時点における鉛直
下方向に画像の下方向が沿うように表示面に対する画像の方向の変更が行なわれる。
【００４７】
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　図８（ｃ）の状態において、ユーザが再び表示面を通常よりも強くホールドすると、画
面回転機能はＯＦＦ状態となり、図８（ｄ）に示す画像の表示面に対する方向が維持され
る。その後、例えば図８（ｅ）に示すようにユーザが携帯端末装置２の方向を時計回りに
回転させても、表示面に対する画像の方向は維持される。その後、ユーザが表示面に対す
るホールドの強さを弱めて、通常程度の強さでホールドすると、画面回転機能はＯＮ状態
となり、図８（ｆ）に示すように、その時点における鉛直下方向に画像の下方向が沿うよ
うに表示面に対する画像の方向の変更が行なわれる。
【００４８】
　このように、携帯端末装置２によれば、ユーザは表示面を通常よりも強くホールドする
ことにより画面回転機能をＯＦＦし、ホールドの強さを緩めることで画面回転機能をＯＮ
することができる。なお、画面回転機能をＯＦＦするために強くホールドし、画面回転機
能をＯＮするためにホールドの強さを弱める、という操作は、表示面に表示されている画
像を仮想的に指で強く押さえて動かなくする操作として、ユーザにとって直感的に理解し
やすい操作である。
【００４９】
　上記のような仕組みを備える携帯端末装置２のハードウェア構成および機能構成は、携
帯端末装置１のハードウェア構成（図３）および機能構成（図４）と同様である。ただし
、携帯端末装置２の制御部１０４は、以下に説明するように、ホールドの強さ、すなわち
タッチにおける指の表示面に対する押圧力の強さが予め定められた閾値以上であるか否か
に基づき、画面回転機能のＯＮ、ＯＦＦを決定する。そのため、携帯端末装置２の接触検
出部１０５は、タッチの検出に加え、検出したタッチにおける指の表示面に対する押圧力
の強さを示す指標値を特定し、その特定結果を制御部１０４に引き渡す。
【００５０】
　携帯端末装置２の接触検出部１０５が特定する押圧力の強さを示す指標値は、タッチセ
ンサ１４から出力される座標群に基づきＣＰＵ１２が算出する接触領域の面積である。タ
ッチセンサ１４は指の押圧力そのものを計測するセンサを持たないが、指がディスプレイ
１３に押し当てられる力が強い程、接触領域の面積は広くなる。従って、例えばユーザが
携帯端末装置２の表面面に親指を押し当てて携帯端末装置２を通常の強さでホールドした
状態の親指の接触領域の面積を携帯端末装置２が基準面積として予め計測し記憶部１０２
に記憶しておき、接触検出部１０５が特定する接触領域の面積が基準面積の所定数倍（例
えば、１．２倍）以上の間、制御部１０４は画面回転機能をＯＦＦ状態にする。
【００５１】
　図９は、携帯端末装置２の制御部１０４が表示部１０３に対し画像の表示の方向を指示
するために行なう一連の処理を示した図である。図９に示す処理は、携帯端末装置１の制
御部１０４が行なう図６に示した処理と比較し、ステップＳ００２およびＳ１０１が異な
っている点を除き、他は同様である。従って、以下に携帯端末装置２の制御部１０４がス
テップＳ００２およびＳ１０１に代えて行なうステップＳ００２’およびＳ１０１’を説
明する。
【００５２】
　制御部１０４は、ｘ軸仰角θxとｙ軸仰角θyのいずれかの変化を検出すると（ステップ
Ｓ００１）、その時点で接触検出部１０５により、予め定められた閾値以上の強さのタッ
チ、すなわち接触領域の面積が基準面積の所定数倍以上であるタッチが感知されているか
否かを判定する（ステップＳ００２’）。
【００５３】
　ステップＳ００２’における判定において、接触検出部１０５により、予め定められた
閾値以上の強さのタッチが感知されていると判定した場合、制御部１０４は表示部１０３
に対し特段の指示を行なわない。その結果、ユーザが表示面を通常よりも強くホールドし
た状態で携帯端末装置２の方向を変更しても、表示面に対する画像の方向は維持される。
【００５４】
　一方、ステップＳ００２’における判定において、接触検出部１０５により、予め定め
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られた閾値以上の強さのタッチが感知されていないと判定した場合（ステップＳ００２’
；Ｎｏ）、制御部１０４はステップＳ００３～ステップＳ００９の処理を行なう。その結
果、ユーザが表示面を通常の強さでホールドした状態で携帯端末装置２の方向を変更する
と、携帯端末装置２の方向の変化に伴い画像の下方向が鉛直下方向に沿うように、表示面
に対する画像の表示の方向が調整される。
【００５５】
　また、制御部１０４は、接触検出部１０５により特定される接触領域の面積、すなわち
ホールドの強さを監視している。制御部１０４は接触検出部１０５により特定される接触
領域の面積が基準面積の所定数倍以上の値から基準面積の所定数倍未満の値に変化した場
合、すなわち表示面に対する指のタッチの押圧力が所定の閾値を下回ったことを検出した
場合（ステップＳ１０１’）も、上述したステップＳ００３～ステップＳ００９の処理を
行なう。その結果、ユーザが通常よりも強くホールドしている状態からそのホールドの強
さを弱めると、画像の下方向が鉛直下方向に沿うように、その時点における携帯端末装置
２の方向に応じて表示面に対する画像の表示の方向が調整される。
【００５６】
　上述した制御部１０４の処理により表示部１０３に対し与えられる指示に従い、表示部
１０３が画像の方向を調整して表示することにより、ユーザの指により表示面が通常より
も強くホールドされている間は画面回転機能がＯＦＦ状態となり、この強いホールドを開
始した時点における画像の表示面に対する方向が維持され、ユーザの指による表示面のホ
ールドの強さが通常程度であるか、もしくはホールドがされていない間は画面回転機能が
ＯＮ状態となり、携帯端末装置２の方向の変化に伴い画像の下方向が鉛直下方向に沿うよ
うに、表示面に対する画像の表示の方向が調整される。
【００５７】
［第３実施形態］
　以下に本発明の第３実施形態にかかる携帯端末装置３を説明する。携帯端末装置３は携
帯端末装置１と多くの点で共通しているため、以下に携帯端末装置３が携帯端末装置１と
異なる点を中心に説明する。また、携帯端末装置３が携帯端末装置１と共通して備える構
成部に対しては、携帯端末装置１の説明において用いた符号を用いる。
【００５８】
　携帯端末装置１は、ユーザの指により表示面がホールドされている間、そのホールドの
位置がどの位置であるかにかかわらず画面回転機能をＯＦＦする構成が採用されている。
これに対し、携帯端末装置３は、ユーザの指により表示面における予め定められた領域内
においてホールドが行なわれている間、画面回転機能をＯＦＦし、ユーザの指により表示
面がホールドされていない間に加え、ホールドされていてもその位置が予め定められた領
域内でない間、画面回転機能をＯＮする。
【００５９】
　図１０および図１１は、携帯端末装置３において画像が表示される様子を示した図であ
る。図１０はユーザの指により表示面がホールドされているが、そのホールドの位置が図
１０において斜線で示した表示面における予め定められた領域（この場合、表示面の四隅
の扇形の領域）内でない場合を示している。この場合、画面回転機能はＯＮ状態となり、
携帯端末装置３の方向の変化に伴い、画像の下方向が鉛直下方向に沿うように、画像の表
示の方向が変更される。
【００６０】
　図１１はユーザが表示面をホールドしながら携帯端末装置３の方向を変更しつつ、ホー
ルドの位置を変えた場合における画像の表示の様子を例示している。図１１（ａ）におい
て、ユーザは表示面を予め定められた領域内でホールドする。この予め定められた領域内
におけるホールドにより、画面回転機能はＯＦＦ状態となり、その後、例えば図１１（ｂ
）に示すようにユーザが携帯端末装置３の方向を反時計回りに回転させても、表示面に対
する画像の方向は維持される。その後、ユーザが表示面に対するタッチ位置をスライドし
て、予め定められた領域外で表示面をホールドすると、画面回転機能はＯＮ状態となり、
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図１１（ｃ）に示すように、その時点における鉛直下方向に画像の下方向が沿うように表
示面に対する画像の方向の変更が行なわれる。
【００６１】
　図１１（ｃ）の状態において、ユーザが再び表示面に対するタッチ位置をスライドして
、予め定められた領域内で表示面をホールドすると、画面回転機能はＯＦＦ状態となり、
図１１（ｄ）に示す画像の表示面に対する方向が維持される。その後、例えば図１１（ｅ
）に示すようにユーザが携帯端末装置３の方向を時計回りに回転させても、表示面に対す
る画像の方向は維持される。その後、ユーザが表示面に対するタッチ位置をスライドして
、予め定められた領域外で表示面をホールドすると、画面回転機能はＯＮ状態となり、図
１１（ｆ）に示すように、その時点における鉛直下方向に画像の下方向が沿うように表示
面に対する画像の方向の変更が行なわれる。
【００６２】
　このように、携帯端末装置３によれば、ユーザは表示面を予め定められた領域内におい
てホールドすることにより画面回転機能をＯＦＦし、ホールドの位置を予め定められた領
域外にずらすことで画面回転機能をＯＮすることができる。なお、画面回転機能をＯＦＦ
するために予め定められた領域内で表示面をホールドし、画面回転機能をＯＮするために
ホールドの位置をずらす、という操作は、表示面に表示されている画像を、例えば画鋲や
テープによる固定の際に通常用いられる四隅といった予め定められた領域において仮想的
に指で強く押さえて動かなくする操作として、ユーザにとって直感的に理解しやすい操作
である。
【００６３】
　上記のような仕組みを備える携帯端末装置３のハードウェア構成および機能構成は、携
帯端末装置１のハードウェア構成（図３）および機能構成（図４）と同様である。ただし
、携帯端末装置３の制御部１０４は、以下に説明するように、ホールドの位置が予め定め
られた領域内であるか否かに基づき、画面回転機能のＯＮ、ＯＦＦを決定する。そのため
、携帯端末装置３の接触検出部１０５は、タッチの検出に加え、検出したタッチの位置を
特定し、その特定結果を制御部１０４に引き渡す。また、携帯端末装置３の記憶部１０２
には、予め定められた領域を示す領域データが記憶されている。
【００６４】
　図１２は、携帯端末装置３の制御部１０４が表示部１０３に対し画像の表示の方向を指
示するために行なう一連の処理を示した図である。図１２に示す処理は、携帯端末装置１
の制御部１０４が行なう図６に示した処理と比較し、ステップＳ００２およびＳ１０１が
異なっている点を除き、他は同様である。従って、以下に携帯端末装置３の制御部１０４
がステップＳ００２およびＳ１０１に代えて行なうステップＳ００２’’およびＳ１０１
’’を説明する。
【００６５】
　制御部１０４は、ｘ軸仰角θxとｙ軸仰角θyのいずれかの変化を検出すると（ステップ
Ｓ００１）、その時点で接触検出部１０５により、記憶部１０２に記憶されている領域デ
ータにより示される領域内において、タッチが感知されているか否かを判定する（ステッ
プＳ００２’’）。
【００６６】
　ステップＳ００２’’における判定において、接触検出部１０５により、予め定められ
た領域内においてタッチが感知されていると判定した場合、制御部１０４は表示部１０３
に対し特段の指示を行なわない。その結果、ユーザが表示面を予め定められた領域内でホ
ールドした状態で携帯端末装置３の方向を変更しても、表示面に対する画像の方向は維持
される。
【００６７】
　一方、ステップＳ００２’’における判定において、接触検出部１０５により、予め定
められた領域内においてタッチが感知されていないと判定した場合（ステップＳ００２’
’；Ｎｏ）、制御部１０４はステップＳ００３～ステップＳ００９の処理を行なう。その
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結果、ユーザが表示面を予め定められた領域外でホールドした状態で携帯端末装置３の方
向を変更すると、携帯端末装置３の方向の変化に伴い画像の下方向が鉛直下方向に沿うよ
うに、表示面に対する画像の表示の方向が調整される。
【００６８】
　また、制御部１０４は、接触検出部１０５により特定されるタッチの位置を監視してい
る。制御部１０４は接触検出部１０５により特定されるタッチの位置が予め定められた領
域内から予め定められた領域外に移動した場合（ステップＳ１０１’’）も、上述したス
テップＳ００３～ステップＳ００９の処理を行なう。その結果、ユーザがホールドの位置
を予め定められた領域内から領域外へとスライドさせると、画像の下方向が鉛直下方向に
沿うように、その時点における携帯端末装置３の方向に応じて表示面に対する画像の表示
の方向が調整される。
【００６９】
　上述した制御部１０４の処理により表示部１０３に対し与えられる指示に従い、表示部
１０３が画像の方向を調整して表示することにより、ユーザの指により表示面が予め定め
られた領域内でホールドされている間は画面回転機能がＯＦＦ状態となり、この予め定め
られた領域内におけるホールドを開始した時点における画像の表示面に対する方向が維持
され、ユーザの指による表示面のホールドの位置が予め定められた領域外であるか、もし
くはホールドがされていない間は画面回転機能がＯＮ状態となり、携帯端末装置３の方向
の変化に伴い画像の下方向が鉛直下方向に沿うように、表示面に対する画像の表示の方向
が調整される。
【００７０】
［第４実施形態］
　以下に本発明の第４実施形態にかかる携帯端末装置４を説明する。携帯端末装置４は第
１実施形態にかかる携帯端末装置１と多くの点で共通しているため、以下に携帯端末装置
４が携帯端末装置１と異なる点を中心に説明する。また、携帯端末装置４が携帯端末装置
１と共通して備える構成部に対しては、携帯端末装置１の説明において用いた符号を用い
る。
【００７１】
　携帯端末装置１は、ユーザの指により表示面がホールドされている間、画面回転機能を
ＯＦＦする構成が採用されている。これに対し、携帯端末装置４は、ユーザの指により表
示面がホールドされている間、画面回転機能をＯＦＦするように動作するアンロックモー
ドと、ユーザの指による表示面のホールドの有無にかかわらず画面回転機能をＯＦＦ状態
で維持するロックモードとを備え、アンロックモードにおいてユーザの指により表示面が
通常よりも強くホールドされるとロックモードに移行し、ロックモードにおいてユーザの
指により予め定められた領域内でスワイプ（タッチ位置のスライド）が行なわれるとアン
ロックモードに移行する、という構成が採用されている。
【００７２】
　図１３Ａおよび図１３Ｂは、携帯端末装置４において画像が表示される様子を示した図
である。図１３Ａ（ａ）において、ユーザはアンロックモードの携帯端末装置４の表示面
を通常の強さでホールドする。このホールドにより、画面回転機能はＯＦＦ状態となり、
その後、例えば図１３Ａ（ｂ）に示すようにユーザが携帯端末装置４の方向を反時計回り
に回転させても、表示面に対する画像の方向は維持される。
【００７３】
　その後、ユーザが表示面を通常よりも強くホールドすると（図１３Ａ（ｃ））、携帯端
末装置４はアンロックモードからロックモードに移行する（図１３Ａ（ｄ））。すなわち
、その後、画面回転機能のＯＦＦ状態が維持され、例えばユーザが携帯端末装置４の表示
面に対するホールドをリリースしても、表示面に対する画像の方向は変更されない。ロッ
クモードにおいて、携帯端末装置４の表示面（ロックモードへの移行を指示する強いホー
ルドが行なわれた位置）には画鋲の画像が表示される。
【００７４】
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　続いて、例えば図１３Ａ（ｅ）に示すように、ユーザが指で画鋲の画像の表示されてい
る領域に対しスワイプの操作を行なうと、携帯端末装置４はロックモードからアンロック
モードに移行し、図１３Ｂ（ｆ）に示すように表示面がホールドされていない場合、画面
回転機能がＯＮ状態となるため、その時点にける鉛直下方向に画像の下方向が沿うように
表示面に対する画像の方向の変更が行なわれる。なお、ロックモードからアンロックモー
ドに移行すると、ロックモードにおいて表示されていた画鋲の画像は表示面に表示されな
い。従って、ユーザは画鋲の画像の有無によりロックモードかアンロックモードかを容易
に確認することができる。
【００７５】
　続いて、例えば図１３Ｂ（ｇ）に示すように、ユーザが表示面を通常の強さでホールド
すると、このホールドにより画面回転機能はＯＦＦ状態となり、その後、例えば図１３Ｂ
（ｈ）に示すようにユーザが携帯端末装置４の方向を時計回りに回転させても、表示面に
対する画像の方向は維持される。
【００７６】
　このように、携帯端末装置４によれば、ユーザは表示面を通常よりも強くホールドする
操作によりアンロックモードからロックモードへの移行を、また表示面の予め定められた
領域内に対しスワイプ操作を行なうことによりロックモードからアンロックモードへの移
行を携帯端末装置４に対し指示することができる。なお、画面回転機能のＯＦＦ状態をロ
ックするために表示面を強くホールドし、画面回転機能のＯＦＦ状態のロックを解除する
ために予め定められた領域内においてタッチをスライドさせる、という操作は、表示面に
表示されている画像を、例えば画鋲やテープにより固定して動かなくし、固定に用いた画
鋲やテープを外すことでその固定を解除する操作として、ユーザにとって直感的に理解し
やすい操作である。
【００７７】
　上記のような仕組みを備える携帯端末装置４のハードウェア構成および機能構成は、携
帯端末装置１のハードウェア構成（図３）および機能構成（図４）と同様である。ただし
、携帯端末装置４の制御部１０４は、以下に説明するように、ホールドの強さが予め定め
られた強さ以上であるか否か、またタッチの位置が予め定められた領域内でスライドされ
たか否かに基づき、アンロックモードとロックモードとの間の移行を行なう。そのため、
携帯端末装置４の接触検出部１０５は、タッチの検出に加え、検出したタッチにおける指
の表示面に対する押圧力の強さを示す指標値とタッチの位置を特定し、それらの特定結果
を制御部１０４に引き渡す。
【００７８】
　なお、携帯端末装置４の接触検出部１０５が特定する押圧力の強さを示す指標値は、第
２実施形態にかかる携帯端末装置２の接触検出部１０５が特定する指標値と同様に、接触
領域の面積である。また、携帯端末装置４の制御部１０４は、携帯端末装置２の制御部１
０４と同様に、予め計測し記憶部１０２に記憶しておいた基準面積の所定数倍（例えば、
１．２倍）以上の面積のタッチを接触検出部１０５が特定したか否かに基づき、ユーザに
よるホールドの強さが予め定められた強さ以上であるか否かの判定を行なう。
【００７９】
　また、携帯端末装置４の制御部１０４は、アンロックモードとロックモードのいずれで
あるかを識別するためのフラグであるロックフラグを記憶部１０２に記憶し、以下に説明
する判定処理の結果に従い、このロックフラグを書き替える。
【００８０】
　図１４は、制御部１０４がロックフラグを書き替える処理を示した図である。図１４（
ａ）はロックフラグにアンロックモードであることを示す「０」（False）がセットされ
ている状態において、制御部１０４が行なう処理を示し、図１４（ｂ）はロックフラグに
ロックモードであることを示す「１」（True）がセットされている状態において、制御部
１０４が行なう処理を示している。
【００８１】
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　制御部１０４は、ロックフラグに「０」がセットされている状態、すなわちアンロック
モードにおいて、接触検出部１０５により特定される接触領域の面積を監視している。制
御部１０４は接触検出部１０５により特定される接触領域の面積が基準面積の所定数倍未
満の値から基準面積の所定数倍以上の値に変化した場合、すなわち表示面に対する指のタ
ッチの押圧力が所定の閾値に達したことを検出した場合（ステップＳ２０１；Ｙｅｓ）、
ロックフラグに「１」をセットする（ステップＳ２０２）。これにより、携帯端末装置４
はロックモードに移行する。
【００８２】
　また、制御部１０４は、ロックフラグに「１」がセットされている状態、すなわちロッ
クモードにおいて、接触検出部１０５により特定されるタッチの位置を監視している。制
御部１０４は接触検出部１０５により特定されるタッチの位置が、画鋲の画像が表示され
ている予め定められた領域内において所定距離以上移動した場合、すなわちユーザによる
画鋲の画像に対するスワイプ操作を検出した場合（ステップＳ３０１；Ｙｅｓ）、ロック
フラグに「０」をセットする（ステップＳ３０２）。これにより、携帯端末装置４はアン
ロックモードに移行する。
【００８３】
　制御部１０４は、ロックフラグに「０」がセットされている状態、すなわちアンロック
モードにおいて、図６に示した携帯端末装置１の制御部１０４が行なう処理と同様の処理
を行なう。すなわち、ユーザにより表示面がホールドされている間、画面回転機能をＯＦ
Ｆ状態とし、表示面がホールドされていない間、画面回転機能をＯＮ状態とする。一方、
制御部１０４は、ロックフラグに「１」がセットされている状態、すなわちロックモード
において、画面回転機能を常にＯＦＦ状態とする。従って、ユーザが表示面に対するホー
ルドをリリースしても、表示面に対する画像の表示の方向は維持される。
【００８４】
　上述した制御部１０４の処理により、ユーザは表示面を通常よりも強くホールドするこ
とで画面回転機能をＯＦＦ状態でロックし、画面回転機能がＯＦＦ状態でロックされてい
ることを示す画鋲の画像にスワイプ操作を行なうことでそのロックを解除することができ
る。
【００８５】
［変形例］
　上述した実施形態は本発明の一実施形態であり、本発明の技術的思想の範囲内において
様々に変形可能である。以下にそれらの変形の例を示す。
【００８６】
　上述した実施形態においては、携帯端末装置の方向の変更に伴い行なわれる画像の表示
面に対する方向の変更は９０度単位で行なわれる構成が採用されている。すなわち、画像
の上下方向は、常に表示面のｙ軸方向もしくはｘ軸方向のいずれかに平行となるように、
画像の表示の方向が決定される。これに代えて、表示面に対する画像の表示の方向が、例
えば４５度単位、１０度単位、１度単位など、９０度以外の単位で変更されてもよい。表
示面に対する画像の表示の方向が小さい角度の単位で変更される程、画像の再描画等に要
する携帯端末装置の処理の負荷は増大するが、携帯端末装置の回転に伴い、より滑らかに
画像の回転表示が行なわれるため、ユーザにとって望ましい場合がある。
【００８７】
　また、上述した実施形態において、ホールドの継続時間は画面回転機能のＯＮ、ＯＦＦ
の切り替えや、ロックモード、アンロックモードの切り替え（第４実施形態）には用いら
れない構成が採用されている。これに代えて、携帯端末装置が経過時間を計測する計時部
を備え、ホールド（または予め定められた強さ以上、予め定められた領域内、といった所
定の条件を満たすホールド）が検出されている時間、もしくはホールド（または予め定め
られた強さ以上、予め定められた領域内、といった所定の条件を満たすホールド）が検出
されていない時間が予め定められた時間以上、継続されたことをトリガとして、画面回転
機能のＯＮ、ＯＦＦの切り替えや、ロックモード、アンロックモードの切り替えが行なわ
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れる構成が採用されてもよい。
【００８８】
　また、上述した実施形態において、ホールドの数の大小は画面回転機能のＯＮ、ＯＦＦ
の切り替えや、ロックモード、アンロックモードの切り替え（第４実施形態）には用いら
れない構成が採用されている。これに代えて、携帯端末装置のタッチセンサが複数のタッ
チを同時に検出可能である場合、ホールド（または予め定められた強さ以上、予め定めら
れた領域内、といった所定の条件を満たすホールド）が予め定められた数以上、検出され
たことをトリガとして、画面回転機能のＯＮ、ＯＦＦの切り替えや、ロックモード、アン
ロックモードの切り替えが行なわれる構成が採用されてもよい。例えば、２以上の異なる
位置で表示面がホールドされている間、携帯端末装置が画面回転機能をＯＦＦ状態とする
構成を採用した場合、ユーザは、例えば両手の指で表示面を同時にホールドしている間の
み、画面回転機能をＯＦＦ状態にすることができる。
【００８９】
　また、上述した第３実施形態において、画面回転機能をＯＦＦ状態にするためにユーザ
がホールドすべき領域をユーザが指定可能な構成が採用されてもよい。その場合、ユーザ
により表示面に対しタッチ操作等により指定された領域を示す領域データが携帯端末装置
の記憶部に記憶され、画面回転機能のＯＮ、ＯＦＦの判定に用いられる。
【００９０】
　また、上述した第３実施形態において、画面回転機能をＯＦＦ状態にするためにユーザ
がホールドすべき領域を、携帯端末装置の備えるセンサにより検出される情報に応じて変
更する構成が採用されてもよい。例えば、ユーザが携帯端末装置を右手で操作している際
は、表示面の右側にホールドすべき領域が設定され、左手で操作している際は表示面の右
側にホールドすべき領域が設定されることが望ましい。従って、例えば携帯端末装置が基
準軸に対する角速度を特定可能なジャイロセンサを備えている場合、ユーザが表示面をタ
ッチする際等のジャイロセンサの出力信号が示す携帯端末装置の回転の方向に基づき、携
帯端末装置がユーザの操作している手が右手と左手のいずれであるかを特定し、特定した
手に応じた表示面上の望ましい位置に、ユーザがホールドすべき領域を設定する構成が採
用され得る。なお、ホールドすべき領域の設定位置を特定するために用いる信号としては
、ジャイロセンサの出力信号の他、イメージセンサ、加速度センサ、地磁気センサなど、
様々な種類のものが採用され得るとともに、それらの中から選択された２以上のセンサが
組み合わされてもよい。
【００９１】
　また、上述した第４実施形態において、ユーザはロックモードにおいて表示面に表示さ
れる予め定められた画像に対しスワイプ操作を行なうことにより、携帯端末装置に対する
ロックモードからアンロックモードへの移行を指示する構成が採用されている。ユーザが
ロックモードからアンロックモードへの移行を指示する方法はこれに限られない。例えば
ユーザが表示面上の任意の位置で行なうスワイプ操作を携帯端末装置が検出し、その検出
をトリガとしてアンロックモードへの移行が行なわれる構成が採用されてもよい。また、
ロックモードにおいて、ユーザが表示面上の予め定められた画像が表示されている領域、
もしくは任意の位置において、予め定められた閾値以上の強さで表示面をホールドした際
、そのホールドを携帯端末装置が検出し、その検出をトリガとしてアンロックモードへの
移行が行なわれる構成が採用されてもよい。
【００９２】
　また、上述した実施形態およびその変形例において、表示面のタッチに用いられるポイ
ンタはユーザの指であるものとしたが、ポインタはスタイラスなど、指以外のものであっ
てもよい。また、タッチセンサがポインタの接触のみでなく近接（少なくとも所定距離以
下に近付くこと）も検出可能な方式である場合、上述した実施形態における接触のうち押
圧力の特定を要さない接触は「接触または近接」と置き換えてもよい。
【００９３】
　また、上述した実施形態およびその変形例は、適宜組み合わされてもよい。例えば、第
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２実施形態と第３実施形態を組み合わせて、携帯端末装置が、予め定められた領域内にお
いて予め定められた強さ以上の強さで表示面に対するホールドが検出されている間、画面
回転機能をＯＦＦ状態とする構成が採用されてもよい。
【００９４】
　また、上述した実施形態において、携帯端末装置は一般的なコンピュータが、本発明に
かかるプログラムに従った処理を行なうことにより実現される構成が採用されているが、
これに代えて、いわゆる専用機として本発明にかかる携帯端末装置が実現されてもよい。
【００９５】
　また、上述した実施形態において、携帯端末装置により実行されるプログラムは、予め
携帯端末装置の出荷時に記憶部に記憶されていてもよいし、インターネット等のネットワ
ークや記憶媒体等の媒体を介して外部から携帯端末装置が取得し、記憶部に記憶してもよ
い。
【００９６】
　なお、携帯端末装置により実行されるプログラムはＯＳ（Operation System）の一部と
して構成されてもよいし、いわゆるアプリケーションプログラムの一部として構成されて
もよい。携帯端末装置により実行されるプログラムがＯＳの一部として構成される場合、
上述した画面回転機能のＯＮ／ＯＦＦをユーザの簡易な操作で切り替え可能とする機能が
、ＯＳ上で動作するアプリケーションプログラムにより利用可能となる。そのため、個々
のアプリケーションプログラムに画面回転機能のＯＮ／ＯＦＦをユーザの簡易な操作で切
り替え可能とするためのプログラムを含ませる必要がない。
【００９７】
　なお、上述した実施形態の説明において、表示面に表示される画像は静止画であるか動
画であるかについて言及していないが、本発明にかかる携帯端末装置に表示される画像は
静止画、動画のいずれであってもよい。
【００９８】
　また、既述のように、本願において「画像」とは広くディスプレイに表示される情報の
ことを意味し、その情報の種別は図形、文字、記号等のいずれをも含む。従って、本発明
にかかる携帯端末装置に表示される画像は、写真、Ｗｅｂブラウザ画面、テキスト表示画
面、ゲームの画面等、その種別はいずれであってもよく、それらの画像の表示を指示する
アプリケーションプログラムの種別も限定されない。
【００９９】
　なお、上述した実施形態において、画面回転機能がユーザの簡易な操作（単なるホール
ドや、予め定められた強さ以上でのホールド、予め定められた領域内でのホールド、とい
った所定の条件を満たすホールド等）に応じて画面回転機能がＯＦＦまたはＯＮされてい
る状態において、ユーザにより表示面に対するタッチ操作等の操作が行われた場合、携帯
端末装置は、その時点における画像の表示の方向を維持しながら当該操作に従った処理を
行う。以下にそれらの操作の例を示す。
【０１００】
　図１５は、上述した第１実施形態において、ユーザによるホールド操作に応じて画面回
転機能がＯＦＦされた状態の携帯端末装置１に対しユーザによりフリック操作が行われた
際に携帯端末装置１に表示される画像を示した図である。図１５（ｂ）及び図１５（ｃ）
に示されるように、ユーザによるホールド操作により画面回転機能がＯＦＦされている状
態でユーザによりフリック操作が行われると、この例の場合、携帯端末装置１は表示対象
の画像の切り替え（ページめくり）の処理を行う。
【０１０１】
　図１６は、上述した第１実施形態において、ユーザによるホールド操作に応じて画面回
転機能がＯＦＦされた状態の携帯端末装置１に対しユーザによりピンチ操作が行われた際
に携帯端末装置１に表示される画像を示した図である。図１６（ｂ）及び図１６（ｃ）に
示されるように、ユーザによるホールド操作により画面回転機能がＯＦＦされている状態
でユーザによりピンチ操作が行われると、この例の場合、携帯端末装置１は表示対象の画
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像を拡大表示（ピンチアウト時）又は縮小表示（ピンチイン時）する処理を行う。
【０１０２】
　図１７は、上述した第１実施形態において、ユーザによるホールド操作に応じて画面回
転機能がＯＦＦされた状態の携帯端末装置１に対しユーザによりタップ操作が行われた際
に携帯端末装置１に表示される画像を示した図である。図１７（ｂ）乃至図１７（ｄ）に
示されるように、ユーザによるホールド操作により画面回転機能がＯＦＦされている状態
でユーザによりタップ操作が行われると、この例の場合、携帯端末装置１は表示している
画像を所定の送信先（例えば、クラウドサーバ内の予め定められた格納場所）に送信する
処理を行う。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】 【図１４】

【図１５】
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【図１６】 【図１７】
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