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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子書籍のページを画面に表示する画像表示部と、指の接触位置を時間経過に応じて逐
次出力するタッチパネルとを備えた電子書籍表示装置であって、
　当該指の接触位置が、前記画面内の少なくとも１つの所定の位置範囲のいずれかと重畳
したか否かを判定する接触位置判定手段と、
　前記接触位置判定手段が真の判定を行った際、当該指が重畳した所定の位置範囲に応じ
て、ページを捲る向きを決定する捲り向き決定手段と、
　前記タッチパネルに接触した当該指によって与えられる押圧力を検出する押圧力検出部
と、
　前記押圧力が所定の閾値以上であるか否かを判定する押圧力判定手段と、
　前記押圧力判定手段が真の判定を行った際、決定された当該向きに、ページを捲る動作
を発動させる動作制御手段と
を有し、
　前記接触位置判定手段は、前記画面に表示されたページの上隅近傍の領域であって前記
少なくとも１つの所定の位置範囲とは異なる領域に、当該指の接触位置が重畳したか否か
を判定し、
　前記押圧力判定手段は、前記押圧力が所定の別の閾値以上であるか否かを判定し、
　前記動作制御手段は、当該指の接触位置が前記領域に重畳したとの判定がなされ、且つ
前記押圧力が前記別の閾値以上であるとの判定がなされた際、前記ページの上隅に折り目
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を表示させる
ことを特徴とする電子書籍表示装置。
【請求項２】
　前記押圧力の大きさに応じて、ページを捲る速度を決定する捲り速度決定手段を更に有
しており、
　前記動作制御手段は、決定された当該速度でページを捲る動作を発動させる
ことを特徴とする請求項１に記載の電子書籍表示装置。
【請求項３】
　当該指の接触位置の移動を測定する接触位置移動測定手段と、
　前記接触位置の移動の量に応じて、ページを捲る速度を決定する捲り速度決定手段と
を更に有しており、
　前記動作制御手段は、決定された当該速度でページを捲る動作を発動させる
ことを特徴とする請求項１に記載の電子書籍表示装置。
【請求項４】
　当該指の接触位置の移動を測定する接触位置移動測定手段と、
　前記押圧力の大きさと前記接触位置の移動の量との両方に応じて、ページを捲る速度を
決定する捲り速度決定手段と
を更に有しており、
　前記動作制御手段は、決定された当該速度でページを捲る動作を発動させる
ことを特徴とする請求項１に記載の電子書籍表示装置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの所定の位置範囲は、前記画面の右半分の全部又は一部と、該画面
の左半分の全部又は一部とであり、前記捲り向き決定手段は、当該指がいずれに重畳した
かに応じて、ページを捲る向きを決定することを特徴とする請求項１から４のいずれか１
項に記載の電子書籍表示装置。
【請求項６】
　当該指の接触位置の移動を測定する接触位置移動測定手段を更に有しており、
　前記接触位置判定手段が真の判定を行い、且つ前記押圧力判定手段が偽の判定を行った
際、前記捲り向き決定手段は、当該指の接触位置が重畳した所定の位置範囲に対し、前記
接触位置の移動の向きに応じて、ページを捲る向きを割り当てる
ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の電子書籍表示装置。
【請求項７】
　前記ページを捲る向きが割り当てられた所定の位置範囲を自身の表示位置範囲とするア
イコンであって、該ページを捲る向きが明示されたアイコンが、表示されることを特徴と
する請求項６に記載の電子書籍表示装置。
【請求項８】
　電子書籍のページを画面に表示する画像表示部と、指の接触位置を時間経過に応じて逐
次出力するタッチパネルとを備えた電子書籍表示装置に搭載されたプログラムであって、
　当該指の接触位置が、前記画面内の少なくとも１つの所定の位置範囲のいずれかと重畳
したか否かを判定する接触位置判定手段と、
　前記接触位置判定手段が真の判定を行った際、当該指が重畳した所定の位置範囲に応じ
て、ページを捲る向きを決定する捲り向き決定手段と、
　前記タッチパネルに接触した当該指によって与えられる押圧力を検出する押圧力検出部
と、
　前記押圧力が所定の閾値以上であるか否かを判定する押圧力判定手段と、
　前記押圧力判定手段が真の判定を行った際、決定された当該向きに、ページを捲る動作
を発動させる動作制御手段と
してコンピュータを機能させ、
　前記接触位置判定手段は、前記画面に表示されたページの上隅近傍の領域であって前記
少なくとも１つの所定の位置範囲とは異なる領域に、当該指の接触位置が重畳したか否か
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を判定し、
　前記押圧力判定手段は、前記押圧力が所定の別の閾値以上であるか否かを判定し、
　前記動作制御手段は、当該指の接触位置が前記領域に重畳したとの判定がなされ、且つ
前記押圧力が前記別の閾値以上であるとの判定がなされた際、前記ページの上隅に折り目
を表示させる
ようにコンピュータを機能させることを特徴とする電子書籍表示装置用のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイ及びタッチパネルを備えた電子書籍表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、書籍、雑誌、新聞等の紙印刷物に代わる情報媒体として、電子書籍が注目され、
その普及が進んでいる。電子書籍は、各ページの内容を、電子書籍表示装置のディスプレ
イに表示して読むことのできる電子媒体である。電子書籍表示装置としては、電子ブック
リーダ等の電子書籍専用端末や、スマートフォン、タブレット型コンピュータ等の携帯型
情報機器が挙げられる。
【０００３】
　この電子書籍の利用例として、特許文献１には、把持部に設けられたタッチセンサーを
用いて、ページ送り又はページ戻りの操作を片手の指で行う電子表示装置が開示されてい
る。しかしながら、多くの電子書籍表示装置では、ページを表示するディスプレイの画面
をできるだけ広くとるため、タッチパネルが、この画面上に設けられている。このタッチ
パネルに指で触れることによって、読書又は閲覧のための種々の入力操作が可能となる。
【０００４】
　例えば、ページが表示された画面上のタッチパネルに指を接触させることによって、こ
のページが捲られるものも多い。一方、特許文献２の画像表示装置のように、タッチパネ
ルに接触した指の動きに応じて、ページが捲られるものもある。特許文献２では、接触し
た指の本数に基づいて捲れるページ数を決めている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１８０９５号公報
【特許文献２】特開平８－７６９２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　以上に述べたように、タッチパネルに対する指の操作によってページを捲ることは、物
理的なボタン又はキーの操作によって捲る場合と比較して、誤動作が生じやすい傾向にあ
る。
【０００７】
　特に、指の接触自体でページを捲る場合、ユーザが意図せずにタッチパネルに触れても
、ページを捲る動作が発動してしまう。また、それ故、ユーザは、読書又は閲覧中、指を
画面から離しておかねばならず、緊張感を覚えてしまう。さらに、指を離した状態では、
特に寝転んだ仰向けの姿勢において、装置の保持が困難となる。
【０００８】
　一方、接触した指の動きでページを捲る場合、読書又は閲覧中での意図しない指のずれ
によっても、ページを捲る動作が発動してしまう。また、これを防止するため、動作発動
のための指の移動量の閾値を大きくすると、大きな指の動作が要求され、読書又は閲覧に
適しているとはいえなくなる。
【０００９】
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　そこで、本発明は、操作を行う指を画面に接触させたままであっても、誤動作の抑制さ
れたページ捲りが可能な電子書籍表示装置、ページ捲り方法及びプログラムを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明によれば、電子書籍のページを画面に表示する画像表示部と、指の接触位置を時
間経過に応じて逐次出力するタッチパネルとを備えた電子書籍表示装置であって、
　当該指の接触位置が、画面内の少なくとも１つの所定の位置範囲のいずれかと重畳した
か否かを判定する接触位置判定手段と、
　接触位置判定手段が真の判定を行った際、当該指が重畳した所定の位置範囲に応じて、
ページを捲る向きを決定する捲り向き決定手段と、
　タッチパネルに接触した当該指によって与えられる押圧力を検出する押圧力検出部と、
　押圧力が所定の閾値以上であるか否かを判定する押圧力判定手段と、
　押圧力判定手段が真の判定を行った際、決定された当該向きに、ページを捲る動作を発
動させる動作制御手段と
を有し、
　接触位置判定手段は、画面に表示されたページの上隅近傍の領域であって少なくとも１
つの所定の位置範囲とは異なる領域に、当該指の接触位置が重畳したか否かを判定し、
　押圧力判定手段は、押圧力が所定の別の閾値以上であるか否かを判定し、
　動作制御手段は、当該指の接触位置が領域に重畳したとの判定がなされ、且つ押圧力が
別の閾値以上であるとの判定がなされた際、ページの上隅に折り目を表示させる
ことを特徴とする電子書籍表示装置が提供される。
【００１１】
　また、本発明の電子書籍表示装置における他の実施形態によれば、押圧力の大きさに応
じて、ページを捲る速度を決定する捲り速度決定手段を更に有しており、
　動作制御手段は、決定された当該速度でページを捲る動作を発動させることも好ましい
。
【００１２】
　さらに、本発明の電子書籍表示装置における他の実施形態によれば、当該指の接触位置
の移動を測定する接触位置移動測定手段と、
　接触位置の移動の量に応じて、ページを捲る速度を決定する捲り速度決定手段と
を更に有しており、
　動作制御手段は、決定された当該速度でページを捲る動作を発動させることも好ましい
。
【００１３】
　また、本発明の電子書籍表示装置における他の実施形態によれば、当該指の接触位置の
移動を測定する接触位置移動測定手段と、
　押圧力の大きさと接触位置の移動の量との両方に応じて、ページを捲る速度を決定する
捲り速度決定手段と
を更に有しており、
　動作制御手段は、決定された当該速度でページを捲る動作を発動させることも好ましい
。
【００１４】
　さらに、本発明の電子書籍表示装置において、少なくとも１つの所定の位置範囲は、画
面の右半分の全部又は一部と、該画面の左半分の全部又は一部とであり、捲り向き決定手
段は、当該指がいずれに重畳したかに応じて、ページを捲る向きを決定することも好まし
い。
【００１５】
　さらに、本発明の電子書籍表示装置において、当該指の接触位置の移動を測定する接触
位置移動測定手段を更に有しており、
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　接触位置判定手段が真の判定を行い、且つ押圧力判定手段が偽の判定を行った際、捲り
向き決定手段は、当該指の接触位置が重畳した所定の位置範囲に対し、接触位置の移動の
向きに応じて、ページを捲る向きを割り当てることも好ましい。
　また、この場合、ページを捲る向きが割り当てられた所定の位置範囲を自身の表示位置
範囲とするアイコンであって、該ページを捲る向きが明示されたアイコンが、表示される
ことも好ましい。
【００１７】
　本発明によれば、さらに、電子書籍のページを画面に表示する画像表示部と、指の接触
位置を時間経過に応じて逐次出力するタッチパネルとを備えた電子書籍表示装置に搭載さ
れたプログラムであって、
　当該指の接触位置が、画面内の少なくとも１つの所定の位置範囲のいずれかと重畳した
か否かを判定する接触位置判定手段と、
　接触位置判定手段が真の判定を行った際、当該指が重畳した所定の位置範囲に応じて、
ページを捲る向きを決定する捲り向き決定手段と、
　タッチパネルに接触した当該指によって与えられる押圧力を検出する押圧力検出部と、
　押圧力が所定の閾値以上であるか否かを判定する押圧力判定手段と、
　押圧力判定手段が真の判定を行った際、決定された当該向きに、ページを捲る動作を発
動させる動作制御手段と
してコンピュータを機能させ、
　接触位置判定手段は、画面に表示されたページの上隅近傍の領域であって少なくとも１
つの所定の位置範囲とは異なる領域に、当該指の接触位置が重畳したか否かを判定し、
　押圧力判定手段は、押圧力が所定の別の閾値以上であるか否かを判定し、
　動作制御手段は、当該指の接触位置が領域に重畳したとの判定がなされ、且つ押圧力が
別の閾値以上であるとの判定がなされた際、ページの上隅に折り目を表示させる
ようにコンピュータを機能させる電子書籍表示装置用のプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の電子書籍表示装置、ページ捲り方法及びプログラムによれば、操作を行う指を
画面に接触させたままであっても、誤動作の抑制されたページ捲りが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明による携帯型情報機器の一実施形態における前面図、及び指による操作の
概略図である。
【図２】本発明による携帯型情報機器の他の実施形態における前面図、及び指による操作
の概略図である。
【図３】ページ捲り速度ｖＰを決定する方法を説明するグラフである。
【図４】本発明による携帯型情報機器の更なる他の実施形態における前面図、及び指によ
る操作の概略図である。
【図５】本発明による携帯型情報機器の一実施形態を示す機能構成図である。
【図６】本発明によるページ捲り方法の一実施形態を示すフローチャートである。
【図７】本発明によるページ捲り方法の他の実施形態を示すフローチャートである。
【図８】本発明によるページ捲り方法の他の実施形態を示すフローチャートである。
【図９】本発明によるページ捲り方法の他の実施形態を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について、図面を用いて詳細に説明する。
【００２２】
　本発明による電子書籍表示装置は、電子書籍のページを表示するディスプレイと、この
ディスプレイの画面上に配置されたタッチパネルとを備えている。本発明は、画面内の所
定の位置範囲、例えば、表示されたページの下隅近傍を指で押し込むことによって、ペー
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ジを捲る点に特徴を有する。また、指による押圧力の大きさ、押圧時の指の接触位置の移
動量、又はこれら両方を調節することによって、ページを捲る速度を制御することができ
る。
【００２３】
　尚、タッチパネルは、装置が持つ電子書籍表示機能以外の機能の発動をも可能にし得る
。このため、本発明の如く、タッチパネルを備えた電子書籍表示装置は、スマートフォン
、タブレット型コンピュータ等の携帯型情報機器であることも少なくない。従って、以下
、本発明の実施形態として、電子書籍表示機能付きの携帯型情報機器（以下、携帯型情報
機器と称する）を説明する。但し、当然に、本発明は、同機器に限定されるものではなく
、例えば、電子ブックリーダ等の電子書籍専用端末であってもよい。
【００２４】
　図１は、本発明による携帯型情報機器の一実施形態における前面図、及び指による操作
の概略図である。
【００２５】
　図１（Ａ）は、携帯型情報機器１の前面図である。この前面図によれば、ディスプレイ
１０１の画面に、電子書籍１０４のページ（同図では、第６ページ及び第７ページの見開
き２ページ）が表示されている。また、この画面内に、所定の位置範囲であるページ捲り
位置範囲１０５及び１０６が設けられている。さらに、この画面上に、指の接触位置を時
間経過に応じて逐次出力するタッチパネル１００が配置されている。
【００２６】
　ページ捲り位置範囲１０５及び１０６は、本実施形態において、それぞれ画面の左半分
の一部であるページの左下隅近傍の領域と、画面の右半分の領域の一部であるページの右
下隅近傍の領域とになっている。ページを捲る際、ユーザの指がいずれかを押し込むと、
ページ捲り動作が可能となる。
【００２７】
　ページ捲り位置範囲１０５には、前もって、ページを送る向き（ページ番号を増加させ
る向き）が割り当てられている。ページを捲る際、指の接触位置がページ捲り位置範囲１
０５と重畳していると、その後のページを捲る向きは、ページを送る向きに決定される。
【００２８】
　具体的には、図１（Ｂ）に示すように、指の接触位置がページ捲り位置範囲１０５と重
畳した上で、この指がタッチパネル１００に押し込まれる。ここで、指による押圧力ｐＣ

が、所定の閾値をｐＴＨとして、
　　（１）　ｐＣ ≧ ｐＴＨ

の条件を満たす場合、ページを送る動作が発動する。図１（Ｂ）では、第７ページが捲れ
て、第８ページ及び第９ページの見開き２ページが画面に表示される。
【００２９】
　ここで、閾値ｐＴＨを、例えば、０.５Ｎ（ニュートン）乃至２.０Ｎの範囲内の値とす
ることができる。尚、指の押圧力ｐＣは、後述する押圧力検出部１０２（図５）で検出さ
れる。
【００３０】
　一方、ページ捲り位置範囲１０６には、前もって、ページを戻す向き（ページ番号を減
少させる向き）が割り当てられている。ページを捲る際、指の接触位置がページ捲り位置
範囲１０６と重畳していると、その後のページを捲る向きは、ページを戻す向きに決定さ
れる。
【００３１】
　具体的には、図１（Ｃ）に示すように、指の接触位置がページ捲り位置範囲１０６と重
畳した上で、この指がタッチパネル１００に押し込まれる。ここで、指による押圧力ｐＣ

が所定の閾値ｐＴＨ以上（ｐＣ≧ｐＴＨ）である場合、ページを戻す動作が発動する。図
１（Ｃ）では、第６ページが捲れて、第４ページ及び第５ページの見開き２ページが画面
に表示される。
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【００３２】
　さらに、ページを送る場合（図１（Ｂ））及び戻す場合（図１（Ｃ））それぞれにおい
て、ページを捲る速度ｖＰは、押圧力ｐＣの大きさに応じて決定される。例えば、指を強
く押し込めば押し込むほど、１秒間により多くのページが捲られる。ページを捲る速度ｖ

Ｐの決定については、後に、図３（Ａ）を用いて詳細に説明する。
【００３３】
　いすれにしても、押圧力ｐＣの大きさに応じてページを捲る速度ｖＰが決定されるので
、画面に接触させた指を移動させることなく、ページを捲る動作が可能となる。
【００３４】
　また、図１（Ａ）に示すように、ユーザが、表示されたページの上隅（図１（Ａ）では
右上隅）近傍の領域１０９を指で押し込むことにより、ページに折り目をつけることもで
きる。領域１０９は、ページを捲る向きが割り当てられたページ捲り位置範囲とは異なる
領域であり、ここを指で押し込んでもページ捲り動作が発動することはない。具体的には
、指の接触位置が領域１０９に重畳し、指による押圧力ｐＣが閾値ｐＴＨ以上である場合
に、ページの上隅（図１（Ａ）では右上隅）に折り目が表示される。尚、押圧力ｐＣ判定
の閾値は、ｐＴＨとは異なる値とすることもできる。
【００３５】
　図２は、本発明による携帯型情報機器の他の実施形態における前面図、及び指による操
作の概略図である。
【００３６】
　図２（Ａ）は、携帯型情報機器１の前面図である。この前面図によれば、図１（Ａ）と
同じく、ディスプレイ１０１の画面に、電子書籍１０４のページ（同図では第８ページ（
及び第９ページの見開き２ページ））が表示されている。また、この画面内に、所定の位
置範囲であるページ捲り位置範囲１０７が設けられている。さらに、この画面上に、タッ
チパネル１００が配置されている。
【００３７】
　ページ捲り位置範囲１０７は、画面の右半分の一部であるページの右下隅近傍の領域に
なっている。尚、図示されていないが、画面の左半分の一部であるページの左下隅近傍の
領域も、ページ捲り位置範囲に指定されている。ここで、ページを捲る際、ユーザの指が
ページ捲り位置範囲１０７を押し込み、押し込まれたまま指が移動（スライド）すると、
ページを捲る動作が可能となる。
【００３８】
　ページ捲り位置範囲１０７には、前もって、ページを戻す向き（ページ番号を減少させ
る向き）が割り当てられている。ページを捲る際、指の接触位置がページ捲り位置範囲１
０７と重畳していると、その後のページを捲る向きは、ページを戻す向きに決定される。
【００３９】
　具体的には、図２（Ｂ）に示すように、指の接触位置がページ捲り位置範囲１０７と重
畳した上で、この指がタッチパネル１００に押し込まれ、さらに押し込まれたまま移動す
る。ここで、指による押圧力ｐＣが所定の閾値ｐＴＨ以上（ｐＣ≧ｐＴＨ）である場合、
ページを戻す動作が発動する。図２（Ｃ）では、第８ページ、第６ページ及び第４ページ
が捲れて、第２ページ（及び第３ページの見開き２ページ）が画面に表示される。
【００４０】
　一方、図示されていないが、ページの左下隅近傍の領域のページ捲り位置範囲には、前
もって、ページを送る向き（ページ番号を増加させる向き）が割り当てられている。ペー
ジを捲る際、指の接触位置がこのページ捲り位置範囲と重畳していると、その後のページ
を捲る向きは、ページを送る向きに決定される。また、指の接触位置がこのページ捲り位
置範囲と重畳した上で、この指が押し込まれ、さらに移動することによって、ページを送
る動作が発動する点は、上述したページ捲り位置範囲１０７の場合と同様である。
【００４１】
　さらに、ページを送る場合及び戻す場合それぞれにおいて、ページを捲る速度ｖＰは、
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指の移動量（スライド量）ｄＣに応じて決定される。例えば、指をより大きくずらすほど
（移動量ｄＣをより大きくするほど）、１秒間により多くのページが捲られる。ページを
捲る速度ｖＰの決定については、後に、図３（Ｂ）を用いて詳細に説明する。
【００４２】
　また、指の移動量ｄＣを測定する際の原点は、指の押圧力ｐＣが閾値ｐＴＨ以上となっ
た時点での指の接触位置とする。また、この移動量ｄＣを、指の絶対的な移動距離とする
ことも可能であるが、Ｘ軸方向（表示された電子書籍の下端辺に沿った方向）での指の移
動距離とすることもできる。この場合、ユーザは、物理的な本の縁を指でなぞりながらペ
ージを捲る、という現実の体験に近い要領で、ページ捲り動作を行うことができる。
【００４３】
　尚、以上に述べた図１及び図２の実施形態で、読書又は閲覧中、ページ捲り位置範囲の
両方に、それぞれ左手の指及び右手の指が置かれていてもよい。いずれかの指が押し込ま
れない以上、誤動作としてのページ捲りは発動しない。この場合、ページを捲る向きは、
指が先に接触したページ捲り位置範囲に割り当てられた向きに決定される、とすることが
できる。その際、決定されたページ捲りの向きを表示する矢印が、ディスプレイ１０１の
画面に表示されることも好ましい。この矢印が例えば左向きの場合、ページを捲る向きは
送る向きであり、右向きの場合、戻す向きとすることができる。これにより、ページ捲り
位置範囲の両方に指が置かれていても、決定されているページ捲りの向きを確認した上で
、所望のページ捲りを行うことができる。
【００４４】
　また、図１及び図２の実施形態で、２つのページ捲り位置範囲は、それぞれ画面の右半
分の全部及び左半分の全部であってもよい。この場合、ユーザは、ページを捲る際、兎に
角、画面内の右側又は左側を指で押し込めばよい。また、２つのページ捲り位置範囲は、
読書又は閲覧の障害にならないように、ユーザから視認されないことも好ましいが、障害
にならない範囲で視認可能とすることもできる。
【００４５】
　さらに、図１及び図２の実施形態では、電子書籍が右綴じ（縦書き）であるが、当然に
、左綴じ（一般に横書き）であってもよい。左綴じの場合、画面の左半分の領域の全部又
は一部にページを戻す向き（ページ番号を減少させる向き）が割り当てられ、画面の右半
分の領域の全部又は一部にページを送る向き（ページ番号を増加させる向き）が割り当て
られることが好ましい。さらに、電子書籍は、見開きではなく、単ページで表示されても
よく、その他種々の形式で表示され得る。また、携帯型情報機器１も、片手で保持して使
用可能なサイズのものでもよい。
【００４６】
　以上、図１及び図２の実施形態によれば、画面内のページ捲り位置範囲を指で押し込む
ことによって、ページを捲る動作を発動させることができる。その結果、操作を行う指を
画面に接触させたままであっても、誤動作の抑制されたページ捲りが可能となる。
【００４７】
　尚、従来、ページを捲る方法として、画面にスライドバーを設け、このバーを指でドラ
ッグしてドラッグ量に応じた位置のページまでジャンプする技術がある。この場合、スラ
イドバーにまで指を移動させねばならない。このため、指の移動量が大きくなり、さらに
、機器本体を持ち替える必要も生じてしまう。これに対して、図１及び図２の実施形態で
は、指の接触位置を動かさずに、又は指を容易に動く範囲内で移動させるだけで、所望の
速度ｖＰのページ捲り動作を発動させることができる。また、ページを捲るために機器本
体を持ち替える必要もない。
【００４８】
　図３は、ページ捲り速度ｖＰを決定する方法を説明するグラフである。
【００４９】
　図３（Ａ）には、図１を用いて説明した実施形態での、指による押圧力ｐＣとページ捲
り速度ｖＰとの関係として、３ａ及び３ｂの２種類が示されている。図１の実施形態では
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、ページを捲る速度ｖＰは、押圧力ｐＣの大きさに応じて決定される。
【００５０】
　関係３ａでは、指の押圧力ｐＣが閾値ｐＴＨ未満である場合、ページ捲り速度ｖＰはゼ
ロである。また、指の押圧力ｐＣがｐＴＨ≦ｐＣ＜ｐＴＨ１の区間内にあるとき、ページ
捲り速度ｖＰはｖＡＤ１に設定され、押圧力ｐＣがｐＴＨ１≦ｐＣ＜ｐＴＨ２の区間内に
あるとき、ページ捲り速度ｖＰはｖＰ２（＞ｖＰ１）であり、ｐＴＨ２≦ｐＣの区間内に
あるとき、ｖＰ３（＞ｖＰ２）に設定される。この場合、指を押し込んでいくと、ページ
捲り速度ｖＰは、段階的に増加していく。
【００５１】
　また、関係３ｂでは、ページ捲り速度ｖＰは、押圧力ｐＣと正の傾きの線形関係にあり
、押圧力ｐＣの増加に応じて連続的により高い値に設定される。この場合、指を押し込め
ば押し込むほど、（ｐＣ－ｐＴＨ）の値に比例して、ページ捲り速度ｖＰは増加していく
。
【００５２】
　ここで、関係３ａ及び３ｂのいずれにおいても、押圧力ｐＣに閾値ｐＴＨが設けられて
いる。これにより、ユーザは、指を押し込むという所定の確実な動作を行って初めて、ペ
ージを捲ることができる。すなわち、ユーザが指を接触させただけでは捲れない。その結
果、誤動作が抑制されたページ捲りが可能となる。
【００５３】
　また、ページの捲れ方として、１枚ずつ捲れてもよいし、複数枚ずつ捲れてもよい。例
えば、速度ｖＰ＝４枚／秒である場合、０.２５秒毎に１枚ずつページが捲れてもよく、
０.５秒毎に２枚ずつページが捲れてもよい。さらに、指で押し込んでいる間、ページは
、押圧力ｐＣに応じた速度ｖＰで順次捲れていく。尚、ページ捲り動作を停止させるには
、指による押圧を弱めて押圧力ｐＣをｐＴＨ未満とするか、又は指をタッチパネル１００
から離反させる。
【００５４】
　図３（Ｂ）には、図２を用いて説明した実施形態での、指の移動量ｄＣとページ捲り速
度ｖＰとの関係として、３ｃ及び３ｄの２種類が示されている。図２の実施形態では、ペ
ージを捲る速度ｖＰは、指の移動量ｄＣに応じて決定される。
【００５５】
　関係３ｃでは、指の移動量ｄＣが閾値ｄＴＨ未満である場合、ページ捲り速度ｖＰはゼ
ロである。また、指の移動量ｄＣがｄＴＨ≦ｄＣ＜ｄＴＨ１の区間内にあるとき、ページ
捲り速度ｖＰはｖＰ４に設定され、移動量ｄＣがｄＴＨ１≦ｄＣ＜ｄＴＨ２の区間内にあ
るとき、ページ捲り速度ｖＰはｖＰ５（＞ｖＰ４）であり、ｄＴＨ２≦ｄＣの区間内にあ
るとき、ｖＰ６（＞ｖＰ５）に設定される。この場合、指の押し込みながらの移動量ｄＣ

を大きくすると、ページ捲り速度ｖＰは、段階的に増加していく。
【００５６】
　また、関係３ｄでは、ページ捲り速度ｖＰは、移動量ｄＣと正の傾きの線形関係にあり
、移動量ｄＣの増加に応じて連続的により高い値に設定される。この場合、指を移動させ
ればさせるほど、（ｄＣ－ｄＴＨ）の値に比例して、ページ捲り速度ｖＰは増加していく
。
【００５７】
　ここで、関係３ｃ及び３ｄのいずれにおいても、移動量ｄＣに閾値ｄＴＨが設けられて
いる。これにより、ユーザの指が意図せずに若干ずれたとしても、ページの捲れる事態が
回避される。その結果、誤動作が抑制されたページ捲りが可能となる。また、本実施形態
でも、ページ捲り動作発動の条件に、ｐＣ≧ｐＴＨが含まれている（図２（Ｂ）参照）。
すなわち、ユーザが指を軽く接触させて移動させてもページは捲れない。その結果、さら
に、誤動作の抑制が担保される。
【００５８】
　また、ページの捲れ方として、ページが複数枚ずつ捲れてもよいし、１枚ずつ捲れても
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よい。例えば、速度ｖＰ＝８枚／秒である場合、０.５秒毎に４枚ずつページが捲れても
よく、０.１２５秒毎に１枚ずつページが捲れてもよい。さらに、押し込みながら移動さ
せた指を停止させている間も、ページは、移動量ｄＣに応じた速度ｖＰで順次捲れていく
。尚、ページ捲り動作を停止させるには、指を当初の押圧位置に戻すか（移動量ｄＣ＝０
）、指による押圧を弱めて押圧力ｐＣをｐＴＨ未満とするか、又は指をタッチパネル１０
０から離反させる。
【００５９】
　図３（Ｃ）は、更なる他の実施形態での、指の押圧力ｐＣ及び移動量ｄＣとページ捲り
速度ｖＰとの関係を示している。この実施形態は、図２で説明した実施形態（ページ捲り
速度ｖＰが指の移動量ｄＣに依存）において、ページ捲り速度ｖＰが、指の押圧力ｐＣ及
び移動量ｄＣの両方に応じて決定されるものである。
【００６０】
　図３（Ｃ）によれば、指の押圧力ｐＣが閾値ｐＴＨ未満である場合、ページ捲り速度ｖ

Ｐは、関係３ｅ１に示すように常にゼロである。また、指の押圧力ｐＣがｐＴＨ≦ｐＣ＜
ｐＴＨ１の区間内にあるとき、ページ捲り速度ｖＰは、指の移動量ｄＣに対して、関係３
ｅ２に示すような関数となる。さらに、押圧力ｐＣがｐＴＨ１≦ｐＣ＜ｐＴＨ２の区間内
にあるとき、ページ捲り速度ｖＰは、指の移動量ｄＣに対して、関係３ｅ３に示すような
関数となり、ｐＴＨ２≦ｐＣの区間内にあるとき、関係３ｅ４に示すような関数となる。
尚、関係３ｅ２乃至３ｅ４はそれぞれ、階段状のグラフとなっているが、破線で示すよう
に直線、又は曲線のグラフであってもよい。
【００６１】
　ここで、ページの捲れ方として、ページが１枚ずつ捲れてもよいし、複数枚ずつ捲れて
もよい。また、移動量ｄＣが０≦ｄＣ＜ｄＴＨ３の区間内にあるとき、ページは１枚ずつ
捲れ、ｄＴＨ３≦ｄＣ＜ｄＴＨ４の区間内にあるとき、ページは２枚ずつ捲れ、ｄＴＨ４

≦ｄＣの区間内にあるとき、ページは３枚ずつ捲れることも好ましい。この場合、ユーザ
は、最初に所定の押圧力ｐＣをもって指で押し込み、この押圧力ｐＣ（及び移動量ｄＣ＝
０）に応じたページ捲り速度ｖＰ、例えばｖＰ＝４枚／秒を得る。これにより、０.２５
秒毎に１枚ずつページが捲れる。次いで、この押圧力ｐＣのまま指を移動量ｄＣだけ移動
させ、これら押圧力ｐＣ及び移動量ｄＣ（例えばｄＴＨ３≦ｄＣ＜ｄＴＨ４）に応じたペ
ージ捲り速度ｖＰ、例えばｖＰ＝８枚／秒を得る。これにより、同じ０.２５秒毎ではあ
るが一度に２枚ずつページが捲れる。
【００６２】
　以上、本発明によれば、指による押圧力ｐＣの大きさ、押圧時の指の接触位置の移動量
ｄＣ、又はこれら両方を調節することによって、ページを捲る速度ｖＰを制御することが
できる。これにより、操作を行う指を画面に接触させたままであっても、所望のページ分
を確実に速く捲ることが可能となる。
【００６３】
　図４は、本発明による携帯型情報機器の更なる他の実施形態における前面図、及び指に
よる操作の概略図である。
【００６４】
　図４（Ａ）は、携帯型情報機器１の前面図である。この前面図によれば、携帯型情報機
器１は片手で保持される。また、ディスプレイ１０１の画面に、電子書籍１０４が単ペー
ジ（同図では第８ページ）で表示され、さらに、ページ捲りアイコン１０８が表示されて
いる。また、この画面上に、タッチパネル１００が配置されている。
【００６５】
　本実施形態では、ページを捲る向きが、ページ捲りアイコン（所定の位置範囲）１０８
に割り当てられる。すなわち、ページ捲りアイコン１０８の表示位置範囲が、ページを捲
る向きが割り当てられる所定の位置範囲となる。
【００６６】
　ページ捲りアイコン１０８は、保持した片手の指が届く範囲内に位置していることが好
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ましい。図４（Ａ）では、画面に表示されたページの右下隅近傍に位置している。これに
より、後述するように、片手の指でページを捲ることが可能となる。尚、ページ捲りアイ
コン１０８の代わりに、図１（Ａ）のページ捲り位置範囲１０６のような位置範囲を用い
ることも可能である。この場合、この位置範囲は、読書又は閲覧の障害にならない形で視
認されることも好ましい。
【００６７】
　ページを捲る向きの割り当ての際、最初に、ユーザの指が、ページ捲りアイコン１０８
に接触する（ページ捲りアイコン１０８の表示位置範囲に重畳する）。この際の押圧力ｐ

Ｃは、閾値ｐＴＨ未満であり（ｐＣ＜ｐＴＨ）、ページ捲り動作発動の条件は満たされな
い。次いで、図４（Ｂ）に示すように、ユーザの指が、タッチパネル１００に接触したま
ま移動（スライド）する。
【００６８】
　その際の移動が、より左側に向かう向きの場合、ページ捲りアイコン１０８（の表示位
置範囲）に、ページを送る向き（ページ番号を増加させる向き）が割り当てられる。一方
、より右側に向かう向きの場合、ページ捲りアイコン１０８（の表示位置範囲）に、ペー
ジを戻す向き（ページ番号を減少させる向き）が割り当てられる。ここで、ページ捲りア
イコン１０８に、割り当てられた向きが明示されることも好ましい（図４（Ａ）では、三
角印で明示）。これにより、ユーザは、現在の、ページを捲る向きの割り当てを、ひと目
で確認することができる。
【００６９】
　その後、ページを捲るため、ユーザは、図４（Ｃ）に示すように、向きの割り当てられ
たページ捲りアイコン１０８を、閾値ｐＴＨ以上の押圧力ｐＣ（ｐＣ≧ｐＴＨ）をもって
指で押し込む。これにより、ページ捲り動作が発動し、ページが、割り当てられた向きに
捲れる（図４（Ｃ）ではページを戻す向きであり、結果として第７ページになる）。ここ
で、ページ捲り速度ｖＰは、図３（Ａ）で説明した形態と同様に、押圧力ｐＣの大きさに
応じて決定される。また、指を押し込んでいる間、ページは速度ｖＰで捲れ続ける。
【００７０】
　また、変更態様として、ユーザが、指でページ捲りアイコン１０８を押し込みながら、
この指を移動させることによって、ページ捲り動作が発動することも好ましい。この場合
、ページ捲り速度ｖＰは、図３（Ｂ）で説明した形態と同様に、指の移動量ｄＣに応じて
決定されてもよく、図３（Ｃ）で説明した形態と同様に、押圧力ｐＣの大きさ及び移動量
ｄＣの両方に応じて決定されてもよい。
【００７１】
　以上、図４の実施形態によれば、機器を保持した片手の指でも、ページを捲る向きを決
定し、ページを捲ることが可能となる。
【００７２】
　図５は、本発明による携帯型情報機器の一実施形態を示す機能構成図である。
【００７３】
　図５によれば、携帯型情報機器１は、タッチパネル１００と、ディスプレイ１０１と、
押圧力検出部１０２と、プロセッサ・メモリとを有する。
【００７４】
　また、プロセッサ・メモリは、接触位置判定部１２１と、接触位置移動測定部１２２と
、押圧力判定部１２３と、捲り向き決定部１２４と、捲り速度決定部１２５と、動作制御
部１２６と、表示制御部１１１と、アプリケーション処理部１１２とを有する。ここで、
プロセッサ・メモリは、プログラムを実行することによってその機能を実現させる。
【００７５】
　ディスプレイ１０１は、電子書籍１０４のページを含む画像を表示する。また、タッチ
パネル１００は、ディスプレイ１０１の画面上に配置されており、ユーザの指の接触位置
を時間経過に応じて逐次出力する。このタッチパネル１００として、投影型静電容量方式
タッチパネル、表面型静電容量方式タッチパネル、抵抗膜方式タッチパネル、超音波表面
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弾性波方式タッチパネル、又は赤外線走査方式タッチパネル等を採用することができる。
【００７６】
　押圧力検出部１０２は、タッチパネル１００（ページ捲り位置範囲１０５乃至１０７、
及びページ捲りアイコン１０８の各々）に指によって与えられる押圧力ｐＣを検出する。
押圧力検出部１０２は、例えば、タッチパネル１００の四隅下に設置されており、指を押
し付けられ僅かに撓んだタッチパネル１００が自身に及ぼす押圧の合計を、押圧力ｐＣと
して検出する。押圧力検出部１０２は、例えば、ＰＺＴ（チタン酸ジルコン酸鉛）等の圧
電材料を用いて形成された圧電センサとすることができる。
【００７７】
　接触位置判定部１２１は、タッチパネル１００から出力される指の接触位置信号を入力
し、指の接触位置が、画面内の所定の位置範囲のいずれかと重畳したか否かを判定する。
例えば、図１の実施形態では、ページ捲り位置範囲１０５と重畳したか否かを判定し、さ
らにページ捲り位置範囲１０６と重畳したか否かをも判定する（いずれかと重畳していれ
ば真と判定する）。また、この判定結果及び指が重畳した位置範囲の情報を、捲り向き決
定部１２４に出力する。
【００７８】
　接触位置移動測定部１２２は、タッチパネル１００から出力される指の接触位置信号を
入力し、指の接触位置の移動の向きを測定して、この測定結果を捲り向き決定部１２４に
出力する。また、指の接触位置の移動量ｄＣを測定して、この測定結果を捲り速度決定部
１２５に出力する。
【００７９】
　押圧力判定部１２３は、押圧力検出部１０２から出力される押圧力信号を入力し、指に
よる押圧力ｐＣの大きさを捲り速度決定部１２５に出力する。また、押圧力判定部１２３
は、指による押圧力ｐＣと所定の閾値ｐＴＨとの大小関係を判定し、この判定結果を動作
制御部１２６に出力する。
【００８０】
　捲り向き決定部１２４は、接触位置判定部１２１からの判定結果に基づいて、ページを
捲る向きを決定する。また、捲り向き決定部１２４は、接触位置移動測定部１２２からの
測定結果に基づいて、指の接触位置が重畳した所定の位置範囲に、ページを捲る向きを割
り当てる。また、これらの結果を動作制御部１２６に出力する。
【００８１】
　捲り速度決定部１２５は、押圧力判定部１２３及び／又は接触位置移動測定部１２２か
らの測定結果に基づいて、ページを捲る速度ｖｐを決定する。また、この決定結果を動作
制御部１２６に逐次出力する。
【００８２】
　動作制御部１２６は、捲り向き決定部１２４及び捲り速度決定部１２５からの情報と、
押圧力判定部１２３からの判定結果とを入力する。次いで、これらに基づいて、決定され
た向き及び速度ｖＰによるページ捲り動作の発動を、表示制御部１１１に指示する。
【００８３】
　また、動作制御部１２６は、指の接触位置が重畳したページ捲りアイコン１０８（所定
の位置範囲）に、決定された向きを割り当てるように、表示制御部１１１に指示する。さ
らに、動作制御部１２６は、接触位置判定部１２１及び押圧力判定部１２３からの情報を
入力する。次いで、これらの情報に基づいて、ページの上隅に折り目を表示するように、
表示制御部１１１に指示する。
【００８４】
　表示制御部１１１は、動作制御部１２６からのページ捲り動作、及び折り目を表示する
動作の発動情報を入力し、指示された動作に応じた電子書籍１０４の画像をディスプレイ
１０１に表示させる。また、表示制御部１２６は、向きが割り当てられたページ捲りアイ
コン１０８（所定の位置範囲）をディスプレイ１０１に表示させる。さらに、アプリケー
ション処理部１１２からの（電子書籍読書・閲覧用等の）アプリケーション処理情報を入
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力して、アプリケーションの実行に応じた画像をディスプレイ１０１に表示させる。
【００８５】
　図６乃至図９は、本発明によるページ捲り方法の種々の実施形態を示すフローチャート
である。これらのフローチャートを用いて、プロセッサ・メモリで実施されるページ捲り
方法の各実施形態を説明する。
【００８６】
　図６は、ページ捲り方法に係る図１（図３（Ａ））の実施形態に対応したフローチャー
トである。図６によれば、最初に、表示制御部１１１が、電子書籍１０４のページの画像
をディスプレイ１０１に表示させる（ステップＳ６０１）。次いで、タッチパネル１００
が、指の接触位置を測定する（ステップＳ６０２）。次いで、接触位置判定部１２１が、
指の接触位置が画面内のページ捲り位置範囲のいずれかと重畳したか否かを判定する（ス
テップＳ６０３）。
【００８７】
　ここで、接触位置判定部１２１が真の判定、すなわち指の接触位置が画面内のページ捲
り位置範囲のいずれかと重畳したとの判定を行った際、捲り向き決定部１２４が、指が重
畳したページ捲り位置範囲に応じて、ページを捲る向きを決定する（ステップＳ６０４）
。一方、接触位置判定部１２１が偽の判定を行った際、ページ捲り動作は発動せず終了す
る。
【００８８】
　尚、タッチパネル１００がマルチタッチ（複数点検出）可能であって、指の重畳したペ
ージ捲り位置範囲が複数認識された場合は、前回のページ捲り動作の際に決定された向き
を、そのまま引き継ぎ、改めて、ページを捲る向きとしてもよい。
【００８９】
　ステップＳ６０４の後、押圧力検出部１０２が、タッチパネル１００に接触した指によ
って与えられる押圧力ｐＣを検出する（ステップＳ６０５）。次いで、押圧力判定部１２
３が、押圧力ｐＣが所定の閾値ｐＴＨ以上であるか否かを判定する（ステップＳ６０６）
。
【００９０】
　押圧力判定部１２３が真の判定、すなわちｐＣ≧ｐＴＨであるとの判定を行った際、捲
り速度決定部１２５が、押圧力ｐＣの大きさに応じて、ページを捲る速度ｖＰを決定する
（ステップＳ６０７）。一方、押圧力判定部１２３が偽の判定を行った際、ページ捲り動
作は発動せず、ステップＳ６０２に戻る。
【００９１】
　ステップＳ６０７の後、動作制御部１２６は、決定された向きに、決定された速度ｖＰ

でページを捲る動作を発動させる（ステップＳ６０８）。その後、ページ捲り動作が継続
するか否かを判断すべく、ステップＳ６０２に戻る。
【００９２】
　図７は、ページ捲り方法に係る図２（図３（Ｂ））の実施形態に対応したフローチャー
トである。このフローチャートのうち、図６と共通するステップ又は内容については、説
明を省略する。
【００９３】
　図７によれば、ステップＳ７０３で、接触位置判定部１２１が真の判定、すなわち指の
接触位置が画面内のページ捲り位置範囲のいずれかと重畳したとの判定を行った際、捲り
向き決定部１２４が、指が重畳したページ捲り位置範囲に応じて、ページを捲る向きを決
定する（ステップＳ７０４）。
【００９４】
　次いで、押圧力検出部１０２が、タッチパネル１００に接触した指によって与えられる
押圧力ｐＣを検出する（ステップＳ７０５）。次いで、押圧力判定部１２３が、押圧力ｐ

Ｃが所定の閾値ｐＴＨ以上であるか否かを判定する（ステップＳ７０６）。
【００９５】
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　押圧力判定部１２３が真の判定、すなわちｐＣ≧ｐＴＨであるとの判定を行った際、接
触位置移動測定部１２２が、指の接触位置の移動量ｄＣを測定する（ステップＳ７０７）
。次いで、捲り速度決定部１２５が、移動量ｄＣに応じて、ページを捲る速度ｖＰを決定
する（ステップＳ７０８）。一方、押圧力判定部１２３が偽の判定を行った際、ページ捲
り動作は発動せず、ステップＳ７０２に戻る。
【００９６】
　ステップＳ７０８の後、動作制御部１２６は、決定された向きに、決定された速度ｖＰ

でページを捲る動作を発動させる（ステップＳ７０９）。その後、ページ捲り動作が継続
するか否かを判断すべく、ステップＳ７０２に戻る。
【００９７】
　図８は、ページ捲り方法に係る図３（Ｃ）（図２）の実施形態に対応したフローチャー
トである。このフローチャートのうち、図６と共通するステップ又は内容については、説
明を省略する。
【００９８】
　図８によれば、ステップＳ８０３で、接触位置判定部１２１が真の判定、すなわち指の
接触位置が画面内のページ捲り位置範囲のいずれかと重畳したとの判定を行った際、捲り
向き決定部１２４が、指が重畳したページ捲り位置範囲に応じて、ページを捲る向きを決
定する（ステップＳ８０４）。
【００９９】
　次いで、押圧力検出部１０２が、タッチパネル１００に接触した指によって与えられる
押圧力ｐＣを検出する（ステップＳ８０５）。次いで、押圧力判定部１２３が、押圧力ｐ

Ｃが所定の閾値ｐＴＨ以上であるか否かを判定する（ステップＳ８０６）。
【０１００】
　押圧力判定部１２３が真の判定、すなわちｐＣ≧ｐＴＨであるとの判定を行った際、接
触位置移動測定部１２２が、指の接触位置の移動量ｄＣを測定する（ステップＳ８０７）
。次いで、捲り速度決定部１２５が、押圧力ｐＣの大きさ及び移動量ｄＣに応じて、ペー
ジを捲る速度ｖＰを決定する（ステップＳ８０８）。一方、押圧力判定部１２３が偽の判
定を行った際、ページ捲り動作は発動せず、ステップＳ８０２に戻る。
【０１０１】
　ステップＳ８０８の後、動作制御部１２６は、決定された向きに、決定された速度ｖＰ

でページを捲る動作を発動させる（ステップＳ８０９）。その後、ページ捲り動作が継続
するか否かを判断すべく、ステップＳ８０２に戻る。
【０１０２】
　図９は、ページ捲り方法に係る図４の実施形態に対応したフローチャートである。この
フローチャートのうち、図６と共通するステップ又は内容については、説明を省略する。
【０１０３】
　図９によれば、ステップＳ９０３で、接触位置判定部１２１が真の判定、すなわち指の
接触位置が画面内のページ捲りアイコン１０８（所定の位置範囲）と重畳したとの判定を
行った際、押圧力検出部１０２が、タッチパネル１００に接触した指によって与えられる
押圧力ｐＣを検出する（ステップＳ９０４）。次いで、押圧力判定部１２３が、押圧力ｐ

Ｃが所定の閾値ｐＴＨ以上であるか否かを判定する（ステップＳ９０５）。
【０１０４】
　押圧力判定部１２３が偽の判定、すなわちｐＣ＜ｐＴＨであるとの判定を行った際、接
触位置移動測定部１２２が、指の接触位置の移動の向きを測定する（ステップＳ９０６）
。次いで、捲り向き決定部１２４が、指が重畳したページ捲りアイコン１０８に対し、測
定された接触位置の移動の向きに応じて、ページを捲る向きを割り当てる（ステップＳ９
０７）。
【０１０５】
　ここで、ページ捲りアイコン１０８には、当初から、いずれかのページを捲る向きが割
り当てられており、ステップＳ９０７では、新たな向きを上書きすることになる。また、
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移動量ｄＣが所定の閾値ｄＴＨ未満（ｄＣ＜ｄＴＨ）の場合、ページを捲る向きを、現状
割り当てられている向きとし、割り当てを終了する。
【０１０６】
　次いで、ページ捲りアイコン１０８において、割り当てられたページを捲る向きを明示
する（Ｓ９０８）。その後、ページ捲り動作が発動するか否かを判断すべく、ステップＳ
９０２に戻る。
【０１０７】
　一方、押圧力判定部１２３が真の判定、すなわちｐＣ≧ｐＴＨであるとの判定を行った
際、捲り向き決定部１２４が、ページを捲る向きを、ページ捲りアイコン１０８に割り当
てられた向きに決定する（ステップＳ９０９）。次いで、捲り速度決定部１２５が、押圧
力ｐＣの大きさに応じて、ページを捲る速度ｖＰを決定する（ステップＳ９１０）。
【０１０８】
　次いで、動作制御部１２６は、決定された向きに、決定された速度ｖＰでページを捲る
動作を発動させる（ステップＳ９１１）。その後、ページ捲り動作が継続するか否かを判
断すべく、ステップＳ９０２に戻る。
【０１０９】
　以上、詳細に説明したように、本発明の電子書籍表示装置、ページ捲り方法及びプログ
ラムによれば、画面内の所定の位置範囲（ページ捲り位置範囲、ページ捲りアイコン）を
指で押し込むことによって、ページを捲る動作を発動させることができる。その結果、操
作を行う指を画面に接触させたままであっても、誤動作の抑制されたページ捲りが可能と
なる
【０１１０】
　また、指による押圧力ｐＣの大きさ、押圧時の指の接触位置の移動量ｄＣ、又はこれら
両方を調節することによって、ページを捲る速度ｖＰを制御することができる。これによ
り、操作を行う指を画面に接触させたままであっても、所望のページ分を確実に速く捲る
ことが可能となる。
【０１１１】
　前述した本発明の種々の実施形態について、本発明の技術思想及び見地の範囲の種々の
変更、修正及び省略は、当業者によれば容易に行うことができる。前述の説明はあくまで
例であって、何ら制約しようとするものではない。本発明は、特許請求の範囲及びその均
等物として限定するものにのみ制約される。
【符号の説明】
【０１１２】
　１　携帯型情報機器（電子書籍表示装置）
　１００　タッチパネル
　１０１　ディスプレイ
　１０２　押圧力検出部
　１０４　電子書籍
　１０５、１０６、１０７　ページ捲り位置範囲
　１０８　ページ捲りアイコン
　１０９　領域
　１１１　表示制御部
　１１２　アプリケーション処理部
　１２１　接触位置判定部
　１２２　接触位置移動測定部
　１２３　押圧力判定部
　１２４　捲り向き決定部
　１２５　捲り速度決定部
　１２６　動作制御部
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