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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチパネルで検出された複数のタッチ位置から、所定の領域抽出条件をそれぞれ満た
す第１のタッチ領域及び第２のタッチ領域を抽出する抽出部と、
　前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の距離の変化に基づいて、入力イ
ベントを認識する認識部と、
　認識された前記入力イベントに応じて、前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域
との間に表示される操作対象オブジェクトの表示を変化させる制御部と、
を備え、
　前記認識部は、前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の距離が大きくな
った場合に、第２の入力イベントを認識し、
　前記制御部は、前記第２の入力イベントが認識された場合に、当該第２の入力イベント
の認識前に表示されている１つの操作対象オブジェクトに対応する動画像を前記動画像に
ついてのシーン認識の結果に応じて分割する、
　情報処理装置。
【請求項２】
　前記認識部は、前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の距離が小さくな
った場合に、第１の入力イベントを認識する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記認識部は、前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の距離が大きくな
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った場合に、第２の入力イベントを認識する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記認識部は、前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の距離の変化量に
基づいて、前記入力イベントを認識する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記認識部は、前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の相対的な移動方
向に基づいて、前記入力イベントを認識する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記認識部は、前記第１のタッチ領域の移動方向及び前記第２のタッチ領域の移動方向
に基づいて、前記入力イベントを認識する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記認識部は、前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の距離が小さくな
った場合に、第１の入力イベントを認識し、
　前記制御部は、前記第１の入力イベントが認識された場合に、操作対象オブジェクトを
より狭い範囲に再配置する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記認識部は、前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の距離が小さくな
った場合に、第１の入力イベントを認識し、
　前記制御部は、前記第１の入力イベントが認識された場合に、当該第１の入力イベント
の認識前に表示されている複数の操作対象オブジェクトに対応するデータを結合する、
請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記データは動画像である、請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記認識部は、前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の距離が大きくな
った場合に、第２の入力イベントを認識し、
　前記制御部は、前記第２の入力イベントが認識された場合に、複数の操作対象オブジェ
クトをより広い範囲に再配置する、
請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記認識部は、前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の距離が大きくな
った場合に、第２の入力イベントを認識し、
　前記制御部は、前記第２の入力イベントが認識された場合に、当該第２の入力イベント
の認識前に表示されている複数の操作対象オブジェクトを整列させる、
請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記領域抽出条件は、抽出されるべきタッチ領域のサイズについての条件を含む、請求
項１に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記領域抽出条件は、抽出されるべきタッチ領域の形状についての条件を含む、請求項
１に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記領域抽出条件は、抽出されるべきタッチ領域に含まれるタッチ位置の密度について
の条件を含む、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　タッチパネルで検出された複数のタッチ位置から、所定の領域抽出条件をそれぞれ満た
す第１のタッチ領域及び第２のタッチ領域を抽出することと、
　前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の距離の変化に基づいて、入力イ
ベントを認識することと、
　認識された前記入力イベントに応じて、前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域
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との間に表示される操作対象オブジェクトの表示を変化させることと、
　前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の距離が大きくなった場合に、第
２の入力イベントを認識することと、
　前記第２の入力イベントが認識された場合に、当該第２の入力イベントの認識前に表示
されている１つの操作対象オブジェクトに対応する動画像を前記動画像についてのシーン
認識の結果に応じて分割することと、
を含む情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置及び情報処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機器等の多くの機器において、タッチ
パネルが利用されている。タッチパネルは、１つの画面上で表示及び入力という２つの機
能性を実現する。
【０００３】
　このようなタッチパネルでの操作をより容易にするために、タッチパネル上でのタッチ
又はタッチジェスチャに対応する様々な入力イベントが定義されている。例えば、タッチ
の開始、タッチの移動及びタッチの終了のような、タッチに対応する入力イベントや、ド
ラッグ、タップ、ピンチイン及びピンチアウトのような、タッチジェスチャに対応する入
力イベントが定義されている。また、これらの典型的な入力イベントに限られず、操作を
より容易にするための入力イベントが提案されている。
【０００４】
　例えば、特許文献１では、手の側面をタッチパネルにタッチした状態で動かすタッチジ
ェスチャに対応する入力イベントを認識し、当該入力イベントに応じてオブジェクトを選
択して移動させる技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－２３８１２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、従来の入力イベントが大型のタッチパネルでの操作に適用されると、ユーザへ
の大きな負担が生じ得る。例えば、ユーザは、広い範囲でオブジェクトを操作するために
、体を大きく動かすことになり得る。
【０００７】
　そこで、大型のタッチパネルでもユーザがより少ない負担で操作を行うことを可能にす
ることが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示によれば、タッチパネルで検出された複数のタッチ位置から、所定の領域抽出条
件をそれぞれ満たす第１のタッチ領域及び第２のタッチ領域を抽出する抽出部と、上記第
１のタッチ領域と上記第２のタッチ領域との間の距離の変化に基づいて、入力イベントを
認識する認識部と、を備える情報処理装置が提供される。
【０００９】
　また、本開示によれば、タッチパネルで検出された複数のタッチ位置から、所定の領域
抽出条件をそれぞれ満たす第１のタッチ領域及び第２のタッチ領域を抽出することと、上
記第１のタッチ領域と上記第２のタッチ領域との間の距離の変化に基づいて、入力イベン
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トを認識することと、を含む情報処理方法が提供される。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように本開示に係る情報処理装置及び情報処理方法によれば、大型のタッ
チパネルでもユーザがより少ない負担で操作を行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】一実施形態に係る情報処理装置の外観の一例を示す外観図である。
【図２】一実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図３】一実施形態に係る情報処理装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
【図４Ａ】タッチ位置の検出の第１の例を説明するための説明図である。
【図４Ｂ】タッチ位置の検出の第２の例を説明するための説明図である。
【図５】タッチ領域の抽出の一例を説明するための説明図である。
【図６】タッチ領域に含まれるタッチ位置の密度の例を説明するための説明図である。
【図７Ａ】ＧＡＴＨＥＲイベントの認識の一例を説明するための説明図である。
【図７Ｂ】ＳＰＬＩＴイベントの認識の一例を説明するための説明図である。
【図８】タッチ領域間の距離の変化量に基づく入力イベントの認識の例を説明するための
説明図である。
【図９Ａ】２つのタッチ領域間の相対的な移動方向に基づく入力イベントの認識の例を説
明するための説明図である。
【図９Ｂ】２つのタッチ領域の移動方向に基づく入力イベントの認識の例を説明するため
の説明図である。
【図１０】その他の入力イベントの認識の例を説明するための説明図である。
【図１１Ａ】ＧＡＴＨＥＲイベントによる操作対象オブジェクトの表示の変化の例を説明
するための説明図である。
【図１１Ｂ】ＧＡＴＨＥＲイベントによる操作対象オブジェクトの表示の変化の別の例を
説明するための説明図である。
【図１２Ａ】ＳＰＬＩＴイベントによる操作対象オブジェクトの表示の変化の第１の例を
説明するための説明図である。
【図１２Ｂ】ＳＰＬＩＴイベントによる操作対象オブジェクトの表示の変化の第２の例を
説明するための説明図である。
【図１２Ｃ】ＳＰＬＩＴイベントによる操作対象オブジェクトの表示の変化の第３の例を
説明するための説明図である。
【図１３Ａ】ＧＲＡＢイベントによる操作対象オブジェクトの表示の変化の一例を説明す
るための説明図である。
【図１３Ｂ】ＳＨＡＫＥイベントによる操作対象オブジェクトの表示の変化の一例を説明
するための説明図である。
【図１３Ｃ】ＣＵＴイベントによる操作対象オブジェクトの表示の変化の一例を説明する
ための説明図である。
【図１３Ｄ】ＣＩＲＣＬＥイベントによる操作対象オブジェクトの表示の変化の一例を説
明するための説明図である。
【図１３Ｅ】ＷＩＰＥイベントによる操作対象オブジェクトの操作の一例を説明するため
の説明図である。
【図１３Ｆ】ＦＡＤＥイベントによる操作対象オブジェクトの操作の一例を説明するため
の説明図である。
【図１４Ａ】情報処理装置における操作例を説明するための第１の説明図である。
【図１４Ｂ】情報処理装置における操作例を説明するための第２の説明図である。
【図１４Ｃ】情報処理装置における操作例を説明するための第３の説明図である。
【図１４Ｄ】情報処理装置における操作例を説明するための第４の説明図である。
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【図１４Ｅ】情報処理装置における操作例を説明するための第５の説明図である。
【図１４Ｆ】情報処理装置における操作例を説明するための第６の説明図である。
【図１５】一実施形態に係る情報処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートである
。
【図１６】タッチ領域抽出処理の一例を示すフローチャートである。
【図１７】ＧＡＴＨＥＲ／ＳＰＬＩＴ認識処理の一例を示すフローチャートである。
【図１８】ＧＡＴＨＥＲ／ＳＰＬＩＴ制御処理の一例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】
【００１２】
　以下に添付の図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する
。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１３】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．情報処理装置の外観
　２．情報処理装置の構成
　　２．１．ハードウェア構成
　　２．２．機能構成
　３．操作例
　４．処理の流れ
　５．まとめ
【００１４】
　＜１．情報処理装置の外観＞
　まず、図１を参照して、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の外観について
説明する。図１は、一実施形態に係る情報処理装置１００の外観の一例を示す外観図であ
る。図１を参照すると、情報処理装置１００が示されている。情報処理装置１００は、タ
ッチパネル２０を備える。また、情報処理装置１００は、例えば、大型のディスプレイ装
置である。即ち、タッチパネル２０は、ユーザの手４１と比べてかなり大きい大型のタッ
チパネルである。
【００１５】
　ユーザは、ユーザの手４１でタッチパネル２０にタッチすることにより、タッチパネル
２０に表示されるオブジェクトを操作できる。ただし、大型のタッチパネル２０の広範囲
にオブジェクトが散らばっている場合、ユーザは、当該オブジェクトを片手のみで操作し
ようとすると、体を大きく動かすことになり得る。その結果、ユーザへの大きな負担が生
じ得る。
【００１６】
　本実施形態に係る情報処理装置１００によれば、大型のタッチパネル２００でもユーザ
がより少ない負担で操作を行うことが可能となる。以降、＜２．情報処理装置の構成＞＜
３．操作例＞＜４．処理の流れ＞において、その具体的な内容を説明する。
【００１７】
　＜２．情報処理装置の構成＞
　次に、図２～図１３Ｆを参照して、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の構
成について説明する。
【００１８】
　＜２．１　ハードウェア構成＞
　まず、図２を参照して、本実施形態に係る情報処理装置１００のハードウェア構成の一
例について説明する。図２は、本実施形態に係る情報処理装置１００のハードウェア構成
の一例を示すブロック図である。図２を参照すると、情報処理装置１００は、タッチパネ
ル２０、バス３０、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）３１、ＲＯＭ（Read　Only　M
emory）３３、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）３５及び記憶装置３７を備える。
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【００１９】
　タッチパネル２０は、タッチ検出面２１及び表示面２３を含む。タッチ検出面２１は、
タッチパネル２０におけるタッチ位置を検出する。より具体的には、例えば、ユーザが、
タッチパネル２０にタッチすると、タッチ検出面２１は、当該タッチを感知し、当該タッ
チの位置に応じた電気信号を生成し、そして当該電気信号をタッチ位置の情報に変換する
。タッチ検出面２１は、複数のタッチ位置を検出可能なマルチタッチ対応のタッチ検出面
である。また、タッチ検出面２１は、例えば、静電容量方式、抵抗膜方式、光学式等の任
意のタッチ検出方式に従って形成され得る。
【００２０】
　表示面２３は、情報処理装置１００からの出力画像を表示する。表示面２３は、例えば
、液晶、有機ＥＬ（Organic　Light-Emitting　Diode：ＯＬＥＤ）、ＣＲＴ（Cathode　R
ay　Tube）等を用いて実現され得る。
【００２１】
　バス３０は、タッチ検出面２１、表示面２３、ＣＰＵ３１、ＲＯＭ３３、ＲＡＭ３５及
び記憶装置３７を相互に接続する。
【００２２】
　ＣＰＵ３１は、情報処理装置１００の動作全般を制御する。ＲＯＭ３３は、ＣＰＵ３１
により実行されるソフトウェアを構成するプログラム及びデータを記憶する。ＲＡＭ３５
は、ＣＰＵ３１の処理の実行時に、プログラム及びデータを一時的に記憶する。
【００２３】
　記憶装置３７は、ＣＰＵ３１により実行されるソフトウェアを構成するプログラム及び
データ、並びに、一時的又は恒久的に保存すべきその他のデータを記憶する。記憶装置３
７は、例えば、ハードディスク（Hard　Disk）のような磁気記録媒体であってもよく、又
は、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically　Erasable　and　Programmable　Read　Only　Memory
）、フラッシュメモリ（flash　memory）、ＭＲＡＭ（Magnetoresistive　Random　Acces
s　Memory）、ＦｅＲＡＭ（Ferroelectric　Random　Access　Memory）及びＰＲＡＭ（Ph
ase　change　Random　Access　Memory）等の不揮発性メモリ（nonvolatile　memory）で
あってもよい。
【００２４】
　＜２．２　機能構成＞
　次に、図３～図１３Ｆを参照して、本実施形態に係る情報処理装置１００の機能構成の
一例について説明する。図３は、本実施形態に係る情報処理装置１００の機能構成の一例
を示すブロック図である。図３を参照すると、情報処理装置１００は、タッチ検出部１１
０、タッチ領域抽出部１２０、イベント認識部１３０、制御部１４０、記憶部１５０及び
表示部１６０を備える。
【００２５】
　（タッチ検出部１１０）
　タッチ検出部１１０は、タッチパネル２０におけるタッチ位置を検出する。即ち、タッ
チ検出部１１０は、タッチ検出面２１に対応する機能である。上記タッチ位置は、例えば
、タッチパネル２０内の座標である。ユーザが、複数の位置へのタッチを行った場合には
、タッチ検出部１１０は、複数のタッチ位置を検出する。以下、タッチ位置の検出につい
て図４Ａ及び図４Ｂを参照してより具体的に説明する。
【００２６】
　まず、図４Ａは、タッチ位置の検出の第１の例を説明するための説明図である。図４Ａ
を参照すると、上段には、タッチパネル２０の一部及びユーザの手４１が示されている。
ここでは、ユーザは、ユーザの手４１の１本の指でタッチパネル２０にタッチしている。
一方、下段には、タッチパネル２０の一部が座標付きで示され、また、ユーザの手４１の
１本の指でのタッチに応じて検出されるタッチ位置４３ａが示されている。このように、
ユーザの手４１の１本の指でのタッチに応じて、タッチ検出部１１０は、例えば、１つの
タッチ位置４３ａを検出する。
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【００２７】
　また、図４Ｂは、タッチ位置の検出の第２の例を説明するための説明図である。図４Ｂ
を参照すると、上段には、タッチパネル２０の一部及びユーザの手４１が示されている。
ここでは、ユーザは、ユーザの手４１の側面でタッチパネル２０にタッチしている。一方
、下段には、タッチパネル２０の一部が座標付きで示され、また、ユーザの手４１の側面
でのタッチに応じて検出されるタッチ位置４３ｂが示されている。このように、ユーザの
手４１の側面でのタッチに応じて、タッチ検出部１１０は、例えば、多数の密集するタッ
チ位置４３ｂを検出する。
【００２８】
　タッチ検出部１１０は、検出したタッチ位置４３をタッチ領域抽出部１２０及びイベン
ト認識部１３０へ時系列で出力する。
【００２９】
　（タッチ領域抽出部１２０）
　タッチ領域抽出部１２０は、タッチパネル２０で検出された複数のタッチ位置から、所
定の領域抽出条件を満たすタッチ領域を抽出する。より具体的には、例えば、タッチ検出
部１１０が、複数のタッチ位置を検出した場合に、タッチ領域抽出部１２０は、所定のグ
ルーピング条件に従って、検出された複数のタッチ位置を１つ以上のタッチ位置集合にグ
ルーピングする。ここでのグルーピング条件とは、例えば、各グループに属するタッチ位
置の任意のペアの間の距離が所定の閾値を超えない、という条件であってよい。そして、
タッチ領域抽出部１２０は、タッチ位置集合ごとに、当該タッチ位置集合を含む領域が領
域抽出条件を満たすかを判定し、領域抽出条件を満たす当該領域をタッチ領域として抽出
する。以下、領域抽出条件についてより具体的に説明する。
【００３０】
　上記領域抽出条件は、例えば、抽出されるべきタッチ領域のサイズについての条件（以
下、「サイズ条件」と呼ぶ）を含む。より具体的には、例えば、当該サイズ条件は、抽出
されるべきタッチ領域の面積についての条件である。一例として、当該サイズ条件は、タ
ッチ領域の面積が第１のサイズ閾値以上且つ第２のサイズ閾値未満であることである。こ
こでのタッチ領域の面積は、例えば、タッチ領域に含まれる画素数である。タッチ領域の
面積と比較される第１及び第２のサイズ閾値は、例えば、標準的なユーザの手のサイズに
基づいて予め定義されてよい。以下、領域抽出条件がサイズ条件である場合のタッチ領域
の抽出について図５を参照してより具体的に説明する。
【００３１】
　図５は、タッチ領域の抽出の一例を説明するための説明図である。図５を参照すると、
図４Ｂと同様に、タッチパネル２０の一部が座標付きで示されている。また、図４Ｂと同
様に、ユーザが手４１の側面でタッチパネル２０にタッチした場合に検出されるタッチ位
置４３ｂが示されている。この場合に、タッチ領域抽出部１２０は、まず、上述したグル
ーピング条件を満たす複数のタッチ位置４３、即ちタッチ位置集合を特定し、さらに当該
タッチ位置集合を含む領域４５を特定する。ここでは、サイズ条件が、タッチ領域の面積
が第１のサイズ閾値以上且つ第２のサイズ閾値未満の画素数であることとするとする。こ
の場合に、タッチ位置集合を含む領域４５は、第１のサイズ閾値以上且つ第２のサイズ閾
値未満の画素を含み、タッチ領域抽出部１２０は、領域４５がサイズ条件を満たすと判定
する。その結果、タッチ領域抽出部１２０は、サイズ条件を満たす領域４５をタッチ領域
として抽出する。
【００３２】
　このようなサイズ条件により、簡単な演算で、ユーザの手４１の特定部分でのタッチと
、ユーザの手４１の別の部分でのタッチとを区別することが可能になる。例えば、ユーザ
の手４１の側面でのタッチとユーザの手４１の側面以外の部分（例えば、指、掌）でのタ
ッチとを区別することが可能になる。
【００３３】
　なお、サイズ条件は、単に、タッチ領域の面積が第１のサイズ閾値以上であることであ
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ってもよい。また、サイズ条件は、タッチ領域の面積についての条件の代わりに、タッチ
領域の長さについての条件であってもよい。一例として、サイズ条件は、タッチ領域内の
座標のうちの最も遠い２つの座標の間の距離が所定の閾値以上であることであってもよい
。また、サイズ条件は、タッチ領域の面積についての条件とタッチ領域の長さについての
条件との組合せであってもよい。
【００３４】
　また、上記領域抽出条件は、抽出されるべきタッチ領域の形状についての条件（以下、
「形状条件」と呼ぶ）を含んでもよい。より具体的には、例えば、当該形状条件は、タッ
チ領域と予め用意された領域パターンとが類似することである。一例として、当該領域パ
ターンは、ユーザの手４１の特定部分（例えば、側面）でのタッチからサンプルとして取
得された領域である。当該領域パターンは、多数のユーザの手４１について取得される。
タッチ領域抽出部１２０は、タッチ位置集合を含む領域４５と各領域パターンとを比較す
る。そして、タッチ領域抽出部１２０は、タッチ位置集合を含む領域４５がいずれかの領
域パターンと類似する場合に、タッチ位置集合を含む領域４５が形状条件を満たすと判定
する。領域抽出条件が形状条件である場合に、このように、タッチ領域抽出部１２０は、
形状条件を満たす領域４５をタッチ領域として抽出する。
【００３５】
　このような形状条件により、ユーザの手４１の特定部分でのタッチと、ユーザの手４１
の別の部分でのタッチとを細かく区別することが可能になる。例えば、ユーザの手４１の
側面でのタッチとユーザの手４１の側面以外の部分（例えば、指、掌）でのタッチとを区
別することだけではなく、右手の側面でのタッチと左手の側面でのタッチとを区別するこ
とも可能になる。その結果、ユーザの手４１がどちらを向いているかも知得することが可
能になる。
【００３６】
　また、上記領域抽出条件は、抽出されるべきタッチ領域に含まれるタッチ位置の密度に
ついての条件（以下、「密度条件」と呼ぶ）を含んでもよい。より具体的には、例えば、
当該密度条件は、タッチ領域の面積に対するタッチ位置の数の比率が密度閾値以上である
ことである。当該密度条件は、例えば、サイズ条件又は形状条件と組合せて用いられる。
即ち、当該密度条件は、サイズ条件又は形状条件とともに領域抽出条件に含まれる。サイ
ズ条件及び密度条件によるタッチ領域の抽出について図６を参照してより具体的に説明す
る。
【００３７】
　図６は、タッチ領域に含まれるタッチ位置の密度の例を説明するための説明図である。
図６を参照すると、上段には、タッチパネル２０の一部及びユーザの手４１が示されてい
る。ここでは、ユーザは、ユーザの手４１の５本の指でタッチパネル２０にタッチしてい
る。一方、下段には、タッチパネル２０の一部が座標付きで示され、また、ユーザの手４
１の５本の指でのタッチに応じて検出されるタッチ位置４３が示されている。このように
、ユーザの手４１の５本の指でのタッチに応じて、タッチ検出部１１０は、例えば、６個
のタッチ位置４３を検出する。ここで、６個のタッチ位置４３が、上述したグルーピング
条件を満たす場合に、タッチ領域抽出部１２０は、６個のタッチ位置４３をタッチ位置集
合としてグルーピングする。そして、タッチ領域抽出部１２０は、当該タッチ位置集合を
含む領域４５がサイズ条件及び密度条件を満たすかを判定する。ここで、例えば、領域４
５は、第１のサイズ閾値以上且つ第２のサイズ閾値未満の画素を含み、タッチ領域抽出部
１２０は、領域４５がサイズ条件を満たすと判定する。一方、領域４５は、面積に対する
タッチ位置の数（６個）の比率が低く、例えば、当該比率は、上記密度閾値未満である。
よって、タッチ領域抽出部１２０は、領域４５が密度条件を満たさないと判定し、領域４
５をタッチ領域として抽出しない。
【００３８】
　これに対して、図５を再び参照すると、領域４５は、面積に対するタッチ位置の数（１
５個）の比率が高く、例えば、当該比率は、上記密度閾値以上である。よって、タッチ領



(9) JP 5978660 B2 2016.8.24

10

20

30

40

50

域抽出部１２０は、領域４５が密度条件を満たすと判定し、領域４５をタッチ領域として
抽出する。
【００３９】
　このような密度条件により、ユーザの手４１の特定部分でのタッチと、ユーザの手４１
の別の部分でのタッチとを細かく区別することが可能になる。例えば、上述したように、
ユーザの手４１の側面でのタッチとユーザの手４１の複数の指でのタッチとを区別するこ
とも可能になる。
【００４０】
　以上、領域抽出条件によるタッチ領域の抽出について説明した。このような抽出によれ
ば、ユーザの手４１の特定部分（例えば、側面）でのタッチがあったこと、及び当該特定
部分でのタッチがあった領域を知得することが可能になる。即ち、後述するように、ユー
ザの手４１の特定部分（例えば、側面）でのタッチによる入力イベントを定義することが
可能になる。一例として、ユーザの手４１の側面は、例えば机に置かれている物を集める
ような場合にも用いられるので、ユーザの手４１の側面をタッチパネル２０での操作に用
いることができれば、より直感的な操作を行うことが可能になる。また、ユーザの手４１
の側面には、掌側、甲側等の方向があるので、当該方向にも基づく入力イベントが定義さ
れれば、ユーザの手の側面の方向を考慮した操作や、右手と左手との区別を前提とする操
作が、実現され得る。
【００４１】
　（イベント認識部１３０）
　イベント認識部１３０は、タッチパネル２０で検出されたタッチ位置に応じた入力イベ
ントを認識する。とりわけ、領域抽出条件をそれぞれ満たす第１のタッチ領域及び第２の
タッチ領域が抽出された場合に、イベント認識部１３０は、当該第１のタッチ領域と当該
第２のタッチ領域との間の距離の変化に基づいて、入力イベントを認識する。以下、この
点についてより詳細に説明する。
【００４２】
　－ＧＡＴＨＥＲイベント／ＳＰＬＩＴイベント
　まず、例えば、イベント認識部１３０は、第１のタッチ領域と第２のタッチ領域との間
の距離が小さくなった場合に、第１の入力イベント（以下、「ＧＡＴＨＥＲイベント」と
呼ぶ）を認識する。また、例えば、イベント認識部１３０は、第１のタッチ領域と第２の
タッチ領域との間の距離が大きくなった場合に、第２の入力イベント（以下、「ＳＰＬＩ
Ｔイベント」と呼ぶ）を認識する。これらの入力イベントについて図７Ａ及び図７Ｂを参
照してより具体的に説明する。
【００４３】
　まず、図７Ａは、ＧＡＴＨＥＲイベントの認識の一例を説明するための説明図である。
図７Ａを参照すると、上段には、タッチパネル２０並びにユーザの左手４１ａ及びユーザ
の右手４１ｂが示されている。ユーザは、ユーザの左手４１ａ及びユーザの右手４１ｂの
特定部分（即ち、側面）を、タッチパネル２０にタッチした状態で互いに近づく方向に動
かす。この場合に、抽出された第１のタッチ領域４７ａ及び第２のタッチ領域４７ｂは、
ユーザの左手４１ａ及びユーザの右手４１ｂと同様に互いに近づく方向に移動するので、
第１のタッチ領域４７ａと第２のタッチ領域４７ｂとの間の距離が小さくなる。よって、
イベント認識部１３０は、このようなユーザの左手４１ａ及びユーザの右手４１ｂのタッ
チジェスチャに応じて、ＧＡＴＨＥＲイベントを認識する。
【００４４】
　また、図７Ｂは、ＳＰＬＩＴイベントの認識の一例を説明するための説明図である。図
７Ｂを参照すると、上段には、タッチパネル２０並びにユーザの左手４１ａ及びユーザの
右手４１ｂが示されている。ユーザは、ユーザの左手４１ａ及びユーザの右手４１ｂの特
定部分（即ち、側面）を、タッチパネル２０にタッチした状態で互いに遠ざかる方向に動
かす。この場合に、抽出された第１のタッチ領域４７ａ及び第２のタッチ領域４７ｂは、
ユーザの左手４１ａ及びユーザの右手４１ｂと同様に互いに遠ざかる方向に移動するので
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、第１のタッチ領域４７ａと第２のタッチ領域４７ｂとの間の距離が大きくなる。よって
、イベント認識部１３０は、このようなユーザの左手４１ａ及びユーザの右手４１ｂのタ
ッチジェスチャに応じて、ＳＰＬＩＴイベントを認識する。
【００４５】
　以上のようにＧＡＴＨＥＲイベント及びＳＰＬＩＴイベントが認識される。より具体的
な処理を説明すると、例えば、イベント認識部１３０は、第１のタッチ領域と第２のタッ
チ領域との間の距離の変化量に基づいて、入力イベント（即ち、ＧＡＴＨＥＲイベント又
はＳＰＬＩＴイベント）を認識する。以下、この点について図８を参照してより具体的に
説明する。
【００４６】
　図８は、タッチ領域間の距離の変化量に基づく入力イベントの認識の例を説明するため
の説明図である。図８を参照すると、タッチパネル２０が示されている。例えば、イベン
ト認識部１３０は、第１のタッチ領域４７ａ及び第２のタッチ領域４７ｂが抽出されると
、当該第１のタッチ領域４７ａについての代表点Ｐａ０及び当該第２のタッチ領域４７ｂ
についての代表点Ｐｂ０を決定する。一例として、イベント認識部１３０は、タッチ領域
４７の重心を当該タッチ領域４７の代表点として決定する。次に、イベント認識部１３０
は、第１のタッチ領域４７ａの代表点Ｐａ０と第２のタッチ領域４７ｂの代表点Ｐｂ０と
の間の初期距離Ｄ０を算出する。その後、イベント認識部１３０は、第１のタッチ領域４
７ａ及び第２のタッチ領域４７ｂが継続して抽出されている間、当該第１のタッチ領域４
７ａについての代表点Ｐａｋと当該第２のタッチ領域４７ｂについての代表点Ｐｂｋとの
間の距離Ｄｋを追跡する。そして、イベント認識部１３０は、距離の変化量として、算出
された距離Ｄｋと初期距離Ｄ０との差分（Ｄｋ－Ｄ０）を算出する。ここで、当該差分が
所定の負の閾値以下となる場合に、イベント認識部１３０は、入力イベントとしてＧＡＴ
ＨＥＲイベントを認識する。また、上記差分が所定の正の閾値以上となる場合に、イベン
ト認識部１３０は、入力イベントとしてＳＰＬＩＴイベントを認識する。なお、上記代表
点は、タッチ領域４７の重心に限られず、別の座標（例えば、タッチ領域４７の外心）で
あってもよい。
【００４７】
　このように距離の変化量を用いることで、簡単な演算で、２つのタッチ領域間の距離が
大きくなったか又は小さくなったかを判定することが可能になる。
【００４８】
　なお、イベント認識部１３０は、第１のタッチ領域と第２のタッチ領域との間の相対的
な移動方向に基づいて、入力イベント（即ち、ＧＡＴＨＥＲイベント又はＳＰＬＩＴイベ
ント）を認識してもよい。以下、この点について図９Ａを参照してより具体的に説明する
。
【００４９】
　図９Ａは、２つのタッチ領域間の相対的な移動方向に基づく入力イベントの認識の例を
説明するための説明図である。図９Ａを参照すると、上段には、タッチパネル２０が示さ
れている。ここでも、図８と同様に、イベント認識部１３０は、第１のタッチ領域４７ａ
及び第２のタッチ領域４７ｂが抽出されると、当該第１のタッチ領域４７ａについての代
表点Ｐａ０及び当該第２のタッチ領域４７ｂについての代表点Ｐｂ０を決定する。そして
、イベント認識部１３０は、第１のタッチ領域４７ａに対する第２のタッチ領域４７ｂの
相対的な位置として、代表点Ｐａ０から代表点Ｐｂ０までのベクトルＲ０を算出する。ま
た、イベント認識部１３０は、例えば、所定の期間が経過した後に抽出された第１のタッ
チ領域４７ａについての代表点Ｐａ１、及び当該所定の期間が経過した後に抽出された第
２のタッチ領域４７ｂについての代表点Ｐｂ１を決定する。そして、イベント認識部１３
０は、第１のタッチ領域４７ａに対する第２のタッチ領域４７ｂの相対的な位置として、
代表点Ｐａ１から代表点Ｐｂ１までのベクトルＲ１を算出する。
【００５０】
　次に、図９Ａの下段には、第１のタッチ領域４７ａの代表点Ｐａを原点とした場合の第
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２のタッチ領域４７ｂの位置、即ちベクトルＲ０及びＲ１が示されている。ここで、イベ
ント認識部１３０は、ベクトルＲ１と、ベクトルＲ０と同じ向きの単位ベクトルＲ０／｜
Ｒ０｜との内積を算出する。そして、イベント認識部１３０は、当該内積と、ベクトルＲ

０の大きさ｜Ｒ０｜とを比較する。ここで、イベント認識部１３０は、上記内積の方が｜
Ｒ０｜よりも小さければ、第１のタッチ領域と第２のタッチ領域との間の相対的な移動方
向は両者の近づく方向であったと判定する。また、イベント認識部１３０は、上記内積の
方が｜Ｒ０｜よりも大きければ、上記相対的な移動方向は両者の遠ざかる方向であったと
判定する。そして、イベント認識部１３０は、上記相対的な移動方向が両者の近づく方向
であった場合に、ＧＡＴＨＥＲイベントを認識し、上記相対的な移動方向が両者の遠ざか
る方向であった場合に、ＳＰＬＩＴイベントを認識する。
【００５１】
　このように相対的な移動方向を用いることでも、２つのタッチ領域間の距離が小さくな
ったか又は大きくなったかを判定することが可能になる。
【００５２】
　また、イベント認識部１３０は、第１のタッチ領域の移動方向及び第２のタッチ領域の
移動方向に基づいて、入力イベント（即ち、ＧＡＴＨＥＲイベント又はＳＰＬＩＴイベン
ト）を認識してもよい。以下、この点について図９Ｂを参照してより具体的に説明する。
【００５３】
　図９Ｂは、２つのタッチ領域の移動方向に基づく入力イベントの認識の例を説明するた
めの説明図である。図９Ｂを参照すると、タッチパネル２０が示されている。ここでも、
図９Ａと同様に、第１のタッチ領域４７ａについての代表点Ｐａ０及びＰａ１、並びに、
第２のタッチ領域４７ｂについての代表点Ｐｂ０及びＰｂ１が、イベント認識部１３０に
より決定される。そして、イベント認識部１３０は、代表点Ｐａ０から代表点Ｐａ１への
方向と、代表点Ｐａ０から代表点Ｐｂ０への方向とのなす角度θａを、第１のタッチ領域
４７ａの移動方向として算出する。また、イベント認識部１３０は、代表点Ｐｂ０から代
表点Ｐｂ１への方向と、代表点Ｐｂ０から代表点Ｐａ０への方向とのなす角度θｂを、第
２のタッチ領域４７ｂの移動方向として算出する。ここで、イベント認識部１３０は、角
度θａ及び角度θｂの両方が０°～α（例えば、０°～１５°）の範囲内にあれば、ＧＡ
ＴＨＥＲイベントを認識する。また、イベント認識部１３０は、角度θａ及び角度θｂの
両方が１８０°－α～１８０°（例えば、１６５°～１８０°）の範囲内にあれば、ＳＰ
ＬＩＴイベントを認識する。
【００５４】
　このように移動方向を用いることでも、２つのタッチ領域間の距離が小さくなったか又
は大きくなったかを判定することが可能になる。また、単に距離だけではなく、２つのタ
ッチ領域の両方がどのように移動したかも判定できるので、入力イベント（ＧＡＴＨＥＲ
イベント及びＳＰＬＩＴイベント）の認識のための条件をより厳密に定義することもでき
る。
【００５５】
　以上、ＧＡＴＨＥＲイベント及びＳＰＬＩＴイベントの認識について説明した。さらに
、イベント認識部１３０は、これらの入力イベントに加えて、その他の入力イベントを認
識してもよい。以下、この点について図１０を参照してより具体的に説明する。
【００５６】
　－その他の入力イベント
　図１０は、その他の入力イベントの認識の例を説明するための説明図である。以下、６
つの入力イベントの例の各々を説明する。
【００５７】
　図１０を参照すると、まず、第３の入力イベントとして、イベント認識部１３０は、５
つのタッチ位置４３が互いに近づくように移動する場合に、ＧＲＡＢイベントを認識して
もよい。より具体的には、例えば、イベント認識部１３０は、５つのタッチ位置４３が検
出されると、５つのタッチ位置４３の重心を算出し、当該重心と５つのタッチ位置４３の
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各々との間の距離を算出し、算出した５つの距離の総和を初期値として算出する。そして
、イベント認識部１３０は、５つのタッチ位置４３が継続して検出されている間、５つの
距離の総和を追跡し、当該総和と初期値との差分（総和－初期値）を算出する。ここで、
イベント認識部１３０は、当該差分が所定の負の閾値以下である場合に、ＧＲＡＢイベン
トを認識する。当該ＧＲＡＢイベントは、例えば、ユーザの手４１の５本の指を、タッチ
パネル２０にタッチした状態で集まるように動かす、タッチジェスチャに対応する。なお
、上記距離の総和の代わりに、５つのタッチ位置４３の外接円の半径又は直径が用いられ
てもよい。
【００５８】
　また、第４の入力イベントとして、イベント認識部１３０は、５つのタッチ位置４３全
体が方向を変えて移動する場合に、ＳＨＡＫＥイベントを認識してもよい。より具体的に
は、例えば、イベント認識部１３０は、５つのタッチ位置４３が継続して検出されている
間、５つのタッチ位置４３の移動方向が変化したかを追跡する。当該移動方向は、例えば
、前回のタッチ位置から最新のタッチ位置への方向である。また、移動方向の変化は、最
新の移動方向（前回のタッチ位置から最新のタッチ位置への方向）と前回の移動方向（前
々回のタッチ位置から前回のタッチ位置への方向）とのなす角度である。イベント認識部
１３０は、当該なす角度が所定の閾値を超えた場合に、移動方向が変化したと判定する。
イベント認識部１３０は、例えば、このように移動方向が変化したと２回判定した場合に
、ＳＨＡＫＥイベントを認識する。当該ＳＨＡＫＥイベントは、例えば、ユーザの手４１
の５本の指を、タッチパネル２０にタッチした状態で揺れるように動かす、タッチジェス
チャに対応する。
【００５９】
　また、第５のタッチイベントとして、イベント認識部１３０は、３つのタッチ位置のう
ちの２つのタッチ位置が静止し、もう１つのタッチ位置が一方向に移動する場合に、ＣＵ
Ｔイベントを認識してもよい。より具体的には、例えば、イベント認識部１３０は、３つ
のタッチ位置４３が継続して検出されている間、２つのタッチ位置が変化していないかを
判定し、またもう１つのタッチ位置の移動の開始及び終了を判定する。そして、イベント
認識部１３０は、上記２つのタッチ位置が変化していないと継続して判定し続け、且つ、
タッチ位置の終了を判定した場合に、ＣＵＴイベントを認識する。当該ＣＵＴイベントは
、例えば、片手の２本の指を、タッチパネル２０にタッチした状態で静止させ、またもう
一方の手の１本の指を、タッチパネル２０にタッチした状態で一方向に動かす、タッチジ
ェスチャに対応する。
【００６０】
　また、第６のタッチイベントとして、イベント認識部１３０は、１つのタッチ位置が略
円状に移動する場合に、ＣＩＲＣＬＥイベントを認識してもよい。より具体的には、例え
ば、イベント認識部１３０は、タッチ位置４３が継続して検出されている間、最新のタッ
チ位置４３がタッチ開始時のタッチ位置４３と一致するかを判定する。そして、イベント
認識部１３０は、最新のタッチ位置４３がタッチ開始時のタッチ位置４３と一致する場合
に、タッチ開始時のタッチ位置４３から最新のタッチ位置４３までのタッチ位置４３の軌
跡が略円状であるか否かを判定する。そして、イベント認識部１３０は、上記軌跡が略円
状であると判定した場合に、ＣＩＲＣＬＥイベントを認識する。当該ＣＩＲＣＬＥイベン
トは、例えば、１本の指を、タッチパネル２０にタッチした状態で円を描くように動かす
、タッチジェスチャに対応する。
【００６１】
　また、第７のタッチイベントとして、イベント認識部１３０は、１つのタッチ領域４７
が一方向に移動する場合に、ＷＩＰＥイベントを認識してもよい。より具体的には、例え
ば、イベント認識部１３０は、１つのタッチ領域４７が抽出されると、当該１つのタッチ
領域４７の代表点を初期代表点として決定する。その後、イベント認識部１３０は、１つ
のタッチ領域４７が継続して抽出されている間、タッチ領域４７の代表点を追跡し、当該
代表点と初期代表点との距離を算出する。そして、イベント認識部１３０は、当該距離が



(13) JP 5978660 B2 2016.8.24

10

20

30

40

50

所定の閾値以上となる場合に、ＷＩＰＥイベントを認識する。当該ＷＩＰＥイベントは、
例えば、ユーザの手４１の特定部分（例えば、側面）を、タッチパネル２０にタッチした
状態で一方向に移動させる、タッチジェスチャに対応する。
【００６２】
　また、第８のタッチイベントとして、イベント認識部１３０は、掌状の領域４９が抽出
される場合に、ＦＡＤＥイベントを認識してもよい。より具体的には、例えば、タッチ領
域抽出部１２０が掌状の領域４９を抽出すると、イベント認識部１３０は、ＦＡＤＥイベ
ントを認識する。この場合、上述したタッチ領域４７についての領域抽出条件とは別に、
掌状の領域４９についての領域抽出条件（例えば、形状条件、サイズ条件）が用意される
。当該ＦＡＤＥイベントは、ユーザの手４１の掌をタッチパネル２０にタッチするタッチ
ジェスチャに対応する。
【００６３】
　以上、その他の入力イベントの例を説明した。なお、図１０におけるタッチ位置４３は
一例である。例えば、タッチ位置４３は、タッチ位置集合に置き換えられてもよい。
【００６４】
　（制御部１４０）
　制御部１４０は、情報処理装置１００全体の動作を制御し、また情報処理装置１００の
ユーザにアプリケーション機能を提供する。制御部１４０は、表示制御部１４１及びデー
タ編集部１４３を含む。
【００６５】
　（表示制御部１４１）
　表示制御部１４１は、表示部１６０における表示内容を決定し、当該表示内容に対応す
る出力画像を表示部１６０に表示させる。例えば、表示制御部１４１は、認識された入力
イベントに応じて、タッチパネル２０に表示されるオブジェクトの表示を変化させる。と
りわけ、表示制御部１４１は、第１のタッチ領域と第２のタッチ領域との間の距離の変化
に基づいて認識された入力イベント（例えば、ＧＡＴＨＥＲイベント、ＳＰＬＩＴイベン
ト）に応じて、当該第１のタッチ領域と当該第２のタッチ領域との間に表示される操作対
象オブジェクトの表示を変化させる。
【００６６】
　例えば、表示制御部１４１は、ＧＡＴＨＥＲイベントが認識された場合に、操作対象オ
ブジェクトをより狭い範囲に再配置する。即ち、表示制御部１４１は、ＧＡＴＨＥＲイベ
ントの認識前に表示されている操作対象オブジェクトの一部又は全部である複数の操作対
象オブジェクトを、ＧＡＴＨＥＲイベントの認識後により狭い範囲に収まるように再配置
する。以下、この点について図１１Ａを参照してより具体的に説明する。
【００６７】
　図１１Ａは、ＧＡＴＨＥＲイベントによる操作対象オブジェクトの表示の変化の例を説
明するための説明図である。図１１Ａを参照すると、タッチパネル２０の一部が示されて
いる。また、時間Ｔ１で、タッチパネル２０の一部には、３つのオブジェクト５０ａ、５
０ｂ、５０ｃが表示されている。ここで、まず、第１のタッチ領域４７ａ及び第２のタッ
チ領域４７ｂが抽出される。次に、時間Ｔ２で、第１のタッチ領域４７ａと第２のタッチ
領域４７ｂとの間の距離が小さくなり、入力イベントとしてＧＡＴＨＥＲイベントが認識
される。すると、例えば、表示制御部１４１は、パターンＡのように、第１のタッチ領域
４７ａ及び第２のタッチ領域４７ｂの位置の変化に応じて、３つのオブジェクト５０ａ、
５０ｂ、５０ｃの位置を互いにより近くなるように変える。または、表示制御部１４１は
、パターンＢのように、第１のタッチ領域４７ａ及び第２のタッチ領域４７ｂの間のいず
れかの範囲に３つのオブジェクト５０ａ、５０ｂ、５０ｃが重なるように、当該３つのオ
ブジェクト５０ａ、５０ｂ、５０ｃの位置を変える。
【００６８】
　また、例えば、表示制御部１４１は、ＧＡＴＨＥＲイベントが認識された場合に、複数
の操作対象オブジェクトを１つの操作対象オブジェクトに変換する。即ち、表示制御部１
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４１は、ＧＡＴＨＥＲイベントの認識前に表示されている操作対象オブジェクトの一部又
は全部である複数の操作対象オブジェクトを、ＧＡＴＨＥＲイベントの認識後に１つ操作
対象オブジェクトに変換する。以下、この点について図１１Ｂを参照してより具体的に説
明する。
【００６９】
　図１１Ｂは、ＧＡＴＨＥＲイベントによる操作対象オブジェクトの表示の変化の別の例
を説明するための説明図である。図１１Ｂを参照すると、図１１Ａと同様に、時間Ｔ１で
、タッチパネル２０の一部に、３つのオブジェクト５０ａ、５０ｂ、５０ｃが表示されて
おり、また、第１のタッチ領域４７ａ及び第２のタッチ領域４７ｂが抽出される。次に、
時間Ｔ２で、第１のタッチ領域４７ａと第２のタッチ領域４７ｂとの間の距離が小さくな
り、入力イベントとしてＧＡＴＨＥＲイベントが認識される。すると、例えば、表示制御
部１４１は、３つのオブジェクト５０ａ、５０ｂ、５０ｃを１つの新たなオブジェクト５
０ｄに変換する。
【００７０】
　以上のようなＧＡＴＨＥＲイベントによる表示の変化によれば、例えば、ユーザは、両
手でオブジェクト５０をかき集めるような直感的なタッチジェスチャにより、タッチパネ
ル２０内の広い範囲に散乱しているオブジェクト５０を集約することができる。ここで、
大型のタッチパネルの広い範囲にオブジェクトが配置されていたとしても、ユーザは、両
手を用いるので、体を大きく動かす必要はなく、少ない負担で操作を行うことができる。
【００７１】
　また、例えば、表示制御部１４１は、ＳＰＬＩＴイベントが認識された場合に、複数の
操作対象オブジェクトをより広い範囲に再配置する。即ち、表示制御部１４１は、ＳＰＬ
ＩＴイベントの認識前に表示されている操作対象オブジェクトの一部又は全部である複数
の操作対象オブジェクトを、ＳＰＬＩＴイベントの認識後により広い範囲に散らばるよう
に再配置する。以下、この点について図１２Ａを参照してより具体的に説明する。
【００７２】
　まず、図１２Ａは、ＳＰＬＩＴイベントによる操作対象オブジェクトの表示の変化の第
１の例を説明するための説明図である。図１２Ａを参照すると、タッチパネル２０の一部
が示されている。また、時間Ｔ１で、タッチパネル２０の一部には、３つのオブジェクト
５０ａ、５０ｂ、５０ｃが表示されている。ここで、まず、第１のタッチ領域４７ａ及び
第２のタッチ領域４７ｂが抽出される。次に、時間Ｔ２で、第１のタッチ領域４７ａと第
２のタッチ領域４７ｂとの間の距離が大きくなり、入力イベントとしてＳＰＬＩＴイベン
トが認識される。すると、表示制御部１４１は、第１のタッチ領域４７ａ及び第２のタッ
チ領域４７ｂの位置の変化に応じて、３つのオブジェクト５０ａ、５０ｂ、５０ｃの位置
を互いにより遠くなるように変える。
【００７３】
　また、例えば、表示制御部１４１は、ＳＰＬＩＴイベントが認識された場合に、１つの
操作対象オブジェクトを複数の操作対象オブジェクトに変換する。即ち、表示制御部１４
１は、ＳＰＬＩＴイベントの認識前に表示されている操作対象オブジェクトの一部又は全
部である１つの操作対象オブジェクトを、ＳＰＬＩＴイベントの認識後に複数の操作対象
オブジェクトに変換する。以下、この点について図１２Ｂを参照してより具体的に説明す
る。
【００７４】
　また、図１２Ｂは、ＳＰＬＩＴイベントによる操作対象オブジェクトの表示の変化の第
２の例を説明するための説明図である。図１２Ｂを参照すると、タッチパネル２０の一部
が示されている。また、時間Ｔ１で、タッチパネル２０の一部には、１つのオブジェクト
５０ｄが表示されている。ここで、まず、第１のタッチ領域４７ａ及び第２のタッチ領域
４７ｂが抽出される。次に、時間Ｔ２で、第１のタッチ領域４７ａと第２のタッチ領域４
７ｂとの間の距離が大きくなり、入力イベントとしてＳＰＬＩＴイベントが認識される。
すると、表示制御部１４１は、１つのオブジェクト５０ｄを新たな３つのオブジェクト５
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０ａ、５０ｂ、５０ｃに変換する。
【００７５】
　また、例えば、表示制御部１４１は、ＳＰＬＩＴイベントが認識された場合に、ＳＰＬ
ＩＴイベントの認識前に表示されている複数の操作対象オブジェクトを整列させてもよい
。即ち、表示制御部１４１は、ＳＰＬＩＴイベントの認識前に表示されている操作対象オ
ブジェクトの一部又は全部である複数の操作対象オブジェクトを、ＳＰＬＩＴイベントの
認識後に整列させる。以下、この点について図１２Ｃを参照してより具体的に説明する。
【００７６】
　また、図１２Ｃは、ＳＰＬＩＴイベントによる操作対象オブジェクトの表示の変化の第
３の例を説明するための説明図である。図１２Ｃを参照すると、図１２Ａと同様に、時間
Ｔ１で、タッチパネル２０の一部に、３つのオブジェクト５０ａ、５０ｂ、５０ｃが表示
されており、また、第１のタッチ領域４７ａ及び第２のタッチ領域４７ｂが抽出される。
次に、時間Ｔ２で、第１のタッチ領域４７ａと第２のタッチ領域４７ｂとの間の距離が大
きくなり、入力イベントとしてＳＰＬＩＴイベントが認識される。すると、表示制御部１
４１は、３つのオブジェクト５０ａ、５０ｂ、５０ｃを整列させる。
【００７７】
　このようなＳＰＬＩＴイベントによる表示の変化によれば、例えば、ユーザは、両手で
オブジェクト５０を広げるような直感的なタッチジェスチャにより、タッチパネル２００
内に集約されているオブジェクト５０を広い範囲に展開し、又は雑然と配置されたオブジ
ェクト５０を整理できる。その結果、オブジェクト５０がユーザにとってより見やすくな
る。ここで、大型のタッチパネルの広い範囲にオブジェクトを展開し、又は整理するとし
ても、ユーザは、両手を用いるので、体を大きく動かす必要はなく、少ない負担で操作を
行うことができる。
【００７８】
　なお、図１１Ａ～図１２Ｃでは、第１のタッチ領域４７ａ及び第２のタッチ領域４７ｂ
との間に表示される全てのオブジェクト５０が操作対象オブジェクトである場合について
説明したが、本実施形態はこれに限られない。例えば、第１のタッチ領域４７ａ及び第２
のタッチ領域４７ｂとの間に表示される一部のオブジェクトが操作対象オブジェクトであ
ってもよい。また、操作対象オブジェクトの種類ごとに、表示が変化されてもよい。例え
ば、表示制御部１４１は、ＳＰＬＩＴイベントが認識された場合に、写真に対応する操作
対象オブジェクト及び動画に対応する操作対象オブジェクトを別々に整列させてもよい。
【００７９】
　（データ編集部１４３）
　データ編集部１４３は、データの編集を行う。例えば、データ編集部１４３は、認識さ
れた入力イベントに応じて、オブジェクトに対応するデータの結合又は分割を行う。とり
わけ、データ編集部１４３は、第１のタッチ領域と第２のタッチ領域との間の距離の変化
に基づいて認識された入力イベント（例えば、ＧＡＴＨＥＲイベント、ＳＰＬＩＴイベン
ト）に応じて、当該第１のタッチ領域と当該第２のタッチ領域との間に表示される操作対
象オブジェクトに対応するデータを結合し、又は分割する。
【００８０】
　例えば、データ編集部１４３は、ＧＡＴＨＥＲイベントが認識された場合に、ＧＡＴＨ
ＥＲイベントの認識前に表示されている複数の操作対象オブジェクトに対応するデータを
結合する。一例として、当該データは動画像である。例えば、図１１Ｂに示されている時
間Ｔ１における３つのオブジェクト５０ａ、５０ｂ、５０ｃが、それぞれ動画像に対応す
るものとする。そして、時間Ｔ２でＧＡＴＨＥＲイベントが認識されると、データ編集部
１４３は、３つのオブジェクト５０ａ、５０ｂ、５０ｃに対応する３つの動画像を結合す
る。この場合に、例えば、図１１Ｂに示されるように、３つのオブジェクト５０ａ、５０
ｂ、５０ｃが１つのオブジェクト５０ｄに変換され、当該オブジェクト５０ｄが、結合後
の動画像に対応する。
【００８１】
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　また、例えば、データ編集部１４３は、ＳＰＬＩＴイベントが認識された場合に、ＳＰ
ＬＩＴイベントの認識前に表示されている１つの操作対象オブジェクトに対応するデータ
を分割する。一例として、当該データは動画像である。例えば、図１２Ｂに示されている
時間Ｔ１における１つのオブジェクト５０ｄが、動画像に対応するものとする。そして、
時間Ｔ２でＳＰＬＩＴイベントが認識されると、データ編集部１４３は、オブジェクト５
０ｄに対応する動画像を３つの動画像に分割する。この場合に、例えば、図１２Ｂに示さ
れるように、１つのオブジェクト５０ｄが３つのオブジェクト５０ａ、５０ｂ、５０ｃに
変換され、当該３つのオブジェクト５０ａ、５０ｂ、５０ｃが、分割後の３つの動画像に
対応する。なお、分割後の動画像の数及び分割位置は、例えば、分割前の動画像について
のシーン認識の結果に応じて決定されてよい。また、後述の図１３Ｅ及び図１３Ｆに示さ
れるように、オブジェクト５０ａ、５０ｂ、５０ｃの間には、画像間のシーン遷移の際の
視覚的演出（トランジション）に対応するオブジェクトがさらに表示されてもよい。
【００８２】
　このようなＧＡＴＨＥＲイベントによるデータ結合又はＳＰＬＩＴイベントによるデー
タ分割により、ユーザは、両手でオブジェクト５０をかき集めるような直感的なタッチジ
ェスチャ又は両手でオブジェクト５０を広げるような直感的なタッチジェスチャにより、
データを容易に編集することができる。例えば、写真及び動画を容易に編集することがで
きる。
【００８３】
　以上、ＧＡＴＨＥＲイベント及びＳＰＬＩＴイベントについての表示制御部１４１及び
データ編集部１４３の動作について説明した。このようなＧＡＴＨＥＲイベント及びＳＰ
ＬＩＴイベントという入力イベントによれば、ユーザは、両手の特定部分（例えば、側面
）でオブジェクト５０をかき集めるような直感的なタッチジェスチャ又は両手でオブジェ
クト５０を広げるような直感的なタッチジェスチャにより、操作を行うことができる。こ
こで、タッチパネルが大型のものであっても、ユーザは、両手を用いるので、体を大きく
動かす必要はなく、少ない負担で操作を行うことができる。例えば、操作対象オブジェク
トが大型の画面の広範囲に散らばっていても、ユーザは、両手を広げて操作対象を指定し
た上で、その指定と一体のジェスチャで様々な操作を行うことができる。
【００８４】
　以下では、図１３Ａ～図１３Ｆを参照して、ＧＡＴＨＥＲイベント及びＳＰＬＩＴイベ
ント以外の６つの入力イベントについての表示制御部１４１及びデータ編集部１４３の動
作についても説明する。
【００８５】
　（その他の入力イベントについての表示制御及びデータ編集）
【００８６】
　図１３Ａは、ＧＲＡＢイベントによる操作対象オブジェクトの表示の変化の一例を説明
するための説明図である。図１３Ａを参照すると、図１０を参照して説明したＧＲＡＢイ
ベントが認識される。この場合に、表示制御部１４１は、５つのタッチ位置４３に囲まれ
て表示されているオブジェクト５０ｍを、削除された状態を示すように変更する。そして
、データ編集部１４３は、オブジェクト５０ｍに対応するデータを削除する。
【００８７】
　また、図１３Ｂは、ＳＨＡＫＥイベントによる操作対象オブジェクトの表示の変化の一
例を説明するための説明図である。図１３Ｂを参照すると、図１０を参照して説明したＳ
ＨＡＫＥイベントが認識される。この場合に、表示制御部１４１は、５つのタッチ位置４
３のうちの少なくとも１つのタッチ位置４３に表示されているオブジェクト５０ｍを、操
作前の元の状態を示すように変更する。例えば、表示制御部１４１は、トリミングされた
状態を示すオブジェクト５０ｍを、トリミング前の状態を示すように変更する。そして、
データ編集部１４３は、オブジェクト５０ｍに対応するデータ（例えば、トリミング後の
写真）を、トリミング前のデータ（例えば、トリミング前の写真）に復元する（即ち、い
わゆるアンドゥ操作が行われる）。
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【００８８】
　また、図１３Ｃは、ＣＵＴイベントによる操作対象オブジェクトの表示の変化の一例を
説明するための説明図である。図１３Ｃを参照すると、図１０を参照して説明したＣＵＴ
イベントが認識される。この場合に、表示制御部１４１は、静止する２つのタッチ位置に
表示され、且つ一方向に移動するタッチ位置に横断されたオブジェクト５０ｍを、トリミ
ングされた状態を示すように変更する。そして、データ編集部１４３は、オブジェクト５
０ｍに対応するデータ（例えば、写真）をトリミングする。
【００８９】
　また、図１３Ｄは、ＣＩＲＣＬＥイベントによる操作対象オブジェクトの表示の変化の
一例を説明するための説明図である。図１３Ｄを参照すると、図１０を参照して説明した
ＣＩＲＣＬＥイベントが認識される。この場合に、表示制御部１４１は、動画像に対応す
るオブジェクト５０ｎであって、当該動画像の第１のフレームを表示するオブジェクト５
０ｎを、当該動画像の第２のフレーム（例えば、第１のフレームの後に現れるフレーム）
を表示するように変更する。そして、データ編集部１４３は、動画像の編集のために上記
第２のフレームを選択された状態にする。
【００９０】
　また、図１３Ｅは、ＷＩＰＥイベントによる操作対象オブジェクトの操作の一例を説明
するための説明図である。図１３Ｅを参照すると、タッチパネル２０の一部には、動画像
にそれぞれ対応する３つのオブジェクト５０ａ、５０ｂ、５０ｃが表示されている。また
、当該３つのオブジェクト５０ａ、５０ｂ、５０ｃの間には、動画像間のシーン遷移の際
の視覚的演出（以下、「トランジション」と呼ぶ）に対応するオブジェクト５０ｉ及び５
０ｊが表示されている。ここで、タッチによりタッチ位置４３が検出され、これによりト
ランジションに対応するオブジェクト５０ｉが選択された状態となる。そして、図１０を
参照して説明したＷＩＰＥイベントが認識される。この場合に、データ編集部１４３は、
オブジェクト５０ｉに対応するトランジションを、タッチ領域４７が移動した方向へのワ
イプトランジションに設定する。
【００９１】
　また、図１３Ｆは、ＦＡＤＥイベントによる操作対象オブジェクトの操作の一例を説明
するための説明図である。図１３Ｆを参照すると、図１３Ｅと同様に、タッチパネル２０
には、動画像にそれぞれ対応する３つのオブジェクト５０ａ、５０ｂ、５０ｃ、及び動画
像間のトランジションに対応するオブジェクト５０ｉ及び５０ｊが、表示されている。ま
た、図１３Ｅと同様に、トランジションに対応するオブジェクト５０ｉが選択された状態
となる。そして、図１０を参照して説明したＦＡＤＥイベントが認識される。この場合に
、データ編集部１４３は、オブジェクト５０ｉに対応するトランジションを、フェードイ
ントランジション又はフェードアウトトランジションに設定する。
【００９２】
　（記憶部１５０）
　記憶部１５０は、情報処理装置１００において一時的に又は恒久的に保持すべき情報を
記憶する。例えば、記憶部１５０は、表示部１６０に表示されるオブジェクト５０の画像
を記憶する。また、記憶部１５０は、当該オブジェクト５０に対応するデータ（写真、動
画像、等）を記憶する。
【００９３】
　（表示部１６０）
　表示部１６０は、表示制御部１４１による制御に応じて、出力画像を表示する。即ち、
表示部１６０は、表示面２３に対応する機能である。
【００９４】
　＜３．操作例＞
　次に、図１４Ａ～図１４Ｆを参照して、情報処理装置１００における操作例について説
明する。図１４Ａ～図１４Ｆは、情報処理装置１００における操作例を説明するための説
明図である。本操作例では、動画像の編集として、動画像の切り出しが行われる。
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【００９５】
　まず、図１４Ａを参照すると、時間Ｔ１に、タッチパネル２０には、動画像Ａ～Ｆに対
応する６つのオブジェクト５０ａ～５０ｆが表示されている。また、動画像編集用の開始
タグ５３及び終了タグ５５も表示されている。本操作例では、以降、動画像Ｆの切り出し
が行われる。
【００９６】
　次に、時間Ｔ２に、オブジェクト５０ｆを操作対象オブジェクトとするＳＰＬＩＴイベ
ントが認識される。その結果、タッチパネル２０において、オブジェクト５０ｆは、６つ
のオブジェクト５０ｇ～５０ｌに変換される。また、オブジェクト５０ｆに対応する動画
像Ｆは、６つの動画像Ｆ１～Ｆ６に分割される。ここで、６つのオブジェクト５０ｇ～５
０ｌは、分割後の当該６つの動画像Ｆ１～Ｆ６に対応する。
【００９７】
　次に、図１４Ｂを参照すると、時間Ｔ３に、タッチ位置４３が検出され、その結果、オ
ブジェクト５０ｈ及び動画像Ｆ２が選択された状態となる。
【００９８】
　次に、時間Ｔ４に、ＣＩＲＣＬＥイベントが認識される。その結果、動画像Ｆ２の第１
のフレームを表示していたオブジェクト５０ｈは、当該動画像Ｆ２の第２のフレームを表
示するように変更される。このように変更されたオブジェクト５０ｈは、ここではＦ２Ｘ
と示されている。また、動画像Ｆ２の上記第２のフレームは、選択された状態となる。
【００９９】
　次に、図１４Ｃを参照すると、時間Ｔ５に、開始タグ５３が、オブジェクト５０ｈ上に
ドラッグされる。すると、動画像Ｆ２の上記第２のフレームが、動画像Ｆの編集開始点と
して決定される。
【０１００】
　次に、時間Ｔ６に、オブジェクト５０ｈを対象とするＣＵＴイベントが認識される。そ
の結果、動画像の切り出しが編集内容として決定される。ここでの動画像Ｆの切り出しの
開始点は、編集開始点として決定された動画像Ｆ２の上記第２のフレームである。
【０１０１】
　次に、図１４Ｄを参照すると、時間Ｔ７に、オブジェクト５０ｈ～５０ｌが再び表示さ
れる。そして、タッチ位置４３が検出され、その結果、オブジェクト５０ｋ及び動画像Ｆ
５が選択された状態となる。
【０１０２】
　次に、時間Ｔ８に、ＣＩＲＣＬＥイベントが認識される。その結果、動画像Ｆ５の第１
のフレームを表示していたオブジェクト５０ｋは、当該動画像Ｆ５の第２のフレームを表
示するように変更される。このように変更されたオブジェクト５０ｋは、ここではＦ５Ｘ
と示されている。また、動画像Ｆ５の上記第２のフレームは、選択された状態となる。
【０１０３】
　次に、図１４Ｅを参照すると、時間Ｔ９に、終了タグ５５が、オブジェクト５０ｋ上に
ドラッグされる。すると、動画像Ｆ５の上記第２のフレームが、動画像Ｆの編集終了点と
して決定される。即ち、動画像Ｆ５の上記第２のフレームが、動画像Ｆの切り出しの終了
点として決定される。
【０１０４】
　次に、時間Ｔ１０に、オブジェクト５０ｈ～５０ｋが再び表示される。
【０１０５】
　そして、図１４Ｆを参照すると、時間Ｔ１１に、オブジェクト５０ｈ～５０ｋを操作対
象オブジェクトとするＧＡＴＨＥＲイベントが認識される。その結果、タッチパネル２０
において、４つのオブジェクト５０ｈ～ｋは、１つのオブジェクト５０ｚに変換される。
また、４つのオブジェクト５０ｈ～ｋに対応する動画像Ｆ２～Ｆ５は、結合されて、１つ
の動画像Ｚとなる。ここで、結合される動画像Ｆ２は、動画像Ｆ２の第２のフレーム以降
の部分であり、また、結合される動画像Ｆ５は、動画像Ｆ５の第２のフレームよりも前の
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部分である。即ち、動画像Ｚは、動画像Ｆのうちの動画像Ｆ２の第２のフレームから動画
像Ｆ５の第２のフレームの直前までの部分の動画像である。
【０１０６】
　以上、情報処理装置１００における操作例を説明した。例えば、このように動画像の切
り出しが行われる。
【０１０７】
　＜４．処理の流れ＞
　次に、図１５～図１８を参照して、本実施形態に係る情報処理の一例について説明する
。図１５は、本実施形態に係る情報処理の概略的な流れの一例を示すフローチャートであ
る。
【０１０８】
　まず、ステップＳ２０１で、タッチ検出部１１０は、タッチパネル２０におけるタッチ
位置を検出する。次に、ステップＳ３００で、タッチ領域抽出部１２０は、後述のタッチ
領域抽出処理を実行する。そして、ステップＳ２０３で、イベント認識部１３０は、２つ
のタッチ領域が抽出されたかを判定する。２つのタッチ領域が抽出されていれば、処理は
ステップＳ４００へ進む。そうでなければ、処理はステップＳ２０７へ進む。
【０１０９】
　ステップＳ４００で、イベント認識部１３０は、後述のＧＡＴＨＥＲ／ＳＰＬＩＴ認識
処理を実行する。次に、ステップＳ２０５で、制御部１４０は、ＧＡＴＨＥＲイベント又
はＳＰＬＩＴイベントが認識されたかを判定する。ＧＡＴＨＥＲイベント又はＳＰＬＩＴ
イベントが認識されていれば、処理はステップＳ５００へ進む。そうでなければ、処理は
ステップＳ２０７へ進む。
【０１１０】
　ステップＳ５００で、制御部１４０は、後述のＧＡＴＨＥＲ／ＳＰＬＩＴ制御処理を実
行する。そして、処理はステップＳ２０１へ戻る。
【０１１１】
　ステップＳ２０７で、イベント認識部１３０は、ＧＡＴＨＥＲイベント及びＳＰＬＩＴ
イベント以外のその他の入力イベントを認識する。そして、ステップＳ２０９で、制御部
１４０は、その他の入力イベントが認識されたかを判定する。その他の入力イベントが認
識されていれば、処理はステップＳ２１１へ進む。そうでなければ、処理はステップＳ２
０１へ戻る。
【０１１２】
　ステップＳ２１１で、制御部１４０は、認識された入力イベントに応じた処理を実行す
る。そして、処理はステップＳ２０１へ戻る。
【０１１３】
　（タッチ領域抽出処理Ｓ３００）
　次に、タッチ領域抽出処理Ｓ３００の一例について説明する。図１６は、タッチ領域抽
出処理３００の一例を示すフローチャートである。当該一例は、領域抽出条件がサイズ条
件である場合の例である。
【０１１４】
　まず、ステップＳ３０１で、タッチ領域抽出部１２０は、複数のタッチ位置が検出され
たかを判定する。複数のタッチ位置が検出されていれば、処理はステップＳ３０３へ進む
。そうでなければ、処理は終了する。
【０１１５】
　ステップＳ３０３で、タッチ領域抽出部１２０は、所定のグルーピング条件に従って、
複数のタッチ位置を１つ以上のタッチ位置集合にグルーピングする。ステップＳ３０５で
、タッチ領域抽出部１２０は、タッチ位置集合があったかを判定する。タッチ位置集合が
あれば、処理はステップＳ３０７へ進む。そうでなければ、処理は終了する。
【０１１６】
　ステップＳ３０７で、タッチ領域抽出部１２０は、領域抽出条件の判定を行なっていな
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いタッチ位置集合を選択する。次に、ステップＳ３０９で、タッチ領域抽出部１２０は、
選択したタッチ位置集合を含む領域の面積を算出する。そして、ステップＳ３１１で、タ
ッチ領域抽出部１２０は、算出した面積が閾値Ｔｍｉｎ以上閾値Ｔｍａｘ未満であるかを
判定する。面積が閾値Ｔｍｉｎ以上閾値Ｔｍａｘ未満であれば、処理はステップＳ３１３
へ進む。そうでなければ、処理はステップＳ３１５へ進む。
【０１１７】
　ステップＳ３１３で、タッチ領域抽出部１２０は、選択したタッチ位置集合を含む領域
が領域抽出条件を満たすと判定する。即ち、タッチ領域抽出部１２０は、選択したタッチ
位置集合を含む領域をタッチ領域として抽出する。
【０１１８】
　ステップＳ３１５で、タッチ領域抽出部１２０は、全てのタッチ位置集合について領域
抽出条件の判定が完了したかを判定する。全てのタッチ位置集合について当該判定が完了
していれば、処理は終了する。そうでなければ、処理はステップＳ３０７へ戻る。
【０１１９】
　（ＧＡＴＨＥＲ／ＳＰＬＩＴ認識処理Ｓ４００）
　次に、ＧＡＴＨＥＲ／ＳＰＬＩＴ認識処理Ｓ４００の一例について説明する。図１７は
、ＧＡＴＨＥＲ／ＳＰＬＩＴ認識処理の一例を示すフローチャートである。当該一例は、
タッチ領域間の距離の変化量に基づいてＧＡＴＨＥＲイベント及びＳＰＬＩＴイベントが
認識される場合の例である。
【０１２０】
　まず、ステップＳ４０１で、イベント認識部１３０は、抽出された第１のタッチ領域の
代表点を決定する。また、ステップＳ４０３で、イベント認識部１３０は、抽出された第
２のタッチ領域の代表点を決定する。そして、ステップＳ４０５で、イベント認識部１３
０は、２つのタッチ領域が前回も抽出されていたか判定する。２つのタッチ領域が前回も
抽出されていれば、処理はステップＳ４０９へ進む。そうでなければ、処理はステップＳ
４０７へ進む。
【０１２１】
　ステップＳ４０７で、イベント認識部１３０は、決定した２つの代表点の間の距離を初
期距離Ｄ０として算出する。そして処理は終了する。
【０１２２】
　ステップＳ４０９で、イベント認識部１３０は、決定した２つの代表点の間の距離Ｄｋ

を算出する。次に、ステップＳ４１１で、イベント認識部１３０は、距離の変化量として
、算出された距離Ｄｋと初期距離Ｄ０との差分（Ｄｋ－Ｄ０）を算出する。そして、ステ
ップＳ４１３で、イベント認識部１３０は、距離の変化量（Ｄｋ－Ｄ０）が、負の閾値Ｔ

Ｇ以下であるかを判定する。距離の変化量（Ｄｋ－Ｄ０）が負の閾値ＴＧ以下であれば、
処理はステップＳ４１５へ進む。そうでなければ、処理はステップＳ４１７へ進む。
【０１２３】
　ステップＳ４１５で、イベント認識部１３０は、入力イベントとしてＧＡＴＨＥＲイベ
ントを認識する。そして、処理は終了する。
【０１２４】
　ステップＳ４１７で、イベント認識部１３０は、距離の変化量（Ｄｋ－Ｄ０）が、正の
閾値ＴＳ以上であるかを判定する。距離の変化量（Ｄｋ－Ｄ０）が正の閾値ＴＳ以上であ
れば、処理はステップＳ４１９へ進む。そうでなければ、処理は終了する。
【０１２５】
　ステップＳ４１９で、イベント認識部１３０は、入力イベントとしてＳＰＬＩＴイベン
トを認識する。そして、処理は終了する。
【０１２６】
　（ＧＡＴＨＥＲ／ＳＰＬＩＴ制御処理Ｓ５００）
　次に、ＧＡＴＨＥＲ／ＳＰＬＩＴ制御処理Ｓ５００の一例について説明する。図１８は
、ＧＡＴＨＥＲ／ＳＰＬＩＴ制御処理の一例を示すフローチャートである。
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【０１２７】
　まず、ステップＳ５０１で、表示制御部１４１は、第１のタッチ領域と第２のタッチ領
域との間に表示されている操作対象オブジェクトを特定する。そして、ステップＳ５０３
で、表示制御部１４１は、操作対象オブジェクトがあったかを判定する。操作対象オブジ
ェクトがあれば、処理はステップＳ５０５へ進む。そうでなければ、処理は終了する。
【０１２８】
　ステップＳ５０５で、表示制御部１４１は、認識された入力イベントがＧＡＴＨＥＲイ
ベントであったかを判定する。認識された入力イベントがＧＡＴＨＥＲイベントであれば
、処理はステップＳ５０７へ進む。そうでなければ、即ち認識された入力イベントがＳＰ
ＬＩＴイベントであれば、処理はステップＳ５１１へ進む。
【０１２９】
　ステップＳ５０７で、データ編集部１４３は、ＧＡＴＨＥＲイベントに応じたデータの
編集を実行する。例えば、データ編集部１４３は、ＧＡＴＨＥＲイベントの認識前に表示
されていた複数のオブジェクトに対応するデータを結合する。
【０１３０】
　ステップＳ５０９で、表示制御部１４１は、ＧＡＴＨＥＲイベントに応じた表示制御を
実行する。例えば、表示制御部１４１は、図１１Ａを参照して説明したように、操作対象
オブジェクトをより狭い範囲に再配置してもよく、又は、図１１Ｂを参照して説明したよ
うに、複数の操作対象オブジェクトを１つの操作対象オブジェクトに変換してもよい。そ
して、処理は終了する。
【０１３１】
　ステップＳ５１１で、データ編集部１４３は、ＳＰＬＩＴイベントに応じたデータの編
集を実行する。例えば、データ編集部１４３は、ＳＰＬＩＴイベントの認識前に表示され
ていたオブジェクトに対応するデータを分割する。
【０１３２】
　ステップＳ５１３で、表示制御部１４１は、ＳＰＬＩＴイベントに応じた表示制御を実
行する。例えば、表示制御部１４１は、図１２Ａを参照して説明したように、複数の操作
対象オブジェクトをより広い範囲に再配置してもよく、図１２Ｂを参照して説明したよう
に、１つの操作対象オブジェクトを複数の操作対象オブジェクトに変換してもよい。また
は、表示制御部１４１は、図１２Ｃを参照して説明したように、ＳＰＬＩＴイベントの認
識前に表示されている複数の操作対象オブジェクトを整列させてもよい。そして、処理は
終了する。
【０１３３】
　＜５．まとめ＞
　ここまで、図１～図１８を用いて、本開示の実施形態に係る情報処理装置１００につい
て説明した。本実施形態によれば、２つのタッチ領域の間の距離の変化に基づいて入力イ
ベント（ＧＡＴＨＥＲイベント又はＳＰＬＩＴイベント）が認識される。これにより、ユ
ーザは、両手の特定部分（例えば、側面）でタッチパネル２０に表示されるオブジェクト
５０をかき集めるような直感的なタッチジェスチャ又は両手でオブジェクト５０を広げる
ような直感的なタッチジェスチャにより、操作を行うことができる。ここで、タッチパネ
ルが大型のものであっても、ユーザは、両手を用いるので、体を大きく動かす必要はなく
、少ない負担で操作を行うことができる。例えば、操作対象オブジェクトが大型の画面の
広範囲に散らばっていても、ユーザは、両手を広げて操作対象を指定した上で、その指定
と一体のジェスチャで様々な操作を行うことができる。
【０１３４】
　例えば、ＧＡＴＨＥＲイベントが認識された場合に、操作対象オブジェクトがより狭い
範囲に配置される。これにより、ユーザは、両手でオブジェクト５０をかき集めるような
直感的なタッチにより、タッチパネル２０内の広い範囲に散乱しているオブジェクト５０
を集約することができる。また、ＳＰＬＩＴイベントが認識された場合に、操作対象オブ
ジェクトがより広い範囲に配置され、又は操作対象オブジェクトが整列する。これにより
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、ユーザは、両手でオブジェクト５０を広げるような直感的なタッチにより、タッチパネ
ル２００内に集約されているオブジェクト５０を広い範囲に展開し、又は雑然と配置され
たオブジェクト５０を整理できる。その結果、オブジェクト５０がユーザにとってより見
やすくなる。
【０１３５】
　また、例えば、ＧＡＴＨＥＲイベントが認識された場合に、複数の操作対象オブジェク
トに対応するデータが結合される。また、ＳＰＬＩＴイベントが認識された場合に、１つ
の操作対象オブジェクトに対応するデータが分割される。これらにより、ユーザは、両手
でオブジェクト５０をかき集めるような直感的なタッチ又は両手でオブジェクト５０を広
げるような直感的なタッチにより、データを容易に編集することができる。
【０１３６】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について説明したが、本開示は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであり、それら
についても当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１３７】
　例えば、タッチパネルがユーザの手のタッチ（接触）を感知する接触型である場合につ
いて説明したが、本開示におけるタッチパネルはこれに限られない。例えば、タッチパネ
ルは、ユーザの手の近接状態を感知する近接型であってもよい。また、この場合に、検出
されるタッチ位置は、タッチパネルにおける手の近接の位置であってもよい。
【０１３８】
　また、タッチ領域が手の側面でのタッチに応じて抽出される場合について説明したが、
本開示におけるタッチ領域の抽出はこれに限られない。例えば、タッチ領域は、指の腹、
掌、手の甲等の、手の別の部分でのタッチに応じて抽出されてもよい。また、タッチ領域
は、ユーザの手以外でのタッチに応じて抽出されてもよい。
【０１３９】
　また、本開示に係る技術は、大型のディスプレイ装置に限られず、様々な種類の装置で
実装され得る。例えば、本開示に係る技術は、タッチパネルを内蔵せず、タッチパネルに
直接的に又は間接的に接続される、パーソナルコンピュータ、サーバ装置等の装置で実装
されてもよい。この場合に、当該装置は、上述したタッチ検出部及び表示部を備えなくて
もよい。また、本開示に係る技術は、タッチパネルの表示制御及びデータ編集を行う制御
装置と直接的に又は間接的に接続される、パーソナルコンピュータ、サーバ装置等の装置
で実装されてもよい。この場合に、当該装置は、上述した制御部及び記憶部を備えなくて
もよい。また、本開示に係る技術は、大型のタッチパネル以外のタッチパネルに関しても
実装され得る。例えば、本開示に係る技術は、スマートフォン、タブレット端末、電子書
籍端末等の比較的小型のタッチパネルを備える装置で実装されてもよい。
【０１４０】
　また、本明細書の情報処理における処理ステップは、必ずしもフローチャートに記載さ
れた順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、情報処理における処理ステップ
は、フローチャートとして記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行され
てもよい。
【０１４１】
　また、情報処理装置に内蔵されるＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等のハードウェアに、上記
情報処理装置の各構成と同等の機能を発揮させるためのコンピュータプログラムも作成可
能である。また、当該コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体も提供される。
【０１４２】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　タッチパネルで検出された複数のタッチ位置から、所定の領域抽出条件をそれぞれ満た
す第１のタッチ領域及び第２のタッチ領域を抽出する抽出部と、
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　前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の距離の変化に基づいて、入力イ
ベントを認識する認識部と、
を備える情報処理装置。
（２）
　前記認識部は、前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の距離が小さくな
った場合に、第１の入力イベントを認識する、前記（１）に記載の情報処理装置。
（３）
　前記認識部は、前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の距離が大きくな
った場合に、第２の入力イベントを認識する、前記（１）又は（２）に記載の情報処理装
置。
（４）
　前記認識部は、前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の距離の変化量に
基づいて、前記入力イベントを認識する、前記（１）～（３）のいずれか１項に記載の情
報処理装置。
（５）
　前記認識部は、前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の相対的な移動方
向に基づいて、前記入力イベントを認識する、前記（１）～（３）のいずれか１項に記載
の情報処理装置。
（６）
　前記認識部は、前記第１のタッチ領域の移動方向及び前記第２のタッチ領域の移動方向
に基づいて、前記入力イベントを認識する、前記（１）～（３）のいずれか１項に記載の
情報処理装置。
（７）
　認識された前記入力イベントに応じて、前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域
との間に表示される操作対象オブジェクトの表示を変化させる制御部、をさらに備える前
記（１）～（６）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（８）
　前記認識部は、前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の距離が小さくな
った場合に、第１の入力イベントを認識し、
　前記制御部は、前記第１の入力イベントが認識された場合に、操作対象オブジェクトを
より狭い範囲に再配置する、前記（７）に記載の情報処理装置。
（９）
　前記認識部は、前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の距離が小さくな
った場合に、第１の入力イベントを認識し、
　前記制御部は、前記第１の入力イベントが認識された場合に、当該第１の入力イベント
の認識前に表示されている複数の操作対象オブジェクトに対応するデータを結合する、
前記（７）に記載の情報処理装置。
（１０）
　前記データは動画像である、前記（９）に記載の情報処理装置。
（１１）
　前記認識部は、前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の距離が大きくな
った場合に、第２の入力イベントを認識し、
　前記制御部は、前記第２の入力イベントが認識された場合に、複数の操作対象オブジェ
クトをより広い範囲に再配置する、
前記（７）に記載の情報処理装置。
（１２）
　前記認識部は、前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の距離が大きくな
った場合に、第２の入力イベントを認識し、
　前記制御部は、前記第２の入力イベントが認識された場合に、当該第２の入力イベント
の認識前に表示されている複数の操作対象オブジェクトを整列させる、
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（１３）
　前記認識部は、前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の距離が大きくな
った場合に、第２の入力イベントを認識し、
　前記制御部は、前記第２の入力イベントが認識された場合に、当該第２の入力イベント
の認識前に表示されている１つの操作対象オブジェクトに対応するデータを分割する、
前記（７）に記載の情報処理装置。
（１４）
　前記データは動画像である、前記（１３）に記載の情報処理装置。
（１５）
　前記領域抽出条件は、抽出されるべきタッチ領域のサイズについての条件を含む、前記
（１）～（１４）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１６）
　前記領域抽出条件は、抽出されるべきタッチ領域の形状についての条件を含む、前記（
１）～（１４）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１７）
　前記領域抽出条件は、抽出されるべきタッチ領域に含まれるタッチ位置の密度について
の条件を含む、前記（１）～（１４）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１８）
　タッチパネルで検出された複数のタッチ位置から、所定の領域抽出条件をそれぞれ満た
す第１のタッチ領域及び第２のタッチ領域を抽出することと、
　前記第１のタッチ領域と前記第２のタッチ領域との間の距離の変化に基づいて、入力イ
ベントを認識することと、
を含む情報処理方法。
【符号の説明】
【０１４３】
　２０　　　タッチパネル
　４１　　　ユーザの手
　４３　　　タッチ位置
　４５　　　タッチ位置集合を含む領域
　４７　　　タッチ領域
　５０　　　オブジェクト
　１００　　情報処理装置
　１１０　　タッチ検出部
　１２０　　タッチ領域抽出部
　１３０　　イベント認識部
　１４０　　制御部
　１４１　　表示制御部
　１４３　　データ編集部
　１５０　　記憶部
　１６０　　表示部
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