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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作に用いられる複数のボタンとともに、操作に用いられる画像とは異なる、画面内を
動く複数の装飾画像を表示部に表示させる表示制御部と、
　前記表示部に対するユーザの接触操作を検出する検出部と、
　所定の軌跡の前記接触操作に応じた処理を実行する処理部と
　を備え、
　前記表示制御部は、前記ボタンと前記装飾画像の表示中に前記所定の軌跡の前記接触操
作が検出されたとき、前記装飾画像から構成される、検出された前記接触操作に応じた形
状のフィードバック画像を表示させる
　表示制御装置。
【請求項２】
　前記表示制御部は、複数の前記装飾画像の全てを用いて構成される前記フィードバック
画像を表示させる
　請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記表示制御部は、前記所定の軌跡の前記接触操作が検出されたときの位置から、複数
の前記装飾画像をそれぞれ移動させて前記フィードバック画像を表示させる
　請求項１または２に記載の表示制御装置。
【請求項４】
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　前記表示制御部は、前記装飾画像に重ねて、再生中の曲に関する情報を表示させる
　請求項１乃至３のいずれかに記載の表示制御装置。
【請求項５】
　前記所定の軌跡の前記接触操作が検出された場合、所定の音を出力させる出力制御部を
さらに備える
　請求項１乃至４のいずれかに記載の表示制御装置。
【請求項６】
　操作に用いられる複数のボタンとともに、操作に用いられる画像とは異なる、画面内を
動く複数の装飾画像を表示部に表示させ、
　前記表示部に対するユーザの接触操作を検出し、
　前記ボタンと前記装飾画像の表示中に所定の軌跡の前記接触操作が検出されたとき、前
記装飾画像から構成される、検出した前記接触操作に応じた形状のフィードバック画像を
表示させ、
　前記所定の軌跡の前記接触操作に応じた処理を実行する
　ステップを含む表示制御方法。
【請求項７】
　操作に用いられる複数のボタンとともに、操作に用いられる画像とは異なる、画面内を
動く複数の装飾画像を表示部に表示させ、
　前記表示部に対するユーザの接触操作を検出し、
　前記ボタンと前記装飾画像の表示中に所定の軌跡の前記接触操作が検出されたとき、前
記装飾画像から構成される、検出した前記接触操作に応じた形状のフィードバック画像を
表示させ、
　前記所定の軌跡の前記接触操作に応じた処理を実行する
　ステップを含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、表示制御装置、表示制御方法、およびプログラムに関し、特に、視認性の高
いフィードバックを提示することができるようにした表示制御装置、表示制御方法、およ
びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　GUI(Graphical User Interface)に対するタッチパネルを使った操作としてダイレクト
操作とジェスチャー操作の２種類の操作が知られている。
【０００３】
　ダイレクト操作は、GUIを構成するボタンやスライドバーなどの操作対象を、タップ、
ドラッグ、フリック等により操作するものである。ジェスチャー操作は、ドラッグ、フリ
ック等により画面上に所定の軌跡を描き、その軌跡に対応した処理を実行させるものであ
る。
【０００４】
　ダイレクト操作が行われたときのフィードバックとして、操作されたボタンを光らせた
り、ボタンの色や形状を変化させたりすることが知られている。また、ジェスチャー操作
が行われたときのフィードバックとして、特許文献１には、タッチ面に配置した複数の光
点表示部を指の動作に応じて発光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２０１２－９４０１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　音楽の再生機能を搭載した機器の中には、いわゆるビジュアライザー機能を有するもの
がある。ビジュアライザー機能は、曲などのコンテンツの再生時に、変化する画像によっ
て視覚的な効果を与える機能である。
【０００７】
　ビジュアライザー機能を有する機器において、ジェスチャー操作に対するフィードバッ
クとして例えば特許文献１に開示されているように光点表示部を発光させるとした場合、
視認性を高めるためには、ビジュアライザーの全体の明度を落としたり、ボタンのレイア
ウトを変えたりするなどの調整が必要になることがある。
【０００８】
　本技術はこのような状況に鑑みてなされたものであり、例えばビジュアライザー機能を
有する機器に対するジェスチャー操作のフィードバックとして、視認性の高いフィードバ
ックを提示することができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本技術の一側面の表示制御装置は、操作に用いられる複数のボタンとともに、操作に用
いられる画像とは異なる、画面内を動く複数の装飾画像を表示部に表示させる表示制御部
と、前記表示部に対するユーザの接触操作を検出する検出部と、所定の軌跡の前記接触操
作に応じた処理を実行する処理部とを備え、前記表示制御部は、前記ボタンと前記装飾画
像の表示中に前記所定の軌跡の前記接触操作が検出されたとき、前記装飾画像から構成さ
れる、検出された前記所定の軌跡の前記接触操作に応じた形状のフィードバック画像を表
示させる。
【００１１】
　前記表示制御部には、複数の前記装飾画像の全てを用いて構成される前記フィードバッ
ク画像を表示させることができる。
【００１２】
　前記表示制御部には、前記所定の軌跡の前記接触操作が検出されたときの位置から、複
数の前記装飾画像をそれぞれ移動させて前記フィードバック画像を表示させることができ
る。
【００１４】
　前記表示制御部には、前記装飾画像に重ねて、再生中の曲に関する情報を表示させるこ
とができる。
【００１７】
　前記所定の軌跡の前記接触操作が検出された場合、所定の音を出力させる出力制御部を
さらに設けることができる。
【００１８】
　本技術の一側面においては、操作に用いられる複数のボタンとともに、操作に用いられ
る画像とは異なる、画面内を動く複数の装飾画像が表示部に表示され、前記表示部に対す
るユーザの接触操作が検出される。前記ボタンと前記装飾画像の表示中に所定の軌跡の前
記接触操作が検出されたとき、前記装飾画像から構成される、検出された前記所定の軌跡
の前記接触操作に応じた形状のフィードバック画像が表示され、前記所定の軌跡の前記接
触操作に応じた処理が実行される。
【発明の効果】
【００１９】
　本技術によれば、視認性の高いフィードバックを提示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本技術の一実施形態に係る電子機器の外観の例を示す図である。
【図２】表示部の構成例を示す図である。
【図３】音楽再生画面の例を示す図である。
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【図４】壁紙画像の例を示す図である。
【図５】ビジュアライザー画像の例を示す図である。
【図６】曲情報の例を示す図である。
【図７】ビジュアライザー画像の動きの例を示す図である。
【図８】図７の画面に続く画面の例を示す図である。
【図９】図８の画面に続く画面の例を示す図である。
【図１０】図９の画面に続く画面の例を示す図である。
【図１１】図１０の画面に続く画面の例を示す図である。
【図１２】音楽再生画面の遷移の例を示す図である。
【図１３】電子機器のハードウェア構成例を示すブロック図である。
【図１４】電子機器の機能構成例を示すブロック図である。
【図１５】電子機器の一連の処理について説明するフローチャートである。
【図１６】ビジュアライザー画像の他の例を示す図である。
【図１７】図１６の画面に続く画面の例を示す図である。
【図１８】図１７の画面に続く画面の例を示す図である。
【図１９】軌跡画像の例を示す図である。
【図２０】図１９の画面に続く画面の例を示す図である。
【図２１】ジェスチャー操作の例を示す図である。
【図２２】軌跡画像の他の例を示す図である。
【図２３】図２２の画面に続く画面の例を示す図である。
【図２４】音楽再生画面の遷移の例を示す図である。
【図２５】電子機器の他の一連の処理について説明するフローチャートである。
【図２６】コンピュータの構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本技術を実施するための形態について説明する。説明は以下の順序で行う。
　１．第１の実施の形態（ビジュアライザー画像を用いたフィードバックの例）
　２．第２の実施の形態（軌跡画像を用いたフィードバックの例）
【００２２】
＜第１の実施の形態（ビジュアライザー画像を用いたフィードバックの例）＞
［電子機器の外観の例］
　図１は、本技術の一実施形態に係る電子機器の外観の例を示す図である。
【００２３】
　電子機器１は、カーオーディオ機器などの電子機器である。直方体の形状を有する電子
機器１の筐体の正面には、そのほぼ全体にわたって表示部１１が設けられる。電子機器１
は、内部のメモリに記憶されている音楽データを再生する機能を有している。
【００２４】
　図２は、表示部１１の構成例を示す図である。
【００２５】
　表示部１１は、ディスプレイ２２にタッチパネル２１が重ねて設けられることによって
構成される。ユーザは、曲の選択、再生開始、一時停止などの音楽の再生に関する各種の
操作を、表示部１１の表面に指などでタッチして入力することができる。
【００２６】
　電子機器１の内部にはグラフィックプロセッサ２３が設けられる。グラフィックプロセ
ッサ２３は、図示せぬマイコン（マイクロコンピュータ）による制御に従ってディスプレ
イ２２に各種の情報を表示したり、タッチパネル２１により検出されたユーザのタッチ操
作の情報をマイコンに出力したりする。
【００２７】
　電子機器１がカーオーディオ機器ではなく、携帯電話機、タブレット端末、PC、ゲーム
機などの、ディスプレイに重ねて設けられたタッチパネルによってユーザの操作を検出可
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能な各種の機器とすることができる。
【００２８】
［音楽再生画面の例］
　図３は、表示部１１に表示される音楽再生画面の例を示す図である。
【００２９】
　図３の音楽再生画面は、例えば電子機器１のメニュー画面から音楽再生機能が選択され
、再生する曲が選択されたときに表示される。表示部１１には、曲名、アーティスト名、
アルバム名、再生時刻、ジャケット画像などの曲に関する情報が、ビジュアライザー(Vis
ualizer)機能によって表示される画像を背景として表示される。
【００３０】
　すなわち、電子機器１には、所定の形状の画像を変化させて視覚的な効果を与えるビジ
ュアライザー機能が搭載されている。
【００３１】
　図３の例においては、ビジュアライザー機能により、カラフルな円形画像が画面内を移
動するような画像が表示される。曲情報の背景にある円に斜線や模様を付していることは
、それぞれ色が付いていることを示している。以下、適宜、ビジュアライザー機能により
表示される画像をビジュアライザー画像という。
【００３２】
　音楽再生画面は、壁紙画像のレイヤ、ビジュアライザー画像のレイヤ、曲情報のレイヤ
、およびジェスチャー操作画像のレイヤが下から順に配置されることによって構成される
。
【００３３】
　図４は、壁紙画像の例を示す図である。
【００３４】
　図４の例においては無地の所定の色の画像が壁紙画像とされている。ユーザは、あらか
じめ用意されている複数の画像の中から所定の画像を選択し、壁紙画像として設定するこ
とができる。
【００３５】
　図５は、ビジュアライザー画像の例を示す図である。
【００３６】
　図５のビジュアライザー画像は、６個の円形の画像である円形画像３１－１乃至３１－
６から構成される。例えば円形画像３１－１乃至３１－６はそれぞれ異なる色の画像であ
る。円形画像３１－１乃至３１－６は、操作に用いられる画像とは異なり、画面の装飾を
目的として表示される装飾画像である。
【００３７】
　図６は、曲情報の例を示す図である。
【００３８】
　曲情報は、ツールボタン領域４１、曲情報領域４２、ジャケット画像領域４３、操作ボ
タン領域４４、および設定情報領域４５から構成される。
【００３９】
　ツールボタン領域４１は、電子機器１のトップ画面を表示するときに操作されるTopボ
タンなどの表示領域である。曲情報領域４２は、曲のタイトル（ファイル名）、アーティ
スト名、アルバム名（フォルダ名）などの、再生対象になっている曲に関する情報の表示
領域である。ジャケット画像領域４３は、再生対象になっている曲のジャケット画像の表
示領域である。
【００４０】
　操作ボタン領域４４は、前の曲に戻るときに操作されるボタン４４－１、再生の開始／
一時停止を行うときに操作されるボタン４４－２、次の曲に進むときに操作されるボタン
４４－３、アルバムを切り替えるときに操作されるボタン４４－４，４４－５などの、曲
の再生に関する操作に用いられるボタンの表示領域である。電子機器１においては、曲が
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アルバム単位で管理されており、再生するアルバムの順番、曲の順番がプレイリストなど
を用いて管理されている。
【００４１】
　操作ボタン領域４４には、再生モードを選択するときに操作されるボタン４４－６、再
生メニューを表示するときに操作されるボタン４４－７、設定メニューを表示するときに
操作されるボタン４４－８も表示される。操作ボタン領域４４に表示されるボタンはダイ
レクト操作によって操作されるボタンである。
【００４２】
　設定情報領域４５は、音量を表すインジケータや時刻などの表示領域である。
【００４３】
　このようなレイヤが重なって構成される音楽再生画面が表示されているとき、ユーザは
、操作ボタン領域４４に表示されるボタンを用いた操作と同じ操作をジェスチャー操作に
よっても行うことができる。電子機器１には、ユーザのタッチ操作の軌跡を検出する機能
が設けられている。
【００４４】
　例えば、左方向のドラッグが行われた場合、再生する曲を前の曲に戻る処理が行われる
。左方向のドラッグは、ボタン４４－１を用いた操作と同じ操作のための「前の曲」のジ
ェスチャー操作である。なお、ドラッグは、画面上にタッチし、その状態のまま指を移動
させてから離す操作である。
【００４５】
　また、右方向のドラッグが行われた場合、再生する曲を次の曲に進める処理が行われる
。右方向のドラッグは、ボタン４４－３を用いた操作と同じ操作のための「次の曲」のジ
ェスチャー操作である。
【００４６】
　上方向のドラッグが行われた場合、再生するアルバムを１つ前のアルバムに切り替える
処理が行われる。上方向のドラッグは、ボタン４４－４を用いた操作と同じ操作のための
「前のアルバム」のジェスチャー操作である。
【００４７】
　下方向のドラッグが行われた場合、再生するアルバムを１つ後のアルバムに切り替える
処理が行われる。下方向のドラッグは、ボタン４４－５を用いた操作と同じ操作のための
「次のアルバム」のジェスチャー操作である。
【００４８】
　曲の一時停止中にタップが行われた場合、曲の再生が開始され、曲の再生中にタップが
行われた場合、曲の一時停止が行われる。タップは、画面上にタッチし、タッチした位置
を中心とする規定の範囲内で離す操作である。
【００４９】
　ジェスチャー操作が検出されたとき、ジェスチャー操作を検出したことを表すフィード
バック画像がビジュアライザー画像を用いて表示される。
【００５０】
［フィードバック画像の例］
　ここで、フィードバック画像の詳細について説明する。説明の便宜上、適宜、曲情報の
図示を省略する。
【００５１】
　図７は、ビジュアライザー画像の動きの例を示す図である。
【００５２】
　白抜き矢印で示すように、ビジュアライザー画像を構成する円形画像３１－１乃至３１
－６は、それぞれ異なる方向に一定の速度で移動する。
【００５３】
　円形画像３１－１は矢印＃１で示すように現在位置から右上に移動し、円形画像３１－
２は矢印＃２で示すように現在位置から左下に移動する。円形画像３１－３は矢印＃３で
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示すように現在位置から右下に移動し、円形画像３１－４は矢印＃４で示すように現在位
置から右下に移動する。円形画像３１－５は矢印＃５で示すように現在位置から左上に移
動し、円形画像３１－６は矢印＃６で示すように現在位置から下に移動する。
【００５４】
　円形画像３１－１乃至３１－６は、画面の端まで移動したとき、反射して方向を変える
。このように、ビジュアライザー画像は、複数の円形画像がランダムに跳ね回るような印
象の画像である。
【００５５】
　図８は、図７の画面に続く画面の例を示す図である。
【００５６】
　図８は、それぞれの円形画像が画面の端に近い位置に移動した状態を示している。この
状態においてユーザが実線矢印で示すように位置Ｐ１から位置Ｐ２まで右方向のドラッグ
を行った場合、「次の曲」のジェスチャー操作が検出され、図９に示す矢印画像６１が表
示される。右向きの矢印の画像である矢印画像６１はジェスチャー操作画像のレイヤに表
示される画像である。矢印画像６１は一時的に表示される。「次の曲」のジェスチャー操
作が検出されたとき、矢印画像６１が表示されずに、図１０以降の画面が表示されるよう
にしてもよい。
【００５７】
　図１０は、図９の画面に続く画面の例を示す図である。
【００５８】
　図１０に示すように、円形画像３１－１乃至３１－６は、それぞれ、ジェスチャー操作
が検出されたときの位置から、画面の中央付近に移動し、図１１に示すように所定の位置
に配置されることによってフィードバック画像７１を構成する。
【００５９】
　フィードバック画像７１は、円形画像３１－３、円形画像３１－１、円形画像３１－２
、円形画像３１－４が横一列に並び、円形画像３１－２の上に円形画像３１－５が、円形
画像３１－２の下に円形画像３１－６がそれぞれ配置されることによって構成される。円
形画像３１－１乃至３１－６がこのように配置されることによって１つの右向きの矢印が
表現される。
【００６０】
　再生する曲を次の曲に進める処理が行われた後、フィードバック画像７１を構成する円
形画像３１－１乃至３１－６は離れ、ビジュアライザー画像を構成する装飾画像としての
移動を再開する。フィードバック画像７１の表示時間は、例えば矢印画像６１の表示時間
より長い時間である。
【００６１】
　図１２は、音楽再生画面の遷移の例を示す図である。
【００６２】
　図１２の上段に示すように、ビジュアライザー画像が曲情報の背景として表示される音
楽再生画面に対して右方向のドラッグが行われた場合、矢印画像６１が曲情報に重ねて表
示される。
【００６３】
　矢印画像６１が表示された後、矢印＃１１の先に示すように、ビジュアライザー画像を
構成要素とするフィードバック画像７１が曲情報の背景として表示される。フィードバッ
ク画像７１の表示に合わせて所定の音がスピーカから出力される。
【００６４】
　他のジェスチャー操作が検出された場合も同様に、ジェスチャー操作の種類に応じた形
状を表現するフィードバック画像が、ビジュアライザー画像を用いて表示される。例えば
、左方向のドラッグが行われ、「前の曲」のジェスチャー操作が検出された場合、左向き
の矢印を表現するフィードバック画像が円形画像３１－１乃至３１－６を用いて表示され
る。
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【００６５】
　また、上方向のドラッグが行われ、「前のアルバム」のジェスチャー操作が検出された
場合、上向きの矢印を表現するフィードバック画像が円形画像３１－１乃至３１－６を用
いて表示される。下方向のドラッグが行われ、「次のアルバム」のジェスチャー操作が検
出された場合、下向きの矢印を表現するフィードバック画像が円形画像３１－１乃至３１
－６を用いて表示される。なお、フィードバック画像は矢印を表現する画像に限られない
。ジェスチャー操作を表現する各種の形状の画像をフィードバック画像として表示させる
ことが可能である。
【００６６】
　このように、電子機器１においては、ビジュアライザー機能と、ジェスチャー操作のフ
ィードバックにデザイン的なつながりがあるGUIが実現される。
【００６７】
　ユーザは、ジェスチャー操作が検出されたことを、ビジュアライザー画像を構成要素と
するフィードバック画像から確認することができる。
【００６８】
　また、ビジュアライザー画像を構成要素としてフィードバック画像を表示するようにし
たため、フィードバックをユーザに与える際に、ビジュアライザー画像の明度を落とした
り、曲情報やボタンのレイアウトを調整したりするなどの処理が不要になる。
【００６９】
　さらに、フィードバックをビジュアライザー画像全体で表示するようにしたため、視認
性を向上させることが可能になる。
【００７０】
　以上のような画面表示を行う電子機器１の一連の処理についてはフローチャートを参照
して説明する。
【００７１】
［電子機器の構成例］
　図１３は、電子機器１のハードウェア構成例を示すブロック図である。
【００７２】
　電子機器１は、タッチパネル２１、ディスプレイ２２、グラフィックプロセッサ２３の
他に、マスターマイコン１０１、およびスピーカ１０２から構成される。
【００７３】
　ディスプレイ２２は、LCD(Liquid Crystal Display)や有機EL(Electroluminescence)デ
ィスプレイなどにより構成され、グラフィックプロセッサ２３による制御に従って、メニ
ュー画面、音楽再生画面などの各種の画面を表示する。
【００７４】
　タッチパネル２１は、表示部１１の表面に対するユーザのタッチ操作を検出し、タッチ
操作が行われた位置を表すアナログ信号をグラフィックプロセッサ２３に出力する。
【００７５】
　グラフィックプロセッサ２３はマスターマイコン１０１と相互通信を行う。グラフィッ
クプロセッサ２３は、マスターマイコン１０１から供給された画面データに基づいて、各
種の画面をディスプレイ２２に表示させる。また、グラフィックプロセッサ２３は、タッ
チパネル２１から供給された信号を受信し、タッチ操作が行われた位置（座標）を表す情
報をマスターマイコン１０１に出力する。
【００７６】
　マスターマイコン１０１は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)
、RAM(Random Access Memory)などにより構成される。マスターマイコン１０１は、ROMに
記憶されているプログラムを実行し、電子機器１の全体の動作を制御する。
【００７７】
　例えば、マスターマイコン１０１は、グラフィックプロセッサ２３を制御し、音楽再生
画面をディスプレイ２２に表示させる。また、マスターマイコン１０１は、スピーカ１０
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２に音声信号を出力し、フィードバック画像の表示に合わせて音を出力させる。マスター
マイコン１０１は、図示せぬメモリに記憶されている音楽データを再生し、スピーカ１０
２から音楽を出力させるなどの処理も行う。
【００７８】
　スピーカ１０２は、マスターマイコン１０１から供給された信号に基づいて音を出力す
る。
【００７９】
　図１４は、電子機器１の機能構成例を示すブロック図である。図１４に示す機能部のう
ちの少なくとも一部は、図１３のマスターマイコン１０１により所定のプログラムが実行
されることによって実現される。
【００８０】
　電子機器１においては、ジェスチャー操作検出部１１１、表示制御部１１２、処理実行
部１１３、および出力制御部１１４が実現される。グラフィックプロセッサ２３から供給
された、タッチ操作が行われた座標を表す情報は、ジェスチャー操作検出部１１１、表示
制御部１１２、および処理実行部１１３に供給される。
【００８１】
　ジェスチャー操作検出部１１１は、グラフィックプロセッサ２３から供給された情報に
基づいてジェスチャー操作を検出する。例えば、ジェスチャー操作検出部１１１は、ユー
ザによるタッチ操作の軌跡を特定し、特定した軌跡と、予め設定されている所定のパター
ンの軌跡が一致する場合、ジェスチャー操作が行われたものとして判定する。ジェスチャ
ー操作検出部１１１に対しては、「前の曲」、「次の曲」、「前のアルバム」、「次のア
ルバム」などのそれぞれのジェスチャー操作に対応する軌跡を表す情報が予め設定されて
いる。
【００８２】
　ジェスチャー操作検出部１１１は、ジェスチャー操作が行われたことを検出した場合、
ユーザにより行われたジェスチャー操作の種類を表す情報を出力する。ジェスチャー操作
検出部１１１から出力された情報は、表示制御部１１２、処理実行部１１３、および出力
制御部１１４に供給される。
【００８３】
　表示制御部１１２は、グラフィックプロセッサ２３に画面データを供給し、ディスプレ
イ２２の画面表示を制御する。表示制御部１１２は、ジェスチャー操作の種類を表す情報
がジェスチャー操作検出部１１１から供給された場合、音楽再生画面に表示させているビ
ジュアライザー画像を制御し、ジェスチャー操作の種類に応じたフィードバック画像を表
示させる。
【００８４】
　また、表示制御部１１２は、処理実行部１１３により行われた処理に応じてディスプレ
イ２２の画面表示を切り替える。
【００８５】
　処理実行部１１３は、ユーザのタッチ操作に応じた処理を実行する。処理実行部１１３
は、処理を実行することによって画面表示が変わる場合、処理の結果を表す情報を表示制
御部１１２に出力する。
【００８６】
　例えば、処理実行部１１３は、「次の曲」のジェスチャー操作が行われたことをジェス
チャー操作検出部１１１から供給された情報に基づいて特定した場合、再生する曲を次の
曲に切り替える。また、処理実行部１１３は、再生する曲を次の曲に切り替えたことを表
す情報を表示制御部１１２に出力する。表示制御部１１２においては、切り替え後の曲に
関する情報を表示するように曲情報の表示が切り替えられる。
【００８７】
　出力制御部１１４は、ジェスチャー操作が行われたことを表す情報がジェスチャー操作
検出部１１１から供給された場合、スピーカ１０２を制御し、所定の音を出力させる。
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【００８８】
［電子機器の処理］
　次に、図１５のフローチャートを参照して、電子機器１の一連の処理について説明する
。図１５の処理は、図３の音楽再生画面が表示されているときに開始される。
【００８９】
　ステップＳ１において、タッチパネル２１は、ユーザのタッチ操作を検出する。タッチ
パネル２１は、タッチ操作が行われた位置を表す信号をグラフィックプロセッサ２３に出
力する。
【００９０】
　ステップＳ２において、グラフィックプロセッサ２３は、タッチ操作が行われた座標を
検出する。グラフィックプロセッサ２３は、検出した座標を表す情報をマスターマイコン
１０１に出力する。
【００９１】
　ステップＳ３において、ジェスチャー操作検出部１１１は、ユーザが、規定時間内に規
定移動範囲内でリリースしたか否かをグラフィックプロセッサ２３から供給された情報に
基づいて判定する。ここでは、規定時間内のタッチ操作の軌跡が規定移動範囲内にある場
合、タップが行われたと判定され、規定移動範囲を超えている場合、ドラッグ操作が行わ
れたと判定される。
【００９２】
　規定時間内に規定移動範囲内でリリースしたとステップＳ３において判定された場合、
ステップＳ４において、処理実行部１１３はタップに応じた処理を実行する。例えば、操
作ボタン領域４４に表示されている一時停止ボタン上でタップが行われた場合、処理実行
部１１３は曲の再生を停止する。
【００９３】
　一方、規定時間内に規定移動範囲内でリリースしていないとステップＳ３において判定
した場合、ステップＳ５において、ジェスチャー操作検出部１１１は、ジェスチャー操作
が行われたか否かを判定する。タッチ操作の軌跡が予め設定されているパターンの軌跡で
ある場合、ジェスチャー操作が行われたとして判定され、予め設定されているパターンと
異なる軌跡である場合、ジェスチャー操作ではないドラッグが行われたと判定される。
【００９４】
　ジェスチャー操作が行われたとステップＳ５において判定した場合、ステップＳ６にお
いて、ジェスチャー操作検出部１１１はジェスチャー操作を受け付ける。ジェスチャー操
作検出部１１１は、受け付けたジェスチャー操作の種類を表す情報を出力する。
【００９５】
　ステップＳ７において、表示制御部１１２は、ユーザにより行われたジェスチャー操作
の種類に応じた形状を表現するフィードバック画像を音楽再生画面に表示させる。すなわ
ち、表示制御部１１２は、ビジュアライザー画像として表示していたそれぞれの円形画像
を移動させ、フィードバック画像を表示させる。
【００９６】
　ステップＳ８において、処理実行部１１３は、ユーザにより行われたジェスチャー操作
に応じた処理を実行する。
【００９７】
　一方、ジェスチャー操作が行われていないとステップＳ５において判定した場合、ステ
ップＳ９において、ジェスチャー操作検出部１１１は無効な操作が行われたとして判断す
る。
【００９８】
　ステップＳ４においてタップに応じた処理が実行された後、ステップＳ８においてジェ
スチャー操作に応じた処理が実行された後、またはステップＳ９において無効な操作が行
われたと判断された後、処理は終了される。以上の処理が、音楽再生画面が表示されてい
る間、繰り返し行われる。
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【００９９】
　以上の処理により、ビジュアライザー機能と、ジェスチャー操作のフィードバックにデ
ザイン的なつながりがあるGUIが実現される。
【０１００】
［変形例］
　ビジュアライザー画像を構成する装飾画像の形状は、円形に限られるものではない。
【０１０１】
　図１６は、ビジュアライザー画像の他の例を示す図である。
【０１０２】
　図１６のビジュアライザー画像は、６個の縦長の長方形の枠の画像である枠画像１５１
－１乃至１５１－６から構成される。枠画像１５１－１乃至１５１－６は、画面左上から
画面中央付近に向かって直線的に、前後の画像と一部重ねて配置されることによって構成
される。枠画像１５１－１乃至１５１－６は、操作に用いられる画像とは異なり、画面の
装飾を目的として表示される装飾画像である。
【０１０３】
　枠画像１５１－１乃至１５１－６は、それぞれ、白抜き矢印＃２１で示すように画面左
上方から右下方に移動する。先頭の画像は、所定の位置まで移動したときに消え、最後尾
の画像として再度表示される。図１６の白抜き矢印＃２１は実際に表示される画像ではな
い。
【０１０４】
　このようなビジュアライザー画像が表示される音楽再生画面に対して右方向のドラッグ
が行われ、「次の曲」のジェスチャー操作が検出された場合、右向きの矢印の画像である
矢印画像６１が一時的に表示される。この場合においても、矢印画像６１が表示されない
ようにすることが可能である。
【０１０５】
　また、図１７に示すように、枠画像１５１－１乃至１５１－６のうち、例えばそのとき
先頭にある枠画像１５１－１のみが画面中央に表示される。画面中央に表示された枠画像
１５１－１は変形し、図１８に示すようにフィードバック画像１６１として表示される。
フィードバック画像１６１は、１つの右向きの矢印を表現する画像である。
【０１０６】
　この例においては、フィードバック画像が、ビジュアライザー画像を構成する、１つの
枠画像を構成要素として表示されることになる。
【０１０７】
　このように、フィードバック画像を構成する装飾画像を各種の形状の画像とすることが
可能である。また、ビジュアライザー画像を構成する全ての装飾画像を用いてフィードバ
ック画像を表示するのではなく、一部の複数の装飾画像や１つの装飾画像を用いてフィー
ドバック画像を表示するようにすることも可能である。
【０１０８】
＜第２の実施の形態（軌跡画像を用いたフィードバックの例）＞
　次に、ユーザによるタッチ操作の軌跡を表す画像である軌跡画像を構成要素としてフィ
ードバック画像を表示する場合の例について説明する。
【０１０９】
　この例においては、フィードバック画像を構成する画像は、ビジュアライザー機能によ
って表示される画像ではなく、軌跡画像となる。軌跡画像は、例えば曲情報のレイヤの上
のレイヤに表示される、所定の透明度を有する色付きの画像である。軌跡画像も、操作に
用いられる画像とは異なり、画面の装飾を目的として表示される装飾画像である。
【０１１０】
　図１９は、軌跡画像の例を示す図である。
【０１１１】
　図１９に示すように、ユーザが例えば画面上の位置Ｐ１１にタッチ操作を行った場合、
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位置Ｐ１１の周りに軌跡画像２０１が表示される。また、位置Ｐ１１にタッチしたまま、
図２０の実線矢印で示すように、ユーザが左下方向の位置Ｐ１２まで指を移動させた場合
、ユーザの指の軌跡に沿って軌跡画像２０２が表示される。
【０１１２】
　このように、電子機器１においては、ユーザのタッチ操作の軌跡に応じて、その軌跡を
表す軌跡画像が表示される。軌跡画像の表示は、グラフィックプロセッサ２３からの情報
を受信した表示制御部１１２により行われる。
【０１１３】
　図２１は、ジェスチャー操作の例を示す図である。
【０１１４】
　図２１の実線矢印で示すように、位置Ｐ２１から位置Ｐ２２まで右方向のドラッグが行
われた場合、図２２に示す軌跡画像２１１が表示されるとともに、「次の曲」のジェスチ
ャー操作がジェスチャー操作検出部１１１により検出される。
【０１１５】
　図２３は、図２２の画面に続く画面の例を示す図である。
【０１１６】
　「次の曲」のジェスチャー操作がジェスチャー操作検出部１１１により検出された場合
、表示制御部１１２は、軌跡画像２１１を変形させ、ジェスチャー操作の種類に応じた形
状を表現するフィードバック画像２２１を表示させる。フィードバック画像２２１は、軌
跡画像２１１を構成要素とする、１つの右方向の矢印を表現する画像である。
【０１１７】
　図２４は、音楽再生画面の遷移の例を示す図である。
【０１１８】
　図２４の上段に示すように、音楽再生画面に対して右方向のドラッグが行われた場合、
軌跡画像２１１が曲情報に重ねて表示される。
【０１１９】
　軌跡画像２１１が表示された後、矢印＃３１の先に示すように、軌跡画像２１１を変形
させたフィードバック画像２２１が曲情報に重ねて表示される。フィードバック画像２２
１の表示に合わせて所定の音がスピーカから出力される。
【０１２０】
　他のジェスチャー操作が検出された場合も同様に、ジェスチャー操作の種類に応じた形
状を表現するフィードバック画像が、軌跡画像を用いて表示される。例えば、左方向のド
ラッグが行われ、「前の曲」のジェスチャー操作が検出された場合、左向きの矢印を表現
するフィードバック画像が軌跡画像を用いて表示される。
【０１２１】
　また、上方向のドラッグが行われ、「前のアルバム」のジェスチャー操作が検出された
場合、上向きの矢印を表現するフィードバック画像が軌跡画像を用いて表示される。下方
向のドラッグが行われ、「次のアルバム」のジェスチャー操作が検出された場合、下向き
の矢印を表現するフィードバック画像が軌跡画像を用いて表示される。フィードバック画
像は矢印を表現する画像に限られない。ジェスチャー操作を表現する各種の形状の画像を
フィードバック画像として表示させることが可能である。
【０１２２】
　このように、電子機器１においては、ユーザのタッチ操作の軌跡を表示する機能と、ジ
ェスチャー操作のフィードバックにデザイン的なつながりがあるGUIが実現される。
【０１２３】
　ユーザは、ジェスチャー操作が検出されたことを、軌跡画像を構成要素とするフィード
バック画像から確認することができる。
【０１２４】
［電子機器の処理］
　次に、図２５のフローチャートを参照して、軌跡画像を構成要素とするフィードバック
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画像を表示する電子機器１の一連の処理について説明する。図２５の処理は、基本的に、
図１５の処理と同様の処理である。重複する説明については適宜省略する。
【０１２５】
　ステップＳ１１において、タッチパネル２１は、ユーザのタッチ操作を検出する。
【０１２６】
　ステップＳ１２において、グラフィックプロセッサ２３は、タッチ操作が行われた座標
を検出する。
【０１２７】
　ステップＳ１３において、表示制御部１１２は、タッチ操作の軌跡を表す軌跡画像を表
示させる。
【０１２８】
　ステップＳ１４において、ジェスチャー操作検出部１１１は、ユーザが、規定時間内に
規定移動範囲内でリリースしたか否かを判定する。
【０１２９】
　規定時間内に規定移動範囲内でリリースしたとステップＳ１４において判定された場合
、ステップＳ１５において、処理実行部１１３はタップに応じた処理を実行する。
【０１３０】
　一方、規定時間内に規定移動範囲内でリリースしていないとステップＳ１４において判
定した場合、ステップＳ１６において、ジェスチャー操作検出部１１１は、ジェスチャー
操作が行われたか否かを判定する。
【０１３１】
　ジェスチャー操作が行われたとステップＳ１６において判定した場合、ステップＳ１７
において、ジェスチャー操作検出部１１１はジェスチャー操作を受け付ける。
【０１３２】
　ステップＳ１８において、表示制御部１１２は、ユーザにより行われたジェスチャー操
作に応じた形状を表現するフィードバック画像を表示させる。すなわち、表示制御部１１
２は、軌跡画像を変形させてフィードバック画像を表示させる。
【０１３３】
　ステップＳ１９において、処理実行部１１３は、ユーザにより行われたジェスチャー操
作に応じた処理を実行する。
【０１３４】
　一方、ジェスチャー操作が行われていないとステップＳ１６において判定した場合、ス
テップＳ２０において、ジェスチャー操作検出部１１１は無効な操作が行われたとして判
断する。
【０１３５】
　ステップＳ１５においてタップに応じた処理が実行された後、ステップＳ１９において
ジェスチャー操作に応じた処理が実行された後、またはステップＳ２０において無効な操
作が行われたと判断された後、処理は終了される。以上の処理が、音楽再生画面が表示さ
れている間、繰り返し行われる。
【０１３６】
＜変形例＞
　以上においては、音楽再生画面に対してジェスチャー操作が行われた場合のフィードバ
ック画像について説明したが、ジェスチャー操作の対象となる画面は他の画面であっても
よい。例えば、メニュー画面、静止画や動画の再生画面、テキスト入力画面に対してジェ
スチャー操作が行われた場合に、ビジュアライザー画像を構成要素として、または軌跡画
像を構成要素としてフィードバック画像を表示するようにしてもよい。
【０１３７】
　また、ビジュアライザー画像または軌跡画像を構成要素としてフィードバック画像を表
示するものとしたが、ジェスチャー操作の検出時に表示されている各種の装飾画像からフ
ィードバック画像が構成されるようにすることも可能である。
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【０１３８】
［コンピュータの構成例］
　上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行することもできるし、ソフトウェアに
より実行することもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行する場合には、そのソ
フトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュー
タ、または汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム記録媒体からインストール
される。
【０１３９】
　図２６は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウェ
アの構成例を示すブロック図である。
【０１４０】
　CPU２５１、ROM２５２、RAM２５３は、バス２５４により相互に接続されている。
【０１４１】
　バス２５４には、さらに、入出力インタフェース２５５が接続されている。入出力イン
タフェース２５５には、キーボード、マウスなどよりなる入力部２５６、ディスプレイ、
スピーカなどよりなる出力部２５７が接続される。また、入出力インタフェース２５５に
は、ハードディスクや不揮発性のメモリなどよりなる記憶部２５８、ネットワークインタ
フェースなどよりなる通信部２５９、リムーバブルメディア２６１を駆動するドライブ２
６０が接続される。
【０１４２】
　以上のように構成されるコンピュータでは、CPU２５１が、例えば、記憶部２５８に記
憶されているプログラムを入出力インタフェース２５５及びバス２５４を介してRAM２５
３にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
【０１４３】
　CPU２５１が実行するプログラムは、例えばリムーバブルメディア２６１に記録して、
あるいは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル放送といった、有線
または無線の伝送媒体を介して提供され、記憶部２５８にインストールされる。
【０１４４】
　なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列
に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたと
き等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
【０１４５】
　本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨
を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【０１４６】
　例えば、本技術は、１つの機能をネットワークを介して複数の装置で分担、共同して処
理するクラウドコンピューティングの構成をとることができる。
【０１４７】
　また、上述のフローチャートで説明した各ステップは、１つの装置で実行する他、複数
の装置で分担して実行することができる。
【０１４８】
　さらに、１つのステップに複数の処理が含まれる場合には、その１つのステップに含ま
れる複数の処理は、１つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができ
る。
【０１４９】
［構成の組み合わせ例］
　本技術は、以下のような構成をとることもできる。
【０１５０】
（１）
　操作に用いられる画像とは異なる装飾画像を表示部に表示させる表示制御部と、
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　前記表示部に対するユーザの接触操作を検出する検出部と、
　所定の軌跡の前記接触操作に応じた処理を実行する処理部と
　を備え、
　前記表示制御部は、前記装飾画像が表示されている場合において前記所定の軌跡の前記
接触操作が検出されたとき、前記装飾画像から構成される、前記所定の軌跡の前記接触操
作を検出したことを表すフィードバック画像を表示させる
　表示制御装置。
【０１５１】
（２）
　前記表示制御部は、ビジュアライザーの機能によって、画面内を動く前記装飾画像を表
示させる
　前記（１）に記載の表示制御装置。
【０１５２】
（３）
　前記表示制御部は、複数の前記装飾画像を表示し、複数の前記装飾画像の全てを用いて
構成される前記フィードバック画像を表示させる
　前記（２）に記載の表示制御装置。
【０１５３】
（４）
　前記表示制御部は、前記所定の軌跡の前記接触操作が検出されたときの位置から、複数
の前記装飾画像をそれぞれ移動させて前記フィードバック画像を表示させる
　前記（３）に記載の表示制御装置。
【０１５４】
（５）
　前記表示制御部は、複数の前記装飾画像を表示し、１つの前記装飾画像を変形させて前
記フィードバック画像を表示させる
　前記（２）に記載の表示制御装置。
【０１５５】
（６）
　前記表示制御部は、前記装飾画像に重ねて、再生中の曲に関する情報を表示させる
　前記（２）乃至（５）のいずれかに記載の表示制御装置。
【０１５６】
（７）
　前記表示制御部は、前記装飾画像として前記接触操作の軌跡を表す画像を表示し、前記
軌跡を表す画像を変形させて前記フィードバック画像を表示させる
　前記（１）に記載の表示制御装置。
【０１５７】
（８）
　前記表示制御部は、前記装飾画像を、再生中の曲に関する情報に重ねて表示させる
　前記（７）に記載の表示制御装置。
【０１５８】
（９）
　前記所定の軌跡の前記接触操作が検出された場合、所定の音を出力させる出力制御部を
さらに備える
　前記（１）乃至（８）のいずれかに記載の表示制御装置。
【０１５９】
（１０）
　操作に用いられる画像とは異なる装飾画像を表示部に表示させ、
　前記表示部に対するユーザの接触操作を検出し、
　所定の軌跡の前記接触操作に応じた処理を実行し、
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　前記装飾画像が表示されている場合において前記所定の軌跡の前記接触操作が検出され
たとき、前記装飾画像から構成される、前記所定の軌跡の前記接触操作を検出したことを
表すフィードバック画像を表示させる
　ステップを含む表示制御方法。
【０１６０】
（１１）
　操作に用いられる画像とは異なる装飾画像を表示部に表示させ、
　前記表示部に対するユーザの接触操作を検出し、
　所定の軌跡の前記接触操作に応じた処理を実行し、
　前記装飾画像が表示されている場合において前記所定の軌跡の前記接触操作が検出され
たとき、前記装飾画像から構成される、前記所定の軌跡の前記接触操作を検出したことを
表すフィードバック画像を表示させる
　ステップを含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【符号の説明】
【０１６１】
　１　電子機器，　１１　表示部，　２１　タッチパネル，　２２　ディスプレイ，　２
３　グラフィックプロセッサ，　１０１　マスターマイコン，　１０２　スピーカ，　１
１１　ジェスチャー操作検出部，　１１２　表示制御部，　１１３　処理実行部，　１１
４　出力制御部

【図１】 【図２】
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