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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】画面上でユーザが見たい箇所を簡単な方法で拡
大表示することが可能な情報処理装置、その表示制御方
法、及びコンピュータが実行可能なプログラムを提供す
る。
【解決手段】少なくとも一方の面側に設けられたタッチ
入力が可能なタッチ表示部１０と、タッチ表示部の周縁
を規定するベゼル３領域と、を備えた情報処理装置であ
って、ベゼル領域の少なくとも一部に設けられ、ユーザ
のタッチを検出するタッチセンサ２０ａと、タッチ表示
部の表示を制御する表示制御手段と、を備える。表示制
御手段は、タッチセンサのベゼル領域で検出したユーザ
のタッチ位置に応じて、タッチ表示部に表示されている
情報のうち、対象となる部分ａを拡大して表示する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一方の面側に設けられたタッチ入力が可能なタッチ表示部と、前記タッチ表
示部の周縁を規定するベゼル領域と、を備えた情報処理装置であって、
　前記ベゼル領域の少なくとも一部に設けられ、ユーザのタッチを検出するタッチセンサ
と、
　前記タッチ表示部の表示を制御する表示制御手段と、
　を備え、
　前記表示制御手段は、前記タッチセンサの前記ベゼル領域で検出したユーザのタッチ位
置に応じて、前記タッチ表示部に表示されている情報のうち、対象となる部分を拡大して
表示することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記タッチ表示部に表示されている情報の表示方向と平行な方向
に配置されているタッチセンサに対するユーザのタッチ位置に応じて、前記拡大の対象と
なる部分を決定することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記タッチ表示部は平面視略矩形であり、
　前記表示制御手段は、
　前記タッチ表示部の向きに応じて、前記タッチ表示部に表示される情報の表示方向を回
転可能であり、
　前記情報の表示方向が縦方向の場合は、縦方向に配置されるタッチセンサに対するユー
ザのタッチ位置に応じて、前記拡大の対象となる部分を決定する一方、前記情報の表示方
向が横方向の場合は、横方向に配置されるタッチセンサに対するユーザのタッチ位置に応
じて、前記拡大の対象となる部分を決定することを特徴とする請求項２に記載の情報処理
装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、ユーザが前記タッチセンサ上でタッチした状態で指を移動させた
場合は、前記拡大の対象となる部分を移動させることを特徴とする請求項１～請求項３の
いずれか１つに記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、ユーザが前記タッチセンサをタッチした状態でも、前記タッチ表
示部に対するタッチ入力を受け付けることを特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記
載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記タッチ表示部に対するタッチ入力の受け付けは、前記拡大した部分を含む請求項５
に記載の情報処理装置
【請求項７】
　前記タッチセンサは、タッチ圧力を検出可能に構成されており、
　前記表示制御手段は、前記前記タッチセンサに対するユーザのタッチ圧力に応じて、前
記タッチ表示部に表示されている情報のうち、前記拡大の対象となる部分の拡大率を変更
することを特徴とする請求項１～６のいずれか１つに記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記表示制御手段は、前記タッチセンサに対するユーザのタッチ面積が所定値以上の場
合は、前記タッチ表示部に表示されている情報を拡大しないことを特徴とする請求項１～
７のいずれか１つに記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記拡大される情報は、文字、画像、写真、アイコン、及びバーの少なくとも１つを含
むことを特徴とする請求項１～８のいずれか１つに記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記表示制御手段は、ファイル閲覧アプリ、ブラウザアプリ、写真アプリ、又は地図ア
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プリに従って情報を表示することを特徴とする請求項１～９のいずれか１つに記載の情報
処理装置。
【請求項１１】
　前記表示制御手段は、前記写真アプリに従って複数の写真を一覧表示している場合は、
前記タッチセンサで検出したユーザのタッチ位置に応じて、１枚の写真を拡大することを
特徴とする請求項１０に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　少なくとも一方の面側に設けられたタッチ入力が可能なタッチ表示部と、前記タッチ表
示部の周縁を規定するベゼル領域と、を備えた情報処理装置の表示制御方法であって、
　前記ベゼル領域の少なくとも一部に設けられ、ユーザのタッチを検出するためのタッチ
センサで検出した前記ベゼル領域におけるユーザのタッチ位置に応じて、前記タッチ表示
部に表示されている情報のうち、対象となる部分を拡大して表示する工程を実行すること
を特徴とする情報処理装置の表示制御方法。
【請求項１３】
　少なくとも一方の面側に設けられたタッチ入力が可能なタッチ表示部と、前記タッチ表
示部の周縁を規定するベゼル領域と、を備えた情報処理装置に搭載されるプログラムであ
って、
　前記ベゼル領域の少なくとも一部に設けられ、ユーザのタッチを検出するためのタッチ
センサで検出した前記ベゼル領域におけるユーザのタッチ位置に応じて、前記タッチ表示
部に表示されている情報のうち、対象となる部分を拡大して表示する工程をコンピュータ
に実行させることを特徴とするコンピュータが実行可能なプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、その表示制御方法、及びコンピュータが実行可能なプログラ
ムに関する。　
【背景技術】
【０００２】
　近年、タブレットやスマートフォン等の携帯型情報処理装置が広く使用されている。か
かる携帯型情報処理装置は、一般に画面を大型化することが難しく、画面に表示できるサ
イズが限られているため、表示されるコンテンツの文字等が小さくて見難い場合がある。
また、表示されるコンテンツが画面のサイズと合わず見難い場合がある。さらに、画面を
スクロールさせて所望の箇所をみたい場合に、スクロールさせる量の調整がうまくいかな
い場合もある。
【０００３】
　このように、従来の携帯型情報処理装置では、画面上でユーザが見たい箇所を簡単な方
法で十分な大きさで確認することができなった。そのため、画面上でユーザが見たい箇所
を簡単な方法で確認することが可能な情報処理装置が望まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１５６８６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、画面上でユーザが見たい箇所を簡単な方
法で拡大表示することが可能な情報処理装置、その表示制御方法、及びコンピュータが実
行可能な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】
【０００６】



(4) JP 2018-55484 A 2018.4.5

10

20

30

40

50

　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、少なくとも一方の面側に設
けられたタッチ入力が可能なタッチ表示部と、前記タッチ表示部の周縁を規定するベゼル
領域と、を備えた情報処理装置であって、前記ベゼル領域の少なくとも一部に設けられ、
ユーザのタッチを検出するタッチセンサと、前記タッチ表示部の表示を制御する表示制御
手段と、を備え、前記表示制御手段は、前記タッチセンサの前記ベゼル領域で検出したユ
ーザのタッチ位置に応じて、前記タッチ表示部に表示されている情報のうち、対象となる
部分を拡大して表示することを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記表示制御手段は、前記タッチ表示部に表示
されている情報の表示方向と平行な方向に配置されているタッチセンサに対するユーザの
タッチ位置に応じて、前記拡大の対象となる部分を決定することが望ましい。
【０００８】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記タッチ表示部は平面視略矩形であり、前記
表示制御手段は、前記タッチ表示部の向きに応じて、前記タッチ表示部に表示される情報
の表示方向を回転可能であり、前記情報の表示方向が縦方向の場合は、縦方向に配置され
るタッチセンサに対するユーザのタッチ位置に応じて、前記拡大の対象となる部分を決定
する一方、前記情報の表示方向が横方向の場合は、横方向に配置されるタッチセンサに対
するユーザのタッチ位置に応じて、前記拡大の対象となる部分を決定することが望ましい
。
【０００９】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記表示制御手段は、ユーザが前記タッチセン
サ上でタッチした状態で指を移動させた場合は、前記拡大の対象となる部分を移動させる
ことが望ましい。
【００１０】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記表示制御手段は、ユーザが前記タッチセン
サをタッチした状態でも、前記タッチ表示部に対するタッチ入力を受け付けることが望ま
しい。
【００１１】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記タッチ表示部に対するタッチ入力の受け付
けは、前記拡大した部分を含むことが望ましい。
【００１２】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記タッチセンサは、タッチ圧力を検出可能に
構成されており、前記表示制御手段は、前記前記タッチセンサに対するユーザのタッチ圧
力に応じて、前記タッチ表示部に表示されている情報のうち、前記拡大の対象となる部分
の拡大率を変更することが望ましい。
【００１３】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記表示制御手段は、前記タッチセンサに対す
るユーザのタッチ面積が所定値以上の場合は、前記タッチ表示部に表示されている情報を
拡大しないことが望ましい。
【００１４】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記拡大される情報は、文字、画像、写真、ア
イコン、及びバーの少なくとも１つを含むことが望ましい。
【００１５】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記表示制御手段は、ファイル閲覧アプリ、ブ
ラウザアプリ、写真アプリ、又は地図アプリに従って情報を表示することが望ましい。
【００１６】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記表示制御手段は、前記写真アプリに従って
複数の写真を一覧表示している場合は、前記タッチセンサで検出したユーザのタッチ位置
に応じて、１枚の写真を拡大することを望ましい。
【００１７】
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　また、上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、少なくとも一方の面
側に設けられたタッチ入力が可能なタッチ表示部と、前記タッチ表示部の周縁を規定する
ベゼル領域と、を備えた情報処理装置の表示方法であって、前記ベゼル領域の少なくとも
一部に設けられ、ユーザのタッチを検出するためのタッチセンサで検出した前記ベゼル領
域におけるユーザのタッチ位置に応じて、前記タッチ表示部に表示されている情報のうち
、対象となる部分を拡大して表示する工程を実行することを特徴とする。
【００１８】
　また、上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、少なくとも一方の面
側に設けられたタッチ入力が可能なタッチ表示部と、前記タッチ表示部の周縁を規定する
ベゼル領域と、を備えた情報処理装置に搭載されるプログラムであって、前記ベゼル領域
の少なくとも一部に設けられ、ユーザのタッチを検出するためのタッチセンサで検出した
前記ベゼル領域におけるユーザのタッチ位置に応じて、前記タッチ表示部に表示されてい
る情報のうち、対象となる部分を拡大して表示する工程をコンピュータに実行させること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、画面上でユーザが見たい箇所を簡単な方法で拡大表示することが可能
な情報処理装置、その表示制御方法、及びコンピュータが実行可能なプログラムを提供す
ることが可能になるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、本実施の形態に係る情報処理装置の機能構成例を示す図である。
【図２－Ａ】図２－Ａは、情報処理装置の概略の外観構成を示す平面図である。
【図２－Ｂ】図２－Ｂは、図２－Ａの概略の断面図である。
【図３】図３は、タッチセンサで検出したユーザのタッチ位置に応じて、対象となる部分
を拡大表示する場合の表示例を示す図である。
【図４】図４は、タッチセンサで検出したユーザのタッチ位置に応じて、対象となる部分
を拡大表示する場合の表示例を示す図である。
【図５】図５は、ユーザがタッチセンサ上で指をタッチした状態で指を移動させた場合に
、拡大の対象となる部分を移動させる場合の表示例を示す図である。
【図６】図６は、タッチセンサがタッチされた状態において、タッチ表示部に対するタッ
チ入力を受け付ける場合の表示例を示す図である。
【図７】図７は、タッチ表示部に横方向表示する場合の表示例を図である。
【図８】図８は、タッチセンサに対するユーザのタッチ圧力に応じて、タッチ表示部に表
示されている情報の拡大率を変更する場合の表示例を示す図である。
【図９】図９は、タッチセンサに対するユーザのタッチ圧力に応じて、タッチ表示部に表
示されている情報の拡大率を変更する場合の表示例を示す図である。
【図１０】図１０は、一覧表示された複数の写真のうち、タッチセンサのタッチ位置に応
じて、１枚の写真を拡大する場合の表示例を示す図である。
【図１１】図１１は、アイコンやバーを拡大する場合の表示例を示す図である。
【図１２】図１２は、文字間をつめて拡大する場合の表示例を示す図である。
【図１３－Ａ】図１３－Ａは、変形例に係る情報処理装置の概略の外観構成を示す平面図
である。
【図１３－Ｂ】図１３－Ｂは、図１３－Ａの概略の断面図である。
【図１４】図１４は、本実施の形態に係る情報処理装置のハードウェア構成例を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に、この発明に係る情報処理装置、表示制御方法、及びコンピュータが実行可能な
プログラムを図面に基づいて詳細に説明する。本発明の構成要素は、本明細書の図面に一
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般に示してあるが、様々な構成で広く多様に配置し設計してもよいことは容易に理解でき
る。従って、本発明の装置、システム及び方法の実施形態についての以下のより詳細な説
明は、特許請求の範囲に示す本発明の範囲を限定するものではなく、単に本発明の選択し
た実施形態の一例を示すものであって、本明細書の特許請求の範囲に示す本発明と矛盾無
く装置、システム及び方法についての選択した実施形態を単に示すものである。当業者は
、特定の細目の１つ以上が無くても、又は他の方法、部品、材料でも本発明を実現できる
ことが理解できる。また、以下に示す実施の形態及び実施例は単独で実施してもよいし、
組み合わせて実施してもよい。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるもので
はない。また、下記実施の形態における構成要素には、当業者が容易に想定できるもの又
は実質的に同一のものが含まれる。　
【００２２】
（実施の形態）
　図１及び図２を参照して、本実施の形態に係る情報処理装置を説明する。図１は、本実
施の形態に係る情報処理装置１の機能構成例を示す図、図２－Ａは、本実施の形態に係る
情報処理装置の概略の外観構成を示す平面図、図２－Ｂは図２－Ａの概略の断面図を示し
ている。本実施の形態に係る情報処理装置は、例えば、片手又は両手で把持可能な、タブ
レット、スマートフォン、携帯電話端末、及びゲーム機等である。以下の説明では、本実
施の形態の情報処理装置をタブレットに適用した場合を一例として説明する。
【００２３】
　本実施の形態に係る情報処理装置１は、図１に示すように、ユーザのタッチ入力が可能
なタッチ表示部１０と、タッチ表示部１０を支持するベゼル３（図２参照）内の、または
ベゼル３の表面側あるいは裏面側に接した、或は離間した領域の少なくとも一部に設けら
れ、ユーザの指のタッチを検出するためのタッチセンサ２０と、タッチ表示部１０の表示
を制御する表示制御手段３０とを備えている。表示制御手段３０は、タッチセンサ２０で
検出したユーザのタッチ位置に応じて、タッチ表示部１０に表示される情報のうち、対象
となる部分を拡大する拡大処理を実行する。なお、タッチ表示部１０（又はその有効表示
領域）の周縁を規定する領域をベゼル領域と称する。ベゼル領域は、例えば、図２－Ａ及
び図２－Ｂに示す例では、ベゼル３内又はベゼル３の表面側若しくは裏面側に接した若し
くは離間した領域である。また、ベゼル領域は、後述する図１３－Ａ及び図１３－Ｂに示
す例では、表示部とタッチセンサで構成されるタッチ表示部１０のうち、表示部の有効表
示領域の周縁を規定する（タッチセンサの）領域である。
【００２４】
　表示制御手段３０は、タッチ表示部１０及びタッチセンサ２０の動作を制御するもので
あり、ハードウェアやソフトウェア（ＯＳ、ＡＰＩ、サービス、ユーティリティ、ライブ
ラリ、ドライバ、及びアプリケーション等のプログラム）のモジュール、又は、その組み
合わせで構成することができる。また、コンピュータがプログラムを実行することにより
、表示制御手段３０の機能を実現することにしてもよい。
【００２５】
　情報処理装置１は、図２－Ａ及び図２－Ｂに示すように、平面視略長方形状を呈する筐
体２を備えている。筐体２は、回路基板４等を収納すると共に、前面側に１対の長辺１０
ａ及び短辺１０ｂを備えた略長方形状のタッチ表示部１０を収納する。筐体２は、例えば
、プラスチック材料や金属材料等で構成することができる。また、筐体２の前面側には、
タッチ表示部１０を支持及び保護するためのベゼル３が配置されている。ベゼル部分は、
筐体２と別個に形成しているが、筐体２の一部であってもよい。
【００２６】
　図２－Ａ及び図２－Ｂにおいて、デカルト座標系に従い、互いに直交するタッチ表示部
１０の長辺１０ａ、短辺１０ｂに沿った方向をそれぞれＸ軸方向（横方向）、Ｙ軸方向（
縦方向）とし、タッチ表示部１０の入力面（ＸＹ平面）に垂直な方向をＺ軸方向とする。
【００２７】
　タッチ表示部１０は、例えば、ＬＣＤ、有機ＥＬデバイス等の表示デバイスと、表示デ
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バイス上に配置されたタッチセンサ、及びタッチセンサ上に配置された保護ガラス等で構
成することができる。タッチ表示部１０の表示デバイスには、文字、画像、アイコン、バ
ー等の各種の表示情報が表示される。タッチ表示部１０のタッチセンサは、指、スタイラ
ス、ペン等（以下、「指示体」と称する）を用いてタッチセンサに対して行われる各種操
作（タッチ、タップ、スライド、ピッチ等）を検出する。タッチ表示部１０のタッチセン
サが各種操作を検出する方式は、静電容量式、感圧式等の方式を採用することができ、ま
た、指等の指示体の多点検出及び面検出が可能となっている。
【００２８】
　ベゼル３のＸ軸方向及びＹ軸方向の一片にはタッチセンサ２０がそれぞれ配置されてい
る。タッチセンサ２０は、ベゼル３の表面、裏面、又は内部に設けられ、静電容量式、感
圧式等の方式を採用することができ、また、タッチセンサ２０は、指等の指示体の多点検
出及び面検出が可能となっている。
【００２９】
　ベゼル３のＹ軸方向の一片に配置されるタッチセンサ２０を２０ａ、ベゼル３のＸ軸方
向の一片に配置されるタッチセンサを２０ｂと称する。表示制御手段３０は、タッチセン
サ２０ａ又は２０ｂで検出したユーザのタッチ位置に応じて、タッチ表示部１０に表示さ
れる情報のうち、対象となる部分を拡大する。ユーザは、タッチセンサ２０ａ又は２０ｂ
をタッチすることで、タッチ表示部１０に表示される情報のうち、対象となる（対応する
）部分を拡大させることが可能となっている。
【００３０】
　表示制御手段３０は、情報処理装置１に搭載される加速度センサ（不図示）等の検出結
果に基づいて、タッチ表示部１０の向きを検出し、タッチ表示部１０の向きに応じて、タ
ッチ表示部１０に表示される情報の表示方向を回転させることにしてもよい。かかる加速
度センサは、Ｘ、Ｙ、Ｚ軸方向の加速度をそれぞれ検出することにしてもよい。例えば、
表示制御手段３０は、タッチ表示部１０の向きが縦方向の場合は、情報を縦方向に表示し
てもよく、また、タッチ表示部１０の向きが横方向の場合は、情報を横方向に表示しても
よい。
【００３１】
　表示制御手段３０は、タッチ表示部１０に表示される情報の表示方向と平行な方向に配
置されているタッチセンサ２０に対するユーザのタッチ位置に応じて、拡大の対象となる
部分を決定してもよい。ユーザのタッチ位置は、ユーザがタッチセンサ２０をタッチした
指（部分）の重心位置としてもよい。
【００３２】
　表示制御手段３０は、縦方向表示の場合は、タッチセンサ２０ａに対するユーザのタッ
チ位置に応じて、拡大の対象となる部分を決定することにしてもよい。また、表示制御手
段３０は、横方向表示の場合は、タッチセンサ２０ｂに対するユーザのタッチ位置に応じ
て、拡大の対象となる部分を決定することにしてもよい。
【００３３】
　また、表示制御手段３０は、タッチセンサ２０で検出したユーザのタッチ位置に応じて
、所定の範囲（例えば、矩形の範囲）を拡大して表示してもよいし、タッチセンサ２０で
検出したユーザのタッチ位置に対応するタッチ表示部１０の位置を中心とした一定の範囲
（例えば、円の範囲）を拡大して表示してもよい。
【００３４】
　また、表示制御手段３０は、ユーザがタッチセンサ２０上で指をタッチした状態で指を
移動させた場合は、拡大の対象となる部分を移動させることにしてもよい。また、表示制
御手段３０は、情報を拡大する場合は、そのまま拡大してもよいし、文字間をつめて拡大
してもよい（例えば、一行の文字が画面内に収まるように拡大してもよい）。
【００３５】
　また、表示制御手段３０は、ユーザがタッチセンサ２０をタッチした状態でも、タッチ
表示部１０に対するタッチ入力（タッチ、タップ、スライド、ピッチ等）を受け付けるこ
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とにしてもよい。また、タッチ表示部１０で拡大した部分（情報）についてもタッチ入力
を受け付けてもよい。これにより、ユーザは、タッチセンサ２０をタッチして情報を拡大
した状態で、タッチ表示部２０に対してタッチ操作を行って、画面をスクロールさせたり
、リンクをタップ（タッチ）等してリンク先を閲覧すること等が可能となる。
【００３６】
　また、タッチセンサ２０は、タッチ圧力を検出可能に構成してもよい。表示制御手段３
０は、タッチセンサ２０に対するユーザのタッチ圧力に応じて、タッチ表示部１０に表示
されている情報のうち、拡大の対象となる部分の拡大率を変更することにしてもよい。例
えば、タッチ圧力が大きいほど、拡大率を大きくしてもよい。
【００３７】
　表示制御手段３０は、タッチセンサ２０に対するタッチ面積が所定値以上の場合は、情
報を拡大しないことにしてもよい。例えば、タッチ面積が所定値以上の場合は、情報処理
装置１を手で把持している状態が多く、ユーザは情報を拡大することを意図していない場
合が多いからである。
【００３８】
　また、拡大される情報は、文字、画像、写真、アイコン、及びバーの少なくとも１つを
含むことにしてもよい。
【００３９】
　また、表示制御手段３０は、ファイル閲覧アプリ（例えば、Ａｃｒｏｂａｔ（登録商標
）、Ｐｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔ（登録商標）等）、ブラウザアプリ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅ
ｘｐｌｏｒｅｒ（登録商標）、Ｓａｆａｒｉ（登録商標）等）、写真アプリ、又は地図ア
プリに従って情報を表示することにしてもよい。
【００４０】
　また、表示制御手段３０は、地図アプリに従って複数の写真を一覧表示している場合は
、タッチセンサ２０で検出したユーザのタッチ位置に応じて、１枚の写真を拡大すること
にしてもよい。
【００４１】
　図３～図１１は、表示制御手段３０により実行される拡大処理の一例を説明するための
表示例を示す図である。図３及び図４は、タッチセンサ２０で検出したユーザのタッチ位
置に応じて、対象となる部分を拡大表示する表示例である。図３（ａ）において、表示制
御手段３０は、ファイル閲覧用アプリに従って情報を表示している。図３（ａ）に示す例
では、情報を縦方向に表示した場合を示している。表示制御手段３０は、タッチ表示部１
０の向きが縦方向の場合は、情報を縦方向に表示する。
【００４２】
　図３（ｂ）に示すように、ユーザによりタッチセンサ２０ａがタッチされると、表示制
御手段３０は、タッチセンサ２０ａのタッチ位置に応じて、情報の所定範囲（例えば、矩
形の範囲）を拡大する。ａは拡大表示した部分を示している。タッチセンサ２０ａのタッ
チが解除されると、表示制御手段３０は、拡大表示を解除する。ユーザは、拡大したい部
分に対応するタッチセンサ２０ａの位置をタッチすることで、所望の部分（範囲）を拡大
することができる。
【００４３】
　ユーザは、タッチセンサ２０ａの上側をタッチすることで、表示される情報の上側を拡
大でき、また、タッチセンサ２０ａの下側をタッチすることで、表示される情報の下側を
拡大することができる。同様に、図３（ｂ）に示すように、ユーザは、タッチセンサ２０
ａの左側をタッチすることで、表示される情報の左側を拡大でき、また、図４に示すよう
に、タッチセンサ２０ａの右側をタッチすることで、表示される情報の右側を拡大するこ
とができる。
【００４４】
　図５は、ユーザがタッチセンサ２０上で指をタッチした状態で指を移動させた場合に、
拡大の対象となる部分を移動させる表示例である。表示制御手段３０は、タッチセンサ２
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０ａに指がタッチされた状態で指が移動した場合には、拡大表示する部分を移動させても
よい。図５（ａ）は、ユーザがタッチセンサ２０ａの左側をタッチして、タッチ表示部１
０の対応する部分が拡大して表示されている状態を示している。図５（ｂ）に示すように
、ユーザがタッチセンサ２０ａを指でタッチした状態で、例えば、右下に移動させると、
拡大する部分が右下に移動する。ユーザは、タッチセンサ２０ａに指をタッチした状態で
指を移動させることで、拡大表示する部分を移動させることができる。
【００４５】
　図６は、タッチセンサ２０がタッチされた状態において、タッチ表示部１０に対するタ
ッチ入力を受け付ける場合の表示例である。表示制御手段３０は、タッチセンサ２０がタ
ッチされた状態でも、タッチ表示部１０に対するタッチ入力（例えば、タッチ、タップ、
スライド、ピッチ等）を受け付けることにしてもよい。また、表示制御手段３０は、拡大
表示した部分についてもタッチ入力を受け付けることにしてもよい。図６（ａ）において
、表示制御手段３０は、ブラウザアプリに従って情報を表示している。図６（ｂ）に示す
ように、ユーザにより（右手の）指でタッチセンサ２０ａがタッチされると対応する部分
が拡大して表示される。さらに、例えば、タッチ表示部１０の拡大表示されている部分の
リンクがユーザにより（左手の）指でタッチされるとリンク先が表示される（不図示）。
【００４６】
　図７は、タッチ表示部１０に横方向表示する場合の表示例である。表示制御手段３０は
、タッチ表示部１０の向きが横方向の場合は情報を横方向に表示する。図７（ａ）におい
て、表示制御手段３０は、ファイル閲覧アプリに従って情報を横方向に表示している。図
７（ｂ）に示すように、ユーザによりタッチセンサ２０ｂがタッチされると、表示制御手
段３０は、タッチセンサ２０ｂのタッチ位置に応じて、情報の所定範囲を拡大する。
【００４７】
　図８及び図９は、タッチセンサ２０に対するユーザのタッチ圧力に応じて、タッチ表示
部に表示されている情報の拡大率を変更する場合の表示例である。タッチセンサ２０は、
タッチ圧力を検出可能に構成してもよく、表示制御手段３０は、ユーザのタッチセンサ２
０に対するタッチ圧力に応じて、拡大表示する拡大率を変更してもよい。
【００４８】
　図８（ａ）において、表示制御手段３０は、地図アプリに従って地図情報を表示してい
る。図８（ｂ）に示すように、ユーザによりタッチセンサ２０ａがタッチされると、表示
制御手段３０は、タッチセンサ２０ａのタッチ位置に応じて、地図情報の所定範囲（例え
ば、円形の範囲）を拡大する。ｂは拡大表示した部分を示している。さらに、図９に示す
ように、表示制御手段３０は、タッチセンサ２０ａに対するユーザのタッチ圧力が大きい
ほど地図情報の拡大率を大きくしてもよい。
【００４９】
　図１０は、一覧表示された複数の写真のうち、タッチセンサ２０ａのタッチ位置に応じ
て、１枚の写真を拡大する場合の表示例を示している。図１０（ａ）において、表示制御
手段３０は、写真アプリに従って複数の写真（サムネール）を一覧表示している。図１０
（ｂ）に示すように、ユーザがタッチセンサ２０ａをタッチすると、表示制御手段３０は
、一覧表示された複数の写真のうち、タッチセンサ２０ａのタッチ位置に対応する位置の
１枚の写真を拡大表示する。ユーザは、拡大したい写真の表示位置に対応するタッチセン
サ２０ａの位置をタッチすることで、所望の写真を拡大することができる。
【００５０】
　図１１は、アイコンやバーを拡大する場合の表示例を示している。図１１（ａ）におい
て、表示制御手段３０は、ファイル閲覧用アプリに従ってタッチ表示部１０に、ファイル
編集用のアイコンやバー、編集対象のファイルを表示している。図１０（ｂ）に示すよう
に、ユーザがタッチセンサ２０ａをタッチすると、表示制御手段３０は、タッチ位置に対
応する部分を拡大する。同図に示す例では、タッチセンサ２０ａの上方がタッチされ、フ
ァイル編集用のアイコンやバーが拡大表示されている。上述したように、拡大表示したア
イコンやバーに対するタッチ入力を受け付けてもよい。
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【００５１】
　図１２は、文字間をつめて拡大する場合の表示例を示している。図１２（ａ）において
、表示制御手段３０は、ファイル閲覧用アプリに従ってタッチ表示部１０に情報を表示し
ている。図１２（ｂ）に示すように、ユーザがタッチセンサ２０ａをタッチした場合、表
示制御手段３０は、タッチ位置に対応する部分の情報をそのまま拡大してもよいし、文字
間をつめて拡大してもよい。例えば、図１２（ｂ）に示すように、一行の文字が画面内に
収まるように拡大してもよい。
【００５２】
　上記実施の形態では、タッチ表示部１０に表示する情報を拡大するためのタッチセンサ
２０をタッチ表示部１０のタッチセンサとは別個に設けることにしたが、タッチ表示部１
０に表示する情報を拡大するためのタッチセンサとして、タッチ表示部１０のタッチセン
サを使用してもよい。図１３－Ａは、変形例に係る情報処理装置の概略の外観構成を示す
平面図、図１３－Ｂは、図１３－Ａの概略の断面図である。図１３－Ａ及び図１３－Ｂに
おいて、図２－Ａ及び図２－Ｂと同等機能を有する部位には同一の符号を付し、異なる点
についてのみ説明する。図１３－Ａ及び図１３－Ｂにおいて、筐体２は、タッチ表示部１
０を収納している。タッチ表示部１０は、表示部１０ａと、表示部１０ａ上に配置された
タッチセンサ１０ｂ等で構成することができる。
【００５３】
　タッチセンサ１０ｂは、表示部１０ａの有効表示領域１０ａ１に対応する領域の周りに
ベゼル領域１０ｂ１，１０ｂ２が形成されている。表示部１０ａは、有効表示領域１０ａ
１に各種情報を表示し、有効表示領域１０ａ１の周りのタッチセンサ１０ｂのベゼル領域
１０ｂ１、１０ｂ２に対応する領域に、例えば、ベゼル領域であることを示す白又は黒を
表示してもよい。
【００５４】
　表示制御手段３０は、タッチセンサ１０ｂのベゼル領域１０ｂ１又は１０ｂ２で検出し
たユーザのタッチ位置に応じて、タッチ表示部１０の有効表示領域１０ａ１に表示される
情報のうち、対象となる部分を拡大してもよい。ユーザは、タッチセンサ１０ｂのベゼル
領域１０ｂ１又は１０ｂ２をタッチすることで、タッチ表示部１０の有効表示領域１０ａ
１に表示される情報のうち、対象となる（対応する）部分を拡大させることが可能となっ
ている。
【００５５】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、少なくとも一方の面側に設けられたタッ
チ入力が可能なタッチ表示部１０と、タッチ表示部１０を支持するベゼル３と、を備えた
情報処理装置１であって、ベゼル３の少なくとも一部に設けられ、ユーザのタッチを検出
するタッチセンサ２０と、タッチ表示部１０の表示を制御する表示制御手段３０と、を備
え、表示制御手段３０は、タッチセンサ２０で検出したユーザのタッチ位置に応じて、タ
ッチ表示部１０に表示されている情報のうち、対象となる部分を拡大することとしたので
、画面上でユーザが見たい箇所を簡単な方法で拡大表示することが可能となる。
【００５６】
　また、表示制御手段３０は、タッチ表示部１０に表示されている情報の表示方向と平行
な方向に配置されているタッチセンサ２０に対するユーザのタッチ位置に応じて、拡大の
対象となる部分を決定することとしたので、ユーザは、表示方向と平行な方向に配置され
ているタッチセンサ２０をタッチすることで、所望の箇所を拡大することが可能となる。
【００５７】
　また、タッチ表示部１０は平面視略矩形であり、表示制御手段３０は、タッチ表示部１
０の向きに応じて、タッチ表示部１０に表示される情報の表示方向を回転可能であり、情
報の表示方向が縦方向の場合は、縦方向に配置されるタッチセンサ２０ａに対するユーザ
のタッチ位置に応じて、拡大の対象となる部分を決定する一方、情報の表示方向が横方向
の場合は、横方向に配置されるタッチセンサ２０ｂに対するユーザのタッチ位置に応じて
、拡大の対象となる部分を決定することとしたので、ユーザは表示方向に合わせて所望の
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箇所を拡大することが可能となる。
【００５８】
　また、表示制御手段３０は、ユーザがタッチセンサ２０上で指をタッチした状態で指を
移動させた場合は、拡大の対象となる部分を移動させることとしたので、ユーザは、タッ
チセンサ２０上で指を移動させることで、拡大する部分を移動させることが可能となる。
【００５９】
　また、表示制御手段３０は、ユーザがタッチセンサ２０をタッチした状態でも、タッチ
表示部１０に対するタッチ入力を受け付けることとしたので、ユーザは、情報を拡大表示
した状態でタッチ表示部１０に対してタッチ操作を行うことが可能となる。また、拡大表
示した部分に対してもタッチ入力を受け付けることとしたので、ユーザは、拡大表示した
部分に対してタッチ操作を行うことが可能となる。
【００６０】
　また、タッチセンサ２０は、タッチ圧力を検出可能に構成されており、表示制御手段３
０は、タッチセンサ２０に対するユーザのタッチ圧力に応じて、タッチ表示部１０に表示
されている情報のうち、拡大の対象となる部分の拡大率を変更することとしたので、ユー
ザはタッチ圧力に応じて拡大率を変更することが可能となる。
【００６１】
　また、表示制御手段３０は、タッチセンサ２０に対するユーザの指のタッチ面積が所定
値以上の場合は、タッチ表示部１０に表示されている情報を拡大しないこととしたので、
ユーザが情報処理装置１を把持する場合に、ユーザの意図に反して拡大表示されることを
防止することが可能となる。
【００６２】
　また、表示制御手段３０は、写真アプリに従って複数の写真を一覧表示している場合は
、タッチセンサ２０で検出したユーザのタッチ位置に応じて、１枚の写真を拡大すること
としたので、ユーザはタッチセンサ２０をタッチすることで、所望の一枚の写真を拡大す
ることが可能となる。
【００６３】
　図１４は、上記実施の形態（図１及び図２）に係る情報処理装置１のハードウェア構成
例を示す図である。図１４に示す情報処理装置１は、ＣＰＵ１３１、ＲＯＭ１３２、メモ
リ１３３、ストレージ１３４、表示部１０と表示部１０上に配置されるタッチセンサ１０
で構成されるタッチ表示部１０、タッチセンサ２０、通信デバイス１２１、バッテリ１２
２、ＤＣ－ＤＣコンバータ１２３、及びＡＣアダプタ１２４等を備えており、各部はバス
を介して直接又は間接的に接続されている。　
【００６４】
　ＣＰＵ１３１は、バスを介して接続されたストレージ１３４に格納されたＯＳ１３４Ａ
により情報処理装置１全体の制御を行うとともに、ストレージ１３４に格納された各種の
プログラムに基づいて処理を実行する機能を司る。ＲＯＭ１３２は、ＢＩＯＳ（Ｂａｓｉ
ｃ　Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｓｔｅｍ：基本入出力システム）３２ａを格納して
いる。
【００６５】
　メモリ１３３は、キャッシュメモリやＲＡＭで構成されており、ＣＰＵ１３１の実行プ
ログラムの読み込み領域として、実行プログラムの処理データを書き込む作業領域として
利用される書き込み可能メモリである。
【００６６】
　ストレージ１３４は、例えば、ＳＳＤやＨＤＤであり、情報処理装置１全体の制御を行
うためのＯＳ１３４Ａ、ファイル閲覧用アプリ（例えば、Ａｃｒｏｂａｔ　Ｒｅａｄｅｒ
／Ｗｒｉｔｅｒ（登録商標）、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｐｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔ（登録商標
）等）１３４Ｂ、ブラウザアプリ（例えば、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ（登録
商標）、Ｓａｆａｒｉ（登録商標）等）１３４Ｃ、地図アプリ（Ｇｏｏｇｌｅ　Ｍａｐ（
登録商標）等）１３４Ｄ、写真アプリ１３４Ｅ、及びワープロアプリ（不図示）等のプロ
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グラムやデータ等を記憶する機能を有する。ＯＳ１３４Ａは、ＡＰＩ、ドライバ、ユーテ
ィリティ、ライブラリ、サービス等を含むものとする。
【００６７】
　タッチ表示部１０は、例えば、表示部１０ａと、表示部１０ａ上に配置されたタッチセ
ンサ１０ｂとで構成することができる。表示部１０ａは、例えば、液晶ディスプレイ（Ｌ
ＣＤ：Liquid　Crystal　Display）や有機ＥＬ（Organic　Electro－Luminescence）パネ
ルなどで構成され、ＣＰＵ１３１の制御に従って、文字、画像、アイコン、バー等の各種
情報を表示する機能を有している。タッチセンサ１０ｂは、ユーザ入力を行うためのユー
ザ・インターフェース・デバイスであり、ＣＰＵ１３１の制御に従って、ユーザの指、ペ
ン、スタイラス等の指示体を用いてタッチセンサ１０ｂに対して行われる各種操作（タッ
チ、タップ、スライド、ピッチ等）を検出する。タッチセンサ１０ｂが各種操作を検出す
る方式は、静電容量式、感圧式等の方式を採用することができ、また、指示体の多点検出
及び面検出が可能となっている。
【００６８】
　タッチセンサ２０は、ベゼル３（図２参照）に形成されており、タッチセンサ１０ｂと
同様に、静電容量式、感圧式等の方式を採用することができ、また、指等の指示体の多点
検出及び面検出が可能となっている。タッチセンサ２０は、ＣＰＵ１３１の制御に従って
、ユーザのタッチ操作（タッチ、スライド等）を検出する。
【００６９】
　通信デバイス１２１は、ＣＰＵ１３１の制御に従って、ネットワークを介して通信を行
うためのユニットである。
【００７０】
　ＡＣアダプタ１２４、バッテリ１２２，及びＤＣ／ＤＣコンバータ１２３は、電源回路
を構成し、ＣＰＵ１３１の制御に従って、各部に電力を供給する。　
【００７１】
　図１４の構成において、例えば、ＣＰＵ１３１がストレージ１３４に格納されたプログ
ラム（ＯＳ１３４Ａ）を実行することにより、図１の表示制御手段３０の機能を実現する
ことができる。
【符号の説明】
【００７２】
　１　情報処理装置
　２　筐体
　３　ベゼル
　１０　タッチ表示部
　１０ａ　表示部
　１０ｂ　タッチセンサ
　２０，２０ａ、２０ｂ　タッチセンサ
　３０　表示制御手段
　１２１　通信デバイス
　１２２　バッテリ
　１２３　ＤＣ－ＤＣコンバータ
　１２４　ＡＣアダプタ
　１３１　ＣＰＵ
　１３２　ＲＯＭ
　１３３　メモリ
　１３４　ストレージ
　１３４Ａ　ＯＳ
　１３４Ｂ　ファイル閲覧用アプリ
　１３４Ｃ　ブラウザアプリ
　１３４Ｄ　地図アプリ
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　１３４Ｅ　写真アプリ

【図１】 【図２－Ａ】

【図２－Ｂ】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(16) JP 2018-55484 A 2018.4.5

【図１１】 【図１２】

【図１３－Ａ】

【図１３－Ｂ】

【図１４】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年7月21日(2017.7.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一方の面側に設けられたタッチ入力が可能なタッチ表示部と、前記タッチ表
示部の周縁を規定するベゼル領域と、を備えた情報処理装置であって、
　前記ベゼル領域の少なくとも一部に設けられ、ユーザのタッチを検出するタッチセンサ
と、
　前記タッチ表示部の表示を制御する表示制御手段と、
　を備え、
　前記表示制御手段は、
　前記タッチセンサの前記ベゼル領域で検出したユーザのタッチ位置に応じて、前記タッ
チ表示部に表示されている情報のうち、対象となる部分を拡大して表示し、
　ユーザが前記タッチセンサをタッチした状態でも、前記タッチ表示部に対するタッチ入
力を受け付けることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記タッチ表示部に表示されている情報の表示方向と平行な方向
に配置されているタッチセンサに対するユーザのタッチ位置に応じて、前記拡大の対象と
なる部分を決定することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。 
【請求項３】
　前記タッチ表示部は平面視略矩形であり、
　前記表示制御手段は、
　前記タッチ表示部の向きに応じて、前記タッチ表示部に表示される情報の表示方向を回
転可能であり、
　前記情報の表示方向が縦方向の場合は、縦方向に配置されるタッチセンサに対するユー
ザのタッチ位置に応じて、前記拡大の対象となる部分を決定する一方、前記情報の表示方
向が横方向の場合は、横方向に配置されるタッチセンサに対するユーザのタッチ位置に応
じて、前記拡大の対象となる部分を決定することを特徴とする請求項２に記載の情報処理
装置。 
【請求項４】
　前記表示制御手段は、ユーザが前記タッチセンサ上でタッチした状態で指を移動させた
場合は、前記拡大の対象となる部分を移動させることを特徴とする請求項１～請求項３の
いずれか１つに記載の情報処理装置。 
【請求項５】
　前記タッチ表示部に対するタッチ入力の受け付けは、前記拡大した部分を含む請求項１
～請求項４のいずれか１つに記載の情報処理装置 
【請求項６】
　前記タッチセンサは、タッチ圧力を検出可能に構成されており、
　前記表示制御手段は、前記タッチセンサに対するユーザのタッチ圧力に応じて、前記タ
ッチ表示部に表示されている情報のうち、前記拡大の対象となる部分の拡大率を変更する
ことを特徴とする請求項１～請求項５のいずれか１つに記載の情報処理装置。 
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記タッチセンサに対するユーザのタッチ面積が所定値以上の場
合は、前記タッチ表示部に表示されている情報を拡大しないことを特徴とする請求項１～
請求項６のいずれか１つに記載の情報処理装置。 
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【請求項８】
　前記拡大される情報は、文字、画像、写真、アイコン、及びバーの少なくとも１つを含
むことを特徴とする請求項１～請求項７のいずれか１つに記載の情報処理装置。 
【請求項９】
　前記表示制御手段は、ファイル閲覧アプリ、ブラウザアプリ、写真アプリ、又は地図ア
プリに従って情報を表示することを特徴とする請求項１～請求項８のいずれか１つに記載
の情報処理装置。 
【請求項１０】
　前記表示制御手段は、前記写真アプリに従って複数の写真を一覧表示している場合は、
前記タッチセンサで検出したユーザのタッチ位置に応じて、１枚の写真を拡大することを
特徴とする請求項９に記載の情報処理装置。 
【請求項１１】
　少なくとも一方の面側に設けられたタッチ入力が可能なタッチ表示部と、前記タッチ表
示部の周縁を規定するベゼル領域と、を備えた情報処理装置の表示制御方法であって、
　前記ベゼル領域の少なくとも一部に設けられ、ユーザのタッチを検出するためのタッチ
センサで検出した前記ベゼル領域におけるユーザのタッチ位置に応じて、前記タッチ表示
部に表示されている情報のうち、対象となる部分を拡大して表示する工程を含み、
　前記表示する工程では、ユーザが前記タッチセンサをタッチした状態でも、前記タッチ
表示部に対するタッチ入力を受け付けることを特徴とする情報処理装置の表示制御方法。
【請求項１２】
　少なくとも一方の面側に設けられたタッチ入力が可能なタッチ表示部と、前記タッチ表
示部の周縁を規定するベゼル領域と、を備えた情報処理装置に搭載されるプログラムであ
って、
　前記ベゼル領域の少なくとも一部に設けられ、ユーザのタッチを検出するためのタッチ
センサで検出した前記ベゼル領域におけるユーザのタッチ位置に応じて、前記タッチ表示
部に表示されている情報のうち、対象となる部分を拡大して表示する工程をコンピュータ
に実行させ、
　前記表示する工程では、ユーザが前記タッチセンサをタッチした状態でも、前記タッチ
表示部に対するタッチ入力を受け付けることを特徴とするコンピュータが実行可能なプロ
グラム。
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