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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一連の複数の情報の夫々に対応する一連の複数の画像を順次重ね合わせて、かつ、第１
方向に並べて、所定の表示デバイスに表示させる初期画像表示制御手段と、
　前記第１方向へのスクロール操作を受け付けるスクロール操作受付手段と、
　前記初期画像表示制御手段の制御により前記表示デバイスに表示された前記一連の複数
の画像の夫々を、前記スクロール操作に応じて、前記第１方向に沿って前記表示デバイス
に移動表示させる第１方向移動表示制御手段と、
　前記一連の複数の画像の中から１以上の画像を指定し、指定した前記１以上の画像を、
前記第１方向と略直交する第２方向に沿って移動させる指示を表す移動操作を受け付ける
移動操作受付手段と、
　前記移動操作において指定された前記１以上の画像の夫々について、前記一連の複数の
画像の夫々の重ね合わせの順番に基づいて、前記第２方向への変位量を個別に決定する変
位量決定手段と、
　前記初期画像表示制御手段又は前記第１方向移動表示制御手段の制御により前記表示デ
バイスに表示された前記一連の複数の画像のうち、前記移動操作において指定された前記
１以上の画像のそれぞれを、前記変位量決定手段により個別に決定された前記変位量のそ
れぞれだけ前記第２方向に沿って前記表示デバイスに移動表示させる第２方向移動表示制
御手段と、
　を備える表示制御装置。
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【請求項２】
　前記変位量決定手段は、重ね合わせの前記順番が上位の画像ほど変位量が大きくなるよ
うに、前記第２方向への変位量を決定する、
　請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記一連の複数の画像の夫々についての、前記表示デバイスにおける表示サイズは一定
である、
　請求項１又は２に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　表示制御装置が実行する表示制御方法であって、
　一連の複数の情報の夫々に対応する一連の複数の画像を順次重ね合わせて、かつ、第１
方向に並べて、所定の表示デバイスに表示させる初期画像表示制御ステップと、
　前記第１方向へのスクロール操作を受け付けるスクロール操作受付ステップと、
　前記初期画像表示制御ステップの制御処理により前記表示デバイスに表示された前記一
連の複数の画像の夫々を、前記スクロール操作に応じて、前記第１方向に沿って前記表示
デバイスに移動表示させる第１方向移動表示制御ステップと、
　前記一連の複数の画像の中から１以上の画像を指定し、指定した前記１以上の画像を、
前記第１方向と略直交する第２方向に沿って移動させる指示を表す移動操作を受け付ける
移動操作受付ステップと、
　前記移動操作において指定された前記１以上の画像の夫々について、前記一連の複数の
画像の夫々の重ね合わせの順番に基づいて、前記第２方向への変位量を個別に決定する変
位量決定ステップと、
　前記初期画像表示制御ステップ又は前記第１方向移動表示制御ステップの制御により前
記表示デバイスに表示された前記一連の複数の画像のうち、前記移動操作において指定さ
れた前記１以上の画像のそれぞれを、前記変位量決定ステップの処理により個別に決定さ
れた前記変位量のそれぞれだけ前記第２方向に沿って前記表示デバイスに移動表示させる
第２方向移動表示制御ステップと、
　を含む表示制御方法。
【請求項５】
　表示制御装置を制御するコンピュータに、
　一連の複数の情報の夫々に対応する一連の複数の画像を順次重ね合わせて、かつ、第１
方向に並べて、所定の表示デバイスに表示させる初期画像表示制御ステップと、
　前記第１方向へのスクロール操作を受け付けるスクロール操作受付ステップと、
　前記初期画像表示制御ステップの制御処理により前記表示デバイスに表示された前記一
連の複数の画像の夫々を、前記スクロール操作に応じて、前記第１方向に沿って前記表示
デバイスに移動表示させる第１方向移動表示制御ステップと、
　前記一連の複数の画像の中から１以上の画像を指定し、指定した前記１以上の画像を、
前記第１方向と略直交する第２方向に沿って移動させる指示を表す移動操作を受け付ける
移動操作受付ステップと、
　前記移動操作において指定された前記１以上の画像の夫々について、前記一連の複数の
画像の夫々の重ね合わせの順番に基づいて、前記第２方向への変位量を個別に決定する変
位量決定ステップと、
　前記初期画像表示制御ステップ又は前記第１方向移動表示制御ステップの制御により前
記表示デバイスに表示された前記一連の複数の画像のうち、前記移動操作において指定さ
れた前記１以上の画像のそれぞれを、前記変位量決定ステップの処理により個別に決定さ
れた前記変位量のそれぞれだけ前記第２方向に沿って前記表示デバイスに移動表示させる
第２方向移動表示制御ステップと、
　を含む制御処理を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、表示制御装置、表示制御方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、一連の複数の情報に対応する一連の複数の画像をスクロールして移動表示さ
せて、視認性を向上させる表示制御装置が知られている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１４００８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような特許文献１に記載の表示制御装置よりも、一連の複数の情報に対応する一連
の複数の画像の視認性を向上させて欲しいという要望が挙げられている現状である。
【０００５】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、一連の複数の情報に対応する
一連の複数画像の視認性を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の一態様の表示制御装置は、
　一連の複数の情報の夫々に対応する一連の複数の画像を順次重ね合わせて、かつ、第１
方向に並べて、所定の表示デバイスに表示させる初期画像表示制御手段と、
　前記第１方向へのスクロール操作を受け付けるスクロール操作受付手段と、
　前記初期画像表示制御手段の制御により前記表示デバイスに表示された前記一連の複数
の画像の夫々を、前記スクロール操作に応じて、前記第１方向に沿って前記表示デバイス
に移動表示させる第１方向移動表示制御手段と、
　前記一連の複数の画像の中から１以上の画像を指定し、指定した前記１以上の画像を、
前記第１方向と略直交する第２方向に沿って移動させる指示を表す移動操作を受け付ける
移動操作受付手段と、
　前記移動操作において指定された前記１以上の画像の夫々について、前記一連の複数の
画像の夫々の重ね合わせの順番に基づいて、前記第２方向への変位量を個別に決定する変
位量決定手段と、
　前記初期画像表示制御手段又は前記第１方向移動表示制御手段の制御により前記表示デ
バイスに表示された前記一連の複数の画像のうち、前記移動操作において指定された前記
１以上の画像のそれぞれを、前記変位量決定手段により個別に決定された前記変位量のそ
れぞれだけ前記第２方向に沿って前記表示デバイスに移動表示させる第２方向移動表示制
御手段と、
　を備える。
【０００７】
　前記変位量決定手段は、重ね合わせの前記順番が上位の画像ほど変位量が大きくなるよ
うに、前記第２方向への変位量を決定するようにすることができる。
【０００８】
　前記一連の複数の画像の夫々についての、前記表示デバイスにおける表示サイズは一定
であるようにすることができる。
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明の一態様の表示制御方法及びプログラムは、上述の本
発明の一態様の表示制御装置に対応する、方法及びプログラムである。
【発明の効果】
【００１０】
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　本発明によれば、一連の複数の情報に対応する一連の複数の画像の視認性を向上させる
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係る表示制御装置のハードウェアの構成を示すブロック図
である。
【図２】図１の表示制御装置の機能的構成のうち、スクロール表示処理及び第２方向移動
表示処理を実行するための機能的構成を示す機能ブロック図である。
【図３】連続情報格納テーブルの例を示す図である。
【図４】スクロール表示処理における表示部の表示例を示す模式図である。
【図５】第２方向移動表示処理における表示部の表示例を示す模式図である。
【図６】図２の機能的構成を有する図１の表示制御装置が実行する、スクロール表示処理
の流れを説明するフローチャートである。
【図７】図２の機能的構成を有する図１の表示制御装置が実行する、第２方向移動表示処
理の流れを説明する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、本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の実施形態に係る表示制御装置のハードウェアの構成を示すブロック図
である。
【００１４】
　表示制御装置１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１１
と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３と、バス１４と、入出力インターフェース１５と、入力部
１６と、表示部１７と、記憶部１８と、通信部１９と、ドライブ２０と、を備えている。
【００１５】
　ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１２に記録されているプログラム、又は、記憶部１８からＲＡＭ
１３にロードされたプログラムにしたがって各種の処理を実行する。
【００１６】
　ＲＡＭ１３には、ＣＰＵ１１が各種の処理を実行する上において必要なデータ等も適宜
記憶される。
【００１７】
　ＣＰＵ１１、ＲＯＭ１２及びＲＡＭ１３は、バス１４を介して相互に接続されている。
このバス１４にはまた、入出力インターフェース１５も接続されている。入出力インター
フェース１５には、入力部１６、表示部１７、記憶部１８、通信部１９及びドライブ２０
が接続されている。
【００１８】
　入力部１６は、例えば表示部１７の表示領域に積層される静電容量式又は抵抗膜式の位
置入力センサにより構成され、タッチ操作がなされた位置の座標を検出する。ここで、タ
ッチ操作とは、入力部１６に対する物体（ユーザの指やタッチペン等）の接触又は近接の
操作をいう。なお、以下、タッチ操作がなされた位置を「タッチ位置」と呼び、タッチ位
置の座標を「タッチ座標」と呼ぶ。
　表示部１７は、ディスプレイにより構成され、各種画像を表示する。
　即ち、本実施形態では、入力部１６と表示部１７とにより、タッチパネルが構成されて
いる。
【００１９】
　記憶部１８は、ハードディスク或いはＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等で構成され、各種画像のデータを記憶する。
　通信部１９は、インターネットを含むネットワークを介して他の装置（図示せず）との
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間で行う通信を制御する。
【００２０】
　ドライブ２０には、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリ
等よりなる、リムーバブルメディア３１が適宜装着される。ドライブ２０によってリムー
バブルメディア３１から読み出されたプログラムは、必要に応じて記憶部１８にインスト
ールされる。また、リムーバブルメディア３１は、記憶部１８に記憶されている画像のデ
ータ等の各種データも、記憶部１８と同様に記憶することができる。
【００２１】
　図２は、表示制御装置１の機能的構成のうち、スクロール表示処理及び第２方向移動表
示処理を実行するための機能的構成を示す機能ブロック図である。
　スクロール表示処理とは、順次に重ね合わせられて且つ所定の方向（以下、「第１方向
」と呼ぶ）に並べられて表示された一連の複数の画像の夫々を所定の方向にスクロールさ
せて移動表示させると共に、所定の方向と略直交する方向（以下、「第２方向」と呼ぶ）
に往復して移動表示させる処理をいう。これにより、当該一連の複数の画像のうち所定の
１枚に着目すると、所定の１枚の画像が全体として略くの字又は略円弧を描くように移動
表示される。
　さらに、スクロール表示処理においては、一連の複数の画像の夫々について、第２方向
への変位がより大きい画像ほど、重ね合わせの順番が上位になるように表示される。ここ
で、第２方向への変位とは、一連の複数の画像が表示されている表示部１７の表示面にお
ける所定の基準点に対して、一連の複数の画像の夫々がどのくらい第２方向へずれて表示
されているかを表す量のことをいう。
　第２方向移動表示処理とは、スクロール表示処理と同時又は別々に実行される処理であ
って、一連の複数の情報の夫々に対応する一連の複数の画像を順次重ね合わせて、かつ、
第１方向に並べて、所定の表示デバイスに表示されている状態で、これら一連の複数の画
像の中から１以上の画像を指定して第２方向に沿って移動させる指示を表す操作（以下、
「移動操作」と呼ぶ）がなされた場合に実行される、次のような処理をいう。即ち、指定
された１以上の画像の夫々について、一連の複数の画像の夫々の重ね合わせの順番に基づ
いて、第２方向への変位量を個別に決定し、一連の複数の画像のうち、移動操作において
指定された１以上の画像のそれぞれを、個別に決定された変位量のそれぞれだけ第２方向
に沿って表示デバイスに移動表示させる処理が、第２方向移動表示処理である。
【００２２】
　スクロール表示処理の実行が制御される場合、ＣＰＵ１１においては、初期画像表示制
御部４１と、第１方向移動表示制御部４２と、第２方向移動表示制御部４３と、重ね合わ
せ順番決定部４４と、スクロール操作受付部４５とが機能する。また、第１方向移動表示
制御部４２においては、第１方向移動量算出部５１が機能する。さらに、第２方向移動表
示制御部４３においては、第２方向移動量算出部５２が機能する。
　また、第２方向移動表示処理の実行が制御される場合、ＣＰＵ１１においては、上述の
機能ブロックに加えてさらに、移動操作受付部４６と、変位量決定部４７とが機能する。
　なお、初期画像表示制御部４１乃至変位量決定部４７がＣＰＵ１１で機能することは例
示に過ぎない。即ち、初期画像表示制御部４１乃至変位量決定部４７の機能の少なくとも
一部を、ＣＰＵ１１以外の他の構成要素（例えば図示せぬ画像処理用の専用プロセッサ等
）に移譲させることも可能である。
【００２３】
　スクロール表示処理が開始されると、初期画像表示制御部４１は、記憶部１８に格納さ
れた連続情報格納テーブル（図３参照）から、一連の情報を取得する。ここで、連続情報
格納テーブルとは、表示部１７に表示される一連の複数の画像の基となる一連の複数の情
報が格納されたテーブルのことをいう。
　図３の例では、連続情報格納テーブルは、識別番号と氏名等の各項目が対応付けられて
構成されている。
　連続情報格納テーブルにおいて、所定の１行は、所定の人物に対応している。即ち、連
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続情報格納テーブルには、所定の団体に属する複数の人物の各々の個人情報等が１行毎に
格納されている。
　具体的には、１行目に対応付けられた人物に対しては、識別番号として「０００１」が
予め付されている。このため、識別番号「０００１」、当該人物の氏名「青木一郎」、及
びその他当該人物の個人情報が対応付けられて１行目に格納されている。識別番号が「０
００２」～「０００７」の情報についても同様である。
　初期画像表示制御部４１は、一連の複数の情報として、連続情報格納テーブルから、識
別番号が「０００１」～「０００７」の夫々の各情報を取得する。
【００２４】
　続いて、初期画像表示制御部４１は、取得した一連の複数の情報の各々を含めたカード
状の複数の画像（以下、「カード画像」と呼ぶ）のデータを生成し、一連の当該複数のカ
ード画像を所定の順番で積層するように表示部１７に表示させる。
【００２５】
　一連の複数のカード画像の表示の具体例としては、図４（ａ）に示されるように、「青
木一郎」に対応するカード画像８１、「青山次郎」に対応するカード画像８２、「井川太
郎」に対応するカード画像８３、「井上次郎」に対応するカード画像８４、「宇野一郎」
に対応するカード画像８５、「枝野一郎」に対応するカード画像８６、及び「小川太郎」
に対応するカード画像８７が、重ね合わされて、かつ、スクロール方向（以下、「第１方
向」と呼ぶ）に並べられて表示されている。なお、カード画像８１～８７の表示サイズ（
解像度）は、同一であるものとする。即ち、カード画像８１～８７の形状は、略長方形で
あり、縦横の長さ（即ち面積）は一定である。
　また、カード画像８１～８７の各々は、スクロールして移動する際には、当該スクロー
ル方向と略直交する方向、即ち第２方向に変位して表示されていく。ここで、カード画像
８１～８７のうち、第２方向の変位が大きい画像ほど重ね合わせ順番が上位になるように
表示される。
　図４（ａ）の例では、カード画像８２の第２方向の変位が一番大きいので、カード画像
８２が、重ね合わせ順番が第１位となって、一番上に表示される。その他の画像について
も第２方向の変位の大きい順番に重ね合わせの順番が上位になって、当該順に重ね合わさ
れて表示される。
　また、カード画像８１～８７の各々には、上端と下端との両方に「氏名」が表示されて
いる。このように氏名が表示されることにより、各カード画像８１～８７の重ね合わせ順
番がどのような順番になっても、ユーザは、各カード画像８１～８７の各々に対応する氏
名を容易に視認できる。
【００２６】
　初期画像表示制御部４１により、一連の複数のカード画像８１～８７が表示された状態
で、ユーザがスクロール操作をすると、スクロール操作受付部４５は、タッチパネルに対
するユーザのタッチ操作の位置（タッチパネルの接触位置）の時間的推移から当該スクロ
ール操作を受け付けて、その旨を第１方向移動表示制御部４２に通知する。
　すると、第１方向移動表示制御部４２は、カード画像８１～８７の各々の第１方向への
移動表示を制御する。
　具体的には、第１方向移動表示制御部４２は、第１方向移動量算出部５１を機能させる
。第１方向移動量算出部５１は、当該スクロール操作の第１方向成分を抽出して、抽出し
た第１方向成分に基づいて、カード画像８１～８７の各々の第１方向への移動量を算出す
る。なお、カード画像８１～８７の第１方向への各々の移動量は、一律に算出される。
　続いて、第１方向移動表示制御部４２は、表示部１７に、カード画像８１～８７の各々
を当該移動量だけ第１方向に移動表示させる。
【００２７】
　第１方向移動表示制御部４２により、カード画像８１～８７の各々が第１方向に移動表
示されている最中に、第２方向移動表示制御部４３は、カード画像８１～８７の各々の第
２方向への移動表示を制御する。具体的には、第２方向移動表示制御部４３は、第２方向
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移動量算出部５２を機能させる。第２方向移動量算出部５２は、第１方向移動量算出部５
１により算出されたカード画像８１～８７の各々の第１方向成分への移動量に基づいて、
カード画像８１～８７の各々の第２方向への移動量を算出する。
　例えば、図４（ａ）を参照して説明すると、重ね合わせ順番が第一位、即ち一番上に表
示されるカード画像８２を基準画像とした場合、その基準画像に対して第１方向の逆方向
側に表示されるカード画像８３～８７の各々については、第２方向に移動表示されるよう
に移動量が算出される。一方、基準画像たるカード画像８２、及び当該基準画像よりも第
１方向側に表示されるカード画像８１については、第２方向とは逆方向側に移動表示され
るように移動量が算出される。
　即ち、第２方向を正方向とすると、基準画像（カード画像８２）からみて、第１方向の
逆方向側のカード画像８３～８７については、正方向への移動量が算出され、基準画像（
カード画像８２）及び第１方向側のカード画像８１については、負方向への移動量が算出
される。
　続いて、第２方向移動表示制御部４３は、表示部１７に、カード画像８１～８７の各々
を当該移動量だけ第２方向又はその逆方向に移動表示させる。
【００２８】
　第２方向移動表示制御部４３により、カード画像８１～８７の各々が第２方向に移動表
示されると、重ね合わせ順番決定部４４は、カード画像８１～８７の各々の第２方向への
変位に基づいて、カード画像８１～８７の各々の重ね合わせ順番を決定する。具体的には
、重ね合わせ順番決定部４４は、カード画像８１～８７夫々について、第２方向への変位
が大きい画像ほど重ね合わせ順番が上位になるように決定する。
　さらに、重ね合わせ順番決定部４４は、決定された重ね合わせ順番でカード画像８１～
８７の各々を重ね合わせるように表示部１７に表示させる。
　以上、第１方向移動表示制御部４２、第２方向移動表示制御部４３、及び重ね合わせ順
番決定部４４により、カード画像８１～８７の各々が全体として略くの字又は略円弧を描
くように移動表示される。さらに、カード画像８１～８７の各々のうち、第２方向への変
位がより大きいものほど、重ね合わせの順番が上位になるように表示される。したがって
、第２方向への変位が最大となるカード画像が一番上になるように表示されるので、注目
されるべき情報に対応する画像の視認性が向上される。
　また、カード画像８１～８７の表示サイズ（解像度）は一定である。したがって、カー
ド画像８１～８７の夫々が、実際のカードをめくっているようにスクロール表示されるの
で、表示サイズが変化しなくても、注目されるべき情報に対応する画像の視認性が向上さ
れる。
【００２９】
　ここで、図４を参照して、カード画像８１～８７の具体的な移動表示例について説明す
る。
　図４（ａ）において、タッチパネルに対するユーザのタッチ操作の位置（タッチパネル
への指９１の接触位置）を第１方向側に移動させる操作、即ちスクロール操作が実行され
ると、カード画像８１及び８２は、第１方向に移動表示されると共に第２方向の逆方向側
に移動表示される。また、カード画像８３～８７は、第１方向に移動表示されると共に第
２方向に移動表示される。
　その途中で、図４（ｂ）に示すように、カード画像８３の第２方向の変位がカード画像
８１の第２方向の変位よりも大きくなり、重ね合わせの順番がカード画像８３，８１の順
番になるため、カード画像８３がカード画像８１の上に重なるように表示される。
　さらに、第１方向側へのスクロール操作が実行されると、図４（ｃ）に示すように、カ
ード画像８３の第２方向の変位がカード画像８２の第２方向の変位よりも大きくなる。よ
って、カード画像８３の重ね合わせの順番が最上位になるため、カード画像８３が一番上
になるように表示される。さらに、カード画像８４の第２方向の変位がカード画像８１の
第２方向の変位よりも大きくなり、重ね合わせの順番がカード画像８４，８１の順番にな
るため、カード画像８４がカード画像８１の上に重なるように表示される。
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【００３０】
　次に、第２方向移動表示処理について、説明する。
　上述したように、第２方向移動表示処理は、スクロール表示処理と同時に実行が可能で
ある。即ちカード画像８１～８７の各々の第１方向への移動表示中（スクロール中）にも
実行が可能である。ただし、ここでは便宜上、カード画像８１～８７の各々の第１方向へ
の移動表示が停止中の場合に、第２方向移動表示処理が実行されるものとして、以下、説
明する。
　また、理解を容易なものとすべく、図５のカード画像８１～８７の具体例を適宜用いつ
つ、第２方向移動表示処理について説明する。
【００３１】
　図５に示すように、一連のカード画像８１～８７が順次重ね合わせられて第１方向（ス
クロール方向）に表示されている状態で、ユーザは、移動操作として、カード画像８１～
８７のうち所望のカード画像を選択して第２方向に移動させるタッチ操作、即ち所望のカ
ード画像の上に指等をタッチさせた状態で第２方向に移動させる操作をすることができる
。
　移動操作受付部４６は、タッチパネルに対するユーザのタッチ操作の位置（タッチパネ
ルの接触位置）の時間的推移から当該移動操作を受け付けて、その旨を変位量決定部４７
に通知する。
　このとき、重ね合わせ順番決定部４４は、移動操作が開始された時点における、カード
画像８１～８７の夫々についての重ね合わせ順番を、変位量決定部４７に通知する。
　変位量決定部４７は、カード画像８１～８７のうち、移動操作において指定されたカー
ド画像について、重ね合わせ順番決定部４４から通知された重ね合わせの順番に基づいて
第２方向への変位量を決定する。
　例えば本実施形態では、変位量決定部４７は、重ね合わせの順番が上位のカード画像ほ
ど変位量が大きくなるように、第２方向への変位量を決定する。
　具体的には例えば図５の例では、ユーザが、カード画像８３を移動対象に選択して移動
操作した場合、カード画像８１の重ね合わせ順番が第１位、即ち一番上に表示されている
ので、第２方向への変位量は最大となるように決定される。
　これに対して、ユーザが、カード画像８６を移動対象に選択して移動操作した場合、カ
ード画像８６の重ね合わせ順番が第６位、即ち重ね合わされて下方に表示されているので
、第２方向への変位量は小さくなるように決定される。
　第２方向移動表示制御部４３は、カード画像８１～８７のうち、移動操作において指定
されたカード画像について、変位量決定部４７により決定された変位量だけ第２方向に移
動表示させる。
　移動操作が終了したとき、即ち、ユーザの指等がタッチパネルから離間されたとき、第
２方向移動表示制御部４３は、移動操作において指定されたカード画像について、変位量
決定部４７により決定された移動量だけ第２方向の逆方向に移動表示させた後、移動操作
の前の状態で表示させる。
【００３２】
　なお、第２方向移動表示処理における第２方向への移動対象は、１枚のカード画像に特
に限定されず、複数枚同時でもよい。即ち、移動操作により２枚以上のカード画像が選択
され得る。この場合、２枚以上のカード画像の夫々について、夫々の重ね合わせの順番に
基づいて、変位量が夫々個別に決定される。
【００３３】
　次に、図６を参照して、このような図２の機能的構成の表示制御装置１が実行するスク
ロール表示処理について説明する。
　図６は、図２の機能的構成を有する図１の表示制御装置１が実行するスクロール表示処
理の流れを説明するフローチャートである。
　なお、図６の例では、第２方向移動表示処理は、スクロール表示処理内で実行されるも
のとされている。
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【００３４】
　スクロール表示処理は、ユーザによるタッチパネルへのタッチ操作のうち、スクロール
表示処理の開始を指示する所定の操作を契機に開始される。
【００３５】
　ステップＳ１において、初期画像表示制御部４１は、記憶部１８に格納された連続情報
格納テーブルから一連の複数の情報を取得して、当該一連の複数の情報に基づいて一連の
複数のカード画像（上述の図４の例ではカード画像８１～８７）のデータを生成して、当
該一連の複数のカード画像の各々をデフォルトの順番で重ね合わせて表示部１７に表示さ
せる。一連の複数のカード画像のデータとして、図４の例のカード画像８１～８７のデー
タが生成された場合には、当該カード画像８１～８７の表示態様は、図４（ａ）に示す通
りになる。
【００３６】
　ステップＳ２において、スクロール操作受付部４５は、タッチパネルに対してユーザの
スクロール操作がなされたか否かを判定する。
　当該スクロール操作がなされていない場合、ステップＳ２においてＮＯであると判定さ
れ、処理はステップＳ２に戻る。したがって、当該スクロール操作がなされるまで、ステ
ップＳ２の判定処理が繰り返されて、スクロール表示処理が待機状態になる。
　当該スクロール操作がなされると、ステップＳ２においてＹＥＳであると判定され、処
理がステップＳ３に移行する。
【００３７】
　ステップＳ３において、第１方向移動量算出部５１は、ステップＳ２において検出され
たスクロール操作の第１方向成分を抽出して、抽出した第１方向成分に基づいて、一連の
複数のカード画像の各々の第１方向への移動量を算出する。
　ステップＳ４において、第１方向移動表示制御部４２は、表示部１７に、カード画像８
１～８７を当該移動量だけ第１方向に移動表示させる。
【００３８】
　ステップＳ５において、第２方向移動量算出部５２は、第１方向移動量算出部５１によ
り算出されたカード画像８１～８７の第１方向成分への移動量に基づいて、カード画像８
１～８７の第２方向又はその逆方向への移動量を算出する。
　ステップＳ６において、第２方向移動表示制御部４３は、表示部１７に、カード画像８
１～８７を当該移動量だけ第２方向又はその逆方向に移動表示させる。
【００３９】
　なお、説明の便宜上、第１方向への移動表示の処理（ステップＳ３及びＳ４）の後、第
２方向への移動表示の処理（ステップＳ５及びＳ６）が実行されているが、これらの処理
の順番は特に限定されない。即ち、実際には第１方向への移動表示の処理（ステップＳ３
及びＳ４）と、第２方向への移動表示の処理（ステップＳ５及びＳ６）とは独立して並行
に実行されるため、処理の順番という点では特に限定されない。
【００４０】
　ステップＳ７において、重ね合わせ順番決定部４４は、ステップＳ６の移動表示後にお
ける、一連の複数のカード画像の第２方向への各々の変位に基づいて、当該一連の複数の
カード画像の各々の重ね合わせ順番を決定する。
　ステップＳ８において、重ね合わせ順番決定部４４は、決定された重ね合わせ順番で、
一連の複数のカード画像の各々を重ね合わせて表示部１７に表示させる。
【００４１】
　ステップＳ９において、移動操作受付部４６は、タッチパネルに対してユーザの移動操
作がなされたか否かを判定する。
　当該移動操作がなされた場合、ステップＳ９においてＹＥＳであると判定され、ステッ
プＳ１０において、第２方向移動表示処理が実行される。なお、第２方向移動表示処理の
詳細については、図７を参照して後述する。ステップＳ１０の第２方向移動表示処理が実
行されると、処理はステップＳ１１に進む。
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　これに対して、当該移動操作がなされていない場合、ステップＳ９においてＮＯである
と判定され、ステップＳ１０の第２方向移動表示処理は実行されずに、処理はステップＳ
１１に進む。
【００４２】
　ステップＳ１１において、第１方向移動表示制御部４２は、一連の複数のカード画像に
ついて第１方向への変位が所定量（最大スクロール量）に到達したか否かを判定する。即
ち、第１方向移動表示制御部４２は、一連の複数のカード画像が第１方向へ最大限に移動
したか否かを判定する。
　第１方向への変位が最大スクロール量に到達していない場合、ステップＳ１１において
ＮＯであると判定され、処理がステップＳ２に移行され、それ以降の処理が繰り返される
。即ち、第１方向への変位が最大スクロール量に到達するまで、ステップＳ２乃至Ｓ１１
のループ処理が繰り返し実行される。
　一方、第１方向への変位が最大スクロール量に到達した場合、ステップＳ１１において
ＹＥＳであると判定され、スクロール表示処理が終了される。
【００４３】
　以上説明したように、第１方向への移動表示の処理（ステップＳ３及びＳ４）と、第２
方向への移動表示の処理（ステップＳ５及びＳ６）との組み合わせにより、一連の複数の
カード画像（図４の例ではカード画像８１～８７）の各々が全体として略くの字又は略円
弧を描くように移動表示される。さらに、ステップＳ７及びＳ８により、一連の複数のカ
ード画像については、第２方向への変位がより大きいものほど、重ね合わせの順番が上位
になり、当該重ね合わせの順番で重ね合わされて表示される。
【００４４】
　次に、図７を参照して、図２の機能的構成の表示制御装置１が実行する第２方向移動表
示処理について説明する。
　図７は、図２の機能的構成を有する図１の表示制御装置１が実行する第２方向移動表示
処理の流れを説明するフローチャートである。
【００４５】
　第２方向移動表示処理は、ユーザによるタッチパネルへのタッチ操作のうち、移動操作
がなされたことを契機に開始される。
　即ち、図６のスクロール表示処理中に移動操作がなされると、ステップＳ８においてＹ
ＥＳであると判定されて、ステップＳ９の処理として第２方向移動表示処理が開始される
。また、スクロール表示処理が実行されていなくとも、移動操作がなされると、第２方向
移動表示処理が実行される。
【００４６】
　ステップＳ２１において、重ね合わせ順番決定部４４は、移動指示がなされたカード画
像の、重ね合わせ順番を取得して、変位量決定部４７に通知する。
【００４７】
　ステップＳ２２において、変位量決定部４７は、ステップＳ２１において取得された重
ね合わせの順番に基づいて、移動指示がなされたカード画像の第２方向への変位量を決定
する。
【００４８】
　ステップＳ２３において、第２方向移動表示制御部４３は、移動指示がなされたカード
画像を、ステップＳ２２において決定された変位量分だけ、第２方向へ移動表示させる。
【００４９】
　ステップＳ２４において、移動操作受付部４６は、移動指示が解除されたか否か、即ち
、タッチパネルに対するユーザの移動操作が終了したか否かを判定する。
　当該移動指示が解除されていない場合、ステップＳ２４においてＮＯであると判定され
、処理はステップＳ２４に戻される。即ち、当該移動指示が解除されるまでの間、ステッ
プＳ２４の判定処理が繰り返されることで、第２方向移動表示処理が待機状態になる。こ
の場合、移動指示がなされたカード画像は、ステップＳ２２において決定された変位量分
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だけ第２方向へ移動した状態を維持したまま表示される。
　当該移動指示が解除されると、ステップＳ２４においてＹＥＳであると判定され、処理
はステップＳ２５に進む。
【００５０】
　ステップＳ２５において、第２方向移動表示制御部４３は、移動指示がなされたカード
画像を、第２方向の逆方向に移動表示させる。
　これにより、移動指示がなされたカード画像が移動操作の前の状態で表示され、第２方
向移動表示処理が終了となる。
【００５１】
　なお、本実施形態では、スクロール表示処理及び第２方向移動表示処理は、ＷｅｂのＨ
ＴＭＬに基づくスクリプト処理により実行される。これにより、スクロール表示処理及び
第２方向移動表示処理がより高速に実行される。
【００５２】
　以上のように、本実施形態によれば、表示制御装置１は、一連の複数のカード画像（図
４の例ではカード画像８１～８７）の夫々を、スクロール操作の内容に応じて第１方向に
沿って移動表示させ、第２方向に沿って往復して移動表示させる。また、表示制御装置１
は、一連の複数のカード画像の夫々の表示位置の第２方向への変位に応じて、一連の複数
のカード画像の夫々の表示の重ね合わせの順番を決定し、当該順番にしたがって一連の複
数のカード画像の夫々を重ね合わせて表示部１７に表示させる。これにより、一連の複数
のカード画像の各々が全体として略くの字又は略円弧を描くように移動表示されると共に
、一連の複数のカード画像の重ね合わせの順番が画像の第２方向への変位に応じて決定さ
れ、当該順番にしたがって一連の複数のカード画像の夫々が重ね合わされて表示部１７に
表示される。よって、一連の複数の情報に対応する一連の複数のカード画像の視認性を向
上させることができる。
【００５３】
　さらに、表示制御装置１は、複数のカード画像の夫々の表示位置の第２方向への変位が
大きいものほど、重ね合わせの順番が上位になるように表示させる。したがって、一連の
複数のカード画像の各々が全体として略くの字又は略円弧を描くように移動表示されると
共に、第２方向への変位が最大の画像が一番上になるように表示される。よって、注目さ
れるべき情報に対応する画像の視認性が向上される。
【００５４】
　さらに、表示制御装置１において、複数のカード画像の夫々の表示サイズ（解像度）は
一定である。よって、複数のカード画像の表示サイズが動的に変化しなくても、注目され
るべき情報に対応するカード画像の視認性が向上される。
【００５５】
　さらにまた、表示制御装置１は、一連の複数のカード画像（図５の例ではカード画像８
１～８４等）の中から１以上の画像を指定し、指定した１以上の画像を、第１方向と略直
交する第２方向に沿って移動させる指示を表す移動操作を受け付ける。
　表示制御装置１は、移動操作において指定された１以上の画像の夫々について、一連の
複数の画像の夫々の重ね合わせの順番に基づいて、第２方向への変位量を個別に決定する
。
　表示制御装置１は、表示デバイスに表示された一連の複数の画像のうち、移動操作にお
いて指定された１以上の画像のそれぞれを、個別に決定された変位量のそれぞれだけ第２
方向に沿って表示デバイスに移動表示させる。
　このようにして、ユーザにとって、より直観的でかつ簡便な操作のみで、第１方向にス
クロールされ得る一連の複数のカード画像について、その略直角の第２方向への移動表示
が実現可能になる。即ち、ユーザにとって、一連の複数のカード画像の視認性を向上させ
ることができる。
　具体的には例えば、Ｗｅｂサイトでは、２次元での表現に対して横方向（第２方向）の
移動機能を付与することによる、実際の名刺カードホルダーを使っているような感覚を、
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システムの使用者に対して与えることができる。さらに、図示はしないいが、最左側のカ
ード画像に陰影を与えることにより、実際にカードをめくっている時の様な３Ｄ効果を与
えることも可能になる。
【００５６】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前述した実施形態に限るもので
はない。また、本実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙
したに過ぎず、本発明による効果は、本実施形態に記載されたものに限定されるものでは
ない。
【００５７】
　本実施形態において、第１方向移動表示制御部４２は、タッチパネルからユーザのスク
ロール操作を検出したがこれに限られない。例えば、第１方向移動表示制御部４２は、入
力部としてマウスを適用して、マウスからのユーザのスクロール操作を検出してもよい。
【００５８】
　本実施形態において、第１方向移動表示制御部４２は、カード画像８１～８７を第１方
向にのみ移動表示させたがこれに限られず、第１方向の逆方向に移動表示させてもよい。
　また、本実施形態において、第１方向移動表示制御部４２等は、カード画像８１～８７
の７つの画像を表示制御したが、これに限られず、画像の数は、６つ以下でも、８つ以上
でもよい。
【００５９】
　また、上述の実施形態では、本発明が適用される表示制御装置１は、タッチパネル式の
タブレットを例として説明したが、特にこれに限定されない。
　例えば、本発明は、表示機能を有する電子機器一般に適用することができる。具体的に
は、例えば、本発明は、ノート型のパーソナルコンピュータ、テレビジョン受像機、ビデ
オカメラ、携帯型ナビゲーション装置、携帯電話機、ポータブルゲーム機等に適用可能で
ある。
【００６０】
　上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるし、ソフトウェア
により実行させることもできる。
　換言すると、図２の機能的構成は例示に過ぎず、特に限定されない。即ち、上述した一
連の処理を全体として実行できる機能が表示制御装置１に備えられていれば足り、この機
能を実現するためにどのような機能ブロックを用いるのかは特に図２の例に限定されない
。
　また、１つの機能ブロックは、ハードウェア単体で構成してもよいし、ソフトウェア単
体で構成してもよいし、それらの組み合わせで構成してもよい。
【００６１】
　一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そのソフトウェアを構成するプ
ログラムが、コンピュータ等にネットワークや記録媒体からインストールされる。
　コンピュータは、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータであってもよい
。また、コンピュータは、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実
行することが可能なコンピュータ、例えば汎用のパーソナルコンピュータであってもよい
。
【００６２】
　このようなプログラムを含む記録媒体は、ユーザにプログラムを提供するために装置本
体とは別に配布される図１のリムーバブルメディア３１により構成されるだけでなく、装
置本体に予め組み込まれた状態でユーザに提供される記録媒体等で構成される。リムーバ
ブルメディア３１は、例えば、磁気ディスク（フロッピディスクを含む）、光ディスク、
又は光磁気ディスク等により構成される。光ディスクは、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍ
ｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ－Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ），ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）等により構成される。光磁気ディスクは、ＭＤ（Ｍｉｎ
ｉ－Ｄｉｓｋ）等により構成される。また、装置本体に予め組み込まれた状態でユーザに
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提供される記録媒体は、例えば、プログラムが記録されている図１のＲＯＭ１２や、図１
の記憶部１８に含まれるハードディスク等で構成される。
【００６３】
　なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、そ
の順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくと
も、並列的或いは個別に実行される処理をも含むものである。
　また、本明細書において、システムの用語は、複数の装置や複数の手段等より構成され
る全体的な装置を意味するものとする。
【符号の説明】
【００６４】
　１・・・表示制御装置、１１・・・ＣＰＵ、１２・・・ＲＯＭ、１３・・・ＲＡＭ、１
４・・・バス、１５・・・入出力インターフェース、１６・・・タッチパネル、１７・・
・表示部、１８・・・記憶部、１９・・・通信部、２０・・・ドライブ、３１・・・リム
ーバブルメディア、４１・・・初期画像表示制御部、４２・・・第１方向移動表示制御部
、４３・・・第２方向移動表示制御部、４４・・・重ね合わせ順番決定部、４５・・・ス
クロール操作受付部、４６・・・移動操作受付部、４７・・・変位量決定部、５１・・・
第１方向移動量算出部、５２・・・第２方向移動量算出部、８１～８７・・・カード画像

【図１】 【図２】
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