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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　拡大を行う対象であるズーム対象画像を表示する画像表示部と、指の接触位置を時間経
過に応じて逐次出力するタッチパネルと、当該指により該タッチパネルに与えられた押圧
力を検出する押圧力検出部とを備えたユーザインタフェース装置であって、
　当該指の接触位置が当該ズーム対象画像の表示位置範囲と重畳したか否かを判定する接
触位置判定手段と、
　前記押圧力が所定閾値以上であるか否かを判定する押圧力判定手段と、
　前記押圧力の大きさに応じて、当該ズーム対象画像の拡大率を決定する拡大率決定手段
と、
　前記接触位置判定手段が真の判定を行い、かつ前記押圧力判定手段が偽の判定を行った
際、当該指の接触位置の移動に合わせて当該ズーム対象画像全体を移動させ、前記接触位
置判定手段が真の判定を行い、かつ前記押圧力判定手段が真の判定を行った際、当該ズー
ム対象画像を、当該指の接触位置を基点にして、決定された拡大率にまで拡大させるズー
ム動作制御手段と
を有し、
　当該ズーム対象画像のうち詳細を認識したい画像部分を含む領域に当該指を接触させた
まま移動させた後に押し込む一連の操作であって、当該ズーム対象画像内での当該指の接
触位置を決めて前記画像表示部の画面内での当該接触位置を変化させ当該指による押圧の
程度を変える一連の操作によって、当該詳細を認識したい画像部分を、前記画像表示部の
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画面内に表示させつつ拡大することを可能にする
ことを特徴とするユーザインタフェース装置。
【請求項２】
　前記ズーム動作制御手段は、当該ズーム対象画像を拡大させる際、前記画像表示部の画
面内に、当該ズーム対象画像を縮小するための縮小オブジェクトを表示させ、
　前記接触位置判定手段は、当該指の接触位置が前記縮小オブジェクトの表示位置範囲と
重畳したか否かを判定し、
　前記接触位置判定手段が前記縮小オブジェクトに係る真の判定を行い、かつ前記押圧力
判定手段が真の判定を行った際、前記ズーム動作制御手段は、当該ズーム対象画像を、拡
大時の基点を基点として縮小させる
ことを特徴とする請求項１に記載のユーザインタフェース装置。
【請求項３】
　前記接触位置判定手段が前記縮小オブジェクトに係る真の判定を行い、かつ前記押圧力
判定手段が真の判定を行った際、前記拡大率決定手段は、前記押圧力の大きさに応じて、
当該ズーム対象画像の拡大率を決定し、
　前記ズーム動作制御手段は、当該ズーム対象画像を、決定された拡大率にまで縮小させ
る
ことを特徴とする請求項２に記載のユーザインタフェース装置。
【請求項４】
　前記ズーム動作制御手段は、当該ズーム対象画像を拡大させた後、当該指が前記タッチ
パネルから離隔した際に、当該ズーム対象画像を拡大前の状態に戻させることを特徴とす
る請求項１から３のいずれか１項に記載のユーザインタフェース装置。
【請求項５】
　ユーザの操作から見て、前記ユーザインタフェース装置を保持した片手の指で、当該ズ
ーム対象画像を押し込んだ場合、ズーム動作制御手段は、当該ズーム対象画像を、当該指
の接触位置を基点にして拡大させることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記
載のユーザインタフェース装置。
【請求項６】
　拡大を行う対象であるズーム対象画像を表示する画像表示部と、指の接触位置を時間経
過に応じて逐次出力するタッチパネルと、当該指により該タッチパネルに与えられた押圧
力を検出する押圧力検出部とを備えたユーザインタフェース装置に搭載されたプログラム
であって、
　当該指の接触位置が当該ズーム対象画像の表示位置範囲と重畳したか否かを判定する接
触位置判定手段と、
　前記押圧力が所定閾値以上であるか否かを判定する押圧力判定手段と、
　前記押圧力の大きさに応じて、当該ズーム対象画像の拡大率を決定する拡大率決定手段
と、
　前記接触位置判定手段が真の判定を行い、かつ前記押圧力判定手段が偽の判定を行った
際、当該指の接触位置の移動に合わせて当該ズーム対象画像全体を移動させ、前記接触位
置判定手段が真の判定を行い、かつ前記押圧力判定手段が真の判定を行った際、当該ズー
ム対象画像を、当該指の接触位置を基点にして、決定された拡大率にまで拡大させるズー
ム動作制御手段と
してコンピュータを機能させ、
　当該ズーム対象画像のうち詳細を認識したい画像部分を含む領域に当該指を接触させた
まま移動させた後に押し込む一連の操作であって、当該ズーム対象画像内での当該指の接
触位置を決めて前記画像表示部の画面内での当該接触位置を変化させ当該指による押圧の
程度を変える一連の操作によって、当該詳細を認識したい画像部分を、前記画像表示部の
画面内に表示させつつ拡大することを可能にする
ことを特徴とするユーザインタフェース装置用のプログラム。
【請求項７】
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　拡大を行う対象であるズーム対象画像を表示する画像表示部と、指の接触位置を時間経
過に応じて逐次出力するタッチパネルと、当該指により該タッチパネルに与えられた押圧
力を検出する押圧力検出部とを備えたユーザインタフェース装置における画像のズーム方
法であって、
　当該指の接触位置が当該ズーム対象画像の表示位置範囲と重畳したか否かを判定する第
１のステップと、
　前記押圧力が所定閾値以上であるか否かを判定する第２のステップと、
　前記押圧力の大きさに応じて、当該ズーム対象画像の拡大率を決定する第３のステップ
と、
　第１のステップで真の判定がなされ、かつ第２のステップで偽の判定がなされた際、当
該指の接触位置の移動に合わせて当該ズーム対象画像全体を移動させ、第１のステップで
真の判定がなされ、かつ第２のステップで真の判定がなされた際、当該ズーム対象画像を
、当該指の接触位置を基点にして、決定された拡大率にまで拡大させる第４のステップと
を有し、
　当該ズーム対象画像のうち詳細を認識したい画像部分を含む領域に当該指を接触させた
まま移動させた後に押し込む一連の操作であって、当該ズーム対象画像内での当該指の接
触位置を決めて前記画像表示部の画面内での当該接触位置を変化させ当該指による押圧の
程度を変える一連の操作によって、当該詳細を認識したい画像部分を、前記画像表示部の
画面内に表示させつつ拡大することを可能にする
ことを特徴とする画像ズーム方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像を表示するディスプレイと、ユーザインタフェースとしてのタッチパネ
ルとを備えたユーザインタフェース装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画面に指、スタイラス等で触れることによって入力操作を行う、タッチパネルを
搭載したユーザインタフェース装置が広く普及している。特に、スマートフォン、タブレ
ット型コンピュータ、電子書籍、ＰＤＡ(Personal Digital Assistant)といったユーザイ
ンタフェース装置、いわゆる携帯型情報機器では、指による操作を受け入れるユーザイン
タフェースとしてタッチパネルが積極的に採用されている。
【０００３】
　携帯型情報機器は、携帯性を高めるべく小型化を必要とする。このため、ユーザインタ
フェースとして物理的な入力キーを採用した場合、それら入力キー自体のサイズを小さく
しなければならず、操作性の低下が懸念される。これに対し、タッチパネルを採用した場
合、仮想ボタンのサイズを、アプリケーションの機能に応じて適切に変更することができ
、操作性の向上を図ることができる。
【０００４】
　指によるタッチパネルへの入力では、ディスプレイに表示される所定の画像を拡大する
ための操作を如何に行うかが、操作性向上のための１つのポイントとなる。特に、携帯型
情報機器では、ディスプレイの画面のサイズが限定されているので、例えば、新聞・雑誌
、写真又は地図等の画像もさほど大きく表示され得ない。その結果、所望の文字列又はイ
メージ部分の情報を認識するのが困難である場合も多い。従って、このような画像を拡大
するための操作が重要となる。
【０００５】
　従来、画像を拡大するための操作として、いわゆるピンチアウトが知られている。ピン
チアウトは、２本の指（例えば、右手の親指及び人差し指）をタッチパネルに接触させつ
つ、これら指の間隔を広げる操作である。これに対して、画像を縮小するための操作は、
２本の指の間隔を狭める操作であるインチインとなる。
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【０００６】
　例えば、特許文献１では、表示画像中の部分画像を拡大表示するのに、２本の指を同時
にタッチパネル上に触れさせる特定のタッチ操作を行う技術が開示されている。また、こ
の拡大表示された部分画像を、２本の指を広げるような摺動操作で、より拡大する技術も
開示されている。
【０００７】
　また、特許文献２では、マルチタッチ検出（複数の接触位置の同時検出）が可能なマル
チポイント感知装置を用いて、ジェスチャーを実施する技術が開示されている。具体的に
は、ジェスチャーイベントが所与の入力取り合せで遂行される際、ジェスチャーイベント
に関連した入力アクションが開始される。ここで、入力取り合せ（コード）として、隣接
する２本の指を広げる（閉じる）入力操作が挙げられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１１－１３８６１号公報
【特許文献２】特表２０１０－５１７１９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上述したような従来技術の下、携帯型情報機器を保持した片手の指で操
作を行って、画像を拡大することは困難であった。
【００１０】
　特に、特許文献１及び２にも開示されているような従来のピンチアウトによって画像を
拡大しようとすると、機器を保持していないもう一方の手の指を使用せざるを得ない。す
なわち、必然的に両手を用いての操作となってしまう。
【００１１】
　さらに、このようなピンチ操作に依らず、機器を保持した片手の指で操作を行うことに
しても、誤動作の回避が大きな課題となる。例えば、画面（タッチパネル）に指を単に接
触させることによって画像を拡大するように設定したとする。この場合、意図しない接触
によって画像が拡大したり、接触位置によっては、意図しない別の動作が発動したりする
。
【００１２】
　そもそも、機器を保持した片手の指で行うことのできる操作の種類は、マルチタッチ検
出が可能なタッチパネルを用いたとしても尚、限られている。そのため、例えば、アイコ
ンの選択、対応動作の発動、画像移動（スクロール）等を行う操作と区別して、画像の拡
大・縮小（ズーム）を行うための操作を確実に、誤動作を十分に抑制しつつ実行すること
は決して容易ではない。
【００１３】
　そこで、本発明は、装置を保持した片手の指でも、表示された画像の拡大動作を確実に
、誤動作を十分に抑制しつつ発動させることができるユーザインタフェース装置、画像ズ
ーム方法及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明によれば、拡大を行う対象であるズーム対象画像を表示する画像表示部と、指の
接触位置を時間経過に応じて逐次出力するタッチパネルと、当該指により該タッチパネル
に与えられた押圧力を検出する押圧力検出部とを備えたユーザインタフェース装置であっ
て、
　当該指の接触位置が当該ズーム対象画像の表示位置範囲と重畳したか否かを判定する接
触位置判定手段と、
　押圧力が所定閾値以上であるか否かを判定する押圧力判定手段と、
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　押圧力の大きさに応じて、当該ズーム対象画像の拡大率を決定する拡大率決定手段と、
　接触位置判定手段が真の判定を行い、かつ押圧力判定手段が偽の判定を行った際、当該
指の接触位置の移動に合わせて当該ズーム対象画像全体を移動させ、接触位置判定手段が
真の判定を行い、かつ押圧力判定手段が真の判定を行った際、当該ズーム対象画像を、当
該指の接触位置を基点にして、決定された拡大率にまで拡大させるズーム動作制御手段と
を有し、
　当該ズーム対象画像のうち詳細を認識したい画像部分を含む領域に当該指を接触させた
まま移動させた後に押し込む一連の操作であって、当該ズーム対象画像内での当該指の接
触位置を決めて画像表示部の画面内での当該接触位置を変化させ当該指による押圧の程度
を変える一連の操作によって、当該詳細を認識したい画像部分を、画像表示部の画面内に
表示させつつ拡大することを可能にするユーザインタフェース装置が提供される。
【００１８】
　さらに、本発明のユーザインタフェース装置における他の実施形態として、ズーム動作
制御手段は、当該ズーム対象画像を拡大させる際、画像表示部の画面内に、当該ズーム対
象画像を縮小するための縮小オブジェクトを表示させ、
　接触位置判定手段は、当該指の接触位置が縮小オブジェクトの表示位置範囲と重畳した
か否かを判定し、
　接触位置判定手段が縮小オブジェクトに係る真の判定を行い、かつ押圧力判定手段が真
の判定を行った際、ズーム動作制御手段は、当該ズーム対象画像を、拡大時の基点を基点
として縮小させることも好ましい。
【００２０】
　さらに、上記の実施形態において、接触位置判定手段が縮小オブジェクトに係る真の判
定を行い、かつ押圧力判定手段が真の判定を行った際、拡大率決定手段は、押圧力の大き
さに応じて、当該ズーム対象画像の拡大率を決定し、
　ズーム動作制御手段は、当該ズーム対象画像を、決定された拡大率にまで縮小させるこ
とも好ましい。
【００２１】
　また、本発明のユーザインタフェース装置における他の実施形態として、ズーム動作制
御手段は、当該ズーム対象画像を拡大させた後、当該指がタッチパネルから離隔した際に
、当該ズーム対象画像を拡大前の状態に戻させることも好ましい。
【００２２】
　また、本発明のユーザインタフェース装置において、ユーザの操作から見て、ユーザイ
ンタフェース装置を保持した片手の指で、当該ズーム対象画像を押し込んだ場合、ズーム
動作制御手段は、当該ズーム対象画像を、当該指の接触位置を基点にして拡大させること
も好ましい。
【００２３】
　本発明によれば、さらに、拡大を行う対象であるズーム対象画像を表示する画像表示部
と、指の接触位置を時間経過に応じて逐次出力するタッチパネルと、当該指により該タッ
チパネルに与えられた押圧力を検出する押圧力検出部とを備えたユーザインタフェース装
置に搭載されたプログラムであって、
　当該指の接触位置が当該ズーム対象画像の表示位置範囲と重畳したか否かを判定する接
触位置判定手段と、
　押圧力が所定閾値以上であるか否かを判定する押圧力判定手段と、
　押圧力の大きさに応じて、当該ズーム対象画像の拡大率を決定する拡大率決定手段と、
　接触位置判定手段が真の判定を行い、かつ押圧力判定手段が偽の判定を行った際、当該
指の接触位置の移動に合わせて当該ズーム対象画像全体を移動させ、接触位置判定手段が
真の判定を行い、かつ押圧力判定手段が真の判定を行った際、当該ズーム対象画像を、当
該指の接触位置を基点にして、決定された拡大率にまで拡大させるズーム動作制御手段と
してコンピュータを機能させ、
　当該ズーム対象画像のうち詳細を認識したい画像部分を含む領域に当該指を接触させた
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まま移動させた後に押し込む一連の操作であって、当該ズーム対象画像内での当該指の接
触位置を決めて画像表示部の画面内での当該接触位置を変化させ当該指による押圧の程度
を変える一連の操作によって、当該詳細を認識したい画像部分を、画像表示部の画面内に
表示させつつ拡大することを可能にするユーザインタフェース装置用のプログラムが提供
される。
【００２４】
　本発明によれば、さらにまた、拡大を行う対象であるズーム対象画像を表示する画像表
示部と、指の接触位置を時間経過に応じて逐次出力するタッチパネルと、当該指により該
タッチパネルに与えられた押圧力を検出する押圧力検出部とを備えたユーザインタフェー
ス装置における画像のズーム方法であって、
　当該指の接触位置が当該ズーム対象画像の表示位置範囲と重畳したか否かを判定する第
１のステップと、
　押圧力が所定閾値以上であるか否かを判定する第２のステップと、
　押圧力の大きさに応じて、当該ズーム対象画像の拡大率を決定する第３のステップと、
　第１のステップで真の判定がなされ、かつ第２のステップで偽の判定がなされた際、当
該指の接触位置の移動に合わせて当該ズーム対象画像全体を移動させ、第１のステップで
真の判定がなされ、かつ第２のステップで真の判定がなされた際、当該ズーム対象画像を
、当該指の接触位置を基点にして、決定された拡大率にまで拡大させる第４のステップと
を有し、
　当該ズーム対象画像のうち詳細を認識したい画像部分を含む領域に当該指を接触させた
まま移動させた後に押し込む一連の操作であって、当該ズーム対象画像内での当該指の接
触位置を決めて画像表示部の画面内での当該接触位置を変化させ当該指による押圧の程度
を変える一連の操作によって、当該詳細を認識したい画像部分を、画像表示部の画面内に
表示させつつ拡大することを可能にする画像ズーム方法が提供される。
 
【発明の効果】
【００２５】
　本発明のユーザインタフェース装置、画像ズーム方法及びプログラムによれば、装置を
保持した片手の指でも、表示された画像の拡大動作を確実に、誤動作を十分に抑制しつつ
発動させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】ズーム対象画像の拡大を行う「クリックズーム」操作を示す携帯型情報機器の前
面図、及び指による押し込みの様子を示す概略図である。
【図２】押圧力ｐＣの関数としての拡大速度ｖＺＩにおける種々の態様を示すグラフであ
る。
【図３】拡大されたズーム対象画像の縮小を行う操作を示す携帯型情報機器の前面図、及
び指による押し込みの様子を示す概略図である。
【図４】「クリックズーム」操作とドラッグ操作とが区別して実行される様子を説明する
ための、携帯型情報機器の前面図、及びズーム対象画像の概略図である。
【図５】本発明による携帯型情報機器の一実施形態を概略的に示す斜視図及び機能構成図
である。
【図６】本発明による画像ズーム方法の一実施形態を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施形態について、図面を用いて詳細に説明する。
【００２８】
　本発明によるユーザインタフェース装置は、指によるタッチパネルに対する押圧力が所
定閾値以上である場合に、拡大を行う対象であるズーム対象画像を拡大する点に特徴を有
する。さらに、当該装置の一実施形態では、ズーム対象画像を拡大させる際、ディスプレ
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イの画面内に、ズーム対象画像を縮小するための縮小オブジェクトを表示させ、拡大動作
の後、指でこの縮小オブジェクトを押し込んでズーム対象画像を縮小させる。
【００２９】
　尚、画像の「ズーム」は、画像の拡大及び縮小のいずれをも含めた動作を指すものとす
る。また、本発明によるユーザインタフェース装置では、ユーザの指がタッチパネルに接
触することによって情報が入力される。そのため、当該装置の多くは、手で携帯して操作
可能である、スマートフォンやタブレット型コンピュータのような携帯型情報機器である
。従って、以下、本発明の実施形態として、携帯型情報機器を説明する。
【００３０】
　図１（Ａ）及び（Ｃ）は、ズーム対象画像の拡大を行う「クリックズーム」操作を示す
、携帯型情報機器１の前面図である。また、図１（Ｂ）は、指による押し込みの様子を示
す概略図である。尚、以下に説明する実施形態では、ズーム対象画像として写真が表示さ
れているが、本発明は当然にこれに限定されるものではなく、例えば、新聞・雑誌、書籍
又は地図等の画像が表示されていてもよい。
【００３１】
　図１（Ａ）によれば、携帯型情報機器１は、拡大を行う対象の人物写真であるズーム対
象画像１０４を表示するディスプレイ１０１と、ディスプレイ１０１の画面上に配置され
たタッチパネル１００とを備えている。尚、本実施形態では、ズーム対象画像１０４は、
ディスプレイ１０１の画面全体を占めているが、画面の一部をなす所定の領域を占めるも
のであってもよい。
【００３２】
　最初に、ユーザは、指を、ズーム対象画像１０４（タッチパネル１００）における拡大
して詳細を認識したい領域に接触させる。本実施形態では、詳細を認識したい領域は表示
された人物の胸ポケットであり、指の接触位置１０５が、胸ポケット画像内に含まれる。
次いで、ユーザは、図１（Ｂ）に示すように、指を、接触位置１０５で、ズーム対象画像
１０４（タッチパネル１００）に押し込む。この押し込みに応じて、図１（Ｃ）に示すよ
うに、ズーム対象画像１０４が、拡大されて表示される。
【００３３】
　ユーザは、所望の拡大がなされると、指の押し込みを止め、指を接触位置１０５（タッ
チパネル１００）から離すか、又は接触させたままで止める。これにより、拡大動作が終
了する。尚、ズーム対象画像１０４の拡大率αが所定の上限値αＭＡＸに達した段階で、
拡大動作が終了することも好ましい。
【００３４】
　上述した押し込み操作を、以後、「クリックズーム」操作と称する。指による押し込み
が「クリックズーム」操作となる条件は、
ａ）指の接触位置１０５がズーム対象画像１０４の表示位置範囲と重畳し、
ｂ）指による押し込みの際の、タッチパネル１００に対する押圧力ｐＣが、所定の押圧力
閾値をｐＴＨとして、次式
　　（１）　ｐＣ≧ｐＴＨ

の条件を満たすことである。尚、押圧力閾値ｐＴＨは、例えば、０.５Ｎ（ニュートン）
乃至２.０Ｎの範囲内の値に設定可能である。
【００３５】
　上記の条件ｂ）を設けることによって、ユーザの指等が意図せずにタッチパネル１００
に触れてズーム対象画像１０４が拡大されてしまう、といった誤動作を回避することが可
能となる。すなわち、ズーム対象画像１０４を、ユーザの意図する通り確実に拡大するこ
とができる。さらに、後に図４を用いて詳述するように、例えば、ズーム対象画像１０４
全体の移動（スクロール）動作の発動と、ズーム対象画像１０４の拡大動作の発動とを、
操作によって仕分けることも可能となる。
【００３６】
　この「クリックズーム」操作によって、ズーム対象画像１０４は、指の接触位置１０５
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を基点として拡大される。その結果、拡大したい領域である胸ポケット全体が拡大されて
表示され、ユーザによって細部の情報まで認識し易くなる。この際、図１（Ｃ）に示すよ
うに、接触位置１０５と、拡大前の胸ポケットに挿されたペンの頭部の位置１０６ａと、
拡大後のペンの頭部の位置１０６ｂとは、この順で一直線上に並ぶ。接触位置１０５と位
置１０６ａとの距離をｄＰ０とし、接触位置１０５と位置１０６ｂとの距離をｄＰ１とす
ると、ズーム対象画像１０４の拡大率αは、次式
　　（２）　α＝ｄＰ１／ｄＰ０

で表される。
【００３７】
　ここで、ユーザは、指の押し込みの強さ、すなわち押圧力ｐＣの大きさを加減しながら
画像拡大の拡大速度（ズームインスピード）ｖＺＩを調整することができる。拡大速度ｖ

ＺＩは、次式
　　（３）　ｖＺＩ＝ｄα／ｄｔ（αの時間微分）
で定義される。この際、後に図２を用いて詳述するように、押圧力ｐＣが大きくなるほど
、ズーム対象画像１０４が、より高い速度ｖＺＩで拡大される。
【００３８】
　また、変更態様として、押圧力ｐＣの大きさに応じて、拡大率αが決定されることも好
ましい。例えば、拡大率αが、押圧力ｐＣの単調増加関数であってもよく、押圧力ｐＣに
ついてｐＣに係る係数が正値である一次関数であってもよい。この場合、ユーザが指で押
し込むほど（押圧力ｐＣが大きくなるほど）、より拡大率αの高いズーム対象画像１０４
が表示される。
【００３９】
　さらに、後述する触覚応答機構部１０２（図５）が、指に、拡大速度ｖＺＩに応じた触
覚応答を与えることも好ましい。例えば、ユーザが指をより強く押し込んで、拡大速度ｖ

ＺＩがより高くなるほど、より強い振動が指に与えられる。この場合、所望の拡大画像が
得られた段階（ｖＺＩ＝０）で振動は停止する。これにより、ユーザは、拡大速度ｖＺＩ

の増減を指から体感でき、リアルな操作感を得ることができる。また、画面内に、ズーム
対象画像１０４の各時点での拡大率αを示すインジケータ１０７を表示することも好まし
い。インジケータ１０７は、拡大率αが変化している期間中、及び／又は拡大率αの変化
が終わった時点から所定時間のみ、表示されてもよい。
【００４０】
　以上に述べたように、本発明によれば、ズーム対象画像１０４を、指によって所定閾値
ｐＴＨ以上の押圧力ｐＣで押し込む「クリックズーム」操作により、拡大させることが可
能となる。この際の指は、例えば、携帯型情報機器１を保持した片手の指（図１（Ａ）及
び（Ｃ）では右手の親指）である。すなわち、「クリックズーム」操作は、従来のピンチ
アウトのように複数本の指を必要としない。さらに、指がズーム対象画像１０４に単に接
触しただけでは（ｐＣ＜ｐＴＨでは）、拡大動作が発動することもない。その結果、機器
１を保持した片手の指でも、ズーム対象画像１０４の拡大動作を、確実に、誤動作を十分
に抑制しつつ発動させることができる。
【００４１】
　図２は、押圧力ｐＣの関数としての拡大速度ｖＺＩにおける種々の態様を示すグラフで
ある。
【００４２】
　図２には、押圧力ｐＣと拡大速度ｖＺＩとの関係として、２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄ及び
２ｅの５種類が示されている。関係２ａでは、指の押圧力ｐＣがｐＴＨ≦ｐＣ＜ｐＴＨ１

の区間内にあるとき、拡大速度ｖＺＩはｖＺＩ１に設定され、押圧力ｐＣがｐＴＨ１≦ｐ

Ｃ＜ｐＴＨ２の区間内にあるとき、拡大速度ｖＺＩはｖＺＩ２（＞ｖＺＩ１）であり、ｐ

ＴＨ２≦ｐＣの区間内にあるとき、ｖＺＩ３（＞ｖＺＩ２）に設定される。この場合、指
を押し込んでいくと、拡大速度ｖＺＩは、段階的に増加していく。
【００４３】
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　また、関係２ｂでは、拡大速度ｖＺＩは、押圧力ｐＣと正の傾きの線形関係にあり、押
圧力ｐＣの増加に応じて連続的により高い値に設定される。この場合、指を押し込めば押
し込むほど、その分に比例して拡大速度ｖＺＩは増加していく。
【００４４】
　さらに、関係２ｃでは、拡大速度ｖＺＩは、押圧力ｐＣが小さい間はそれほど高くない
が、押圧力ｐＣが大きくなるにつれて急に増大する。この場合、ズーム対象画像１０４は
、指を押し込んだ当初緩やかに拡大するが、より強く押し込んでいくにつれて急に拡大す
る。また、関係２ｄでは、拡大速度ｖＺＩは、押圧力ｐＣが当初増加するにつれて急に高
くなり、その後、押圧力ｐＣがより大きくなってもほぼ一定値に収束する。この場合、ズ
ーム対象画像１０４は、指を押し込んだ当初から急に拡大するが、ある程度押し込んだ辺
りから概ね拡大を止め、ほぼ一定の拡大率αに落ち着く。
【００４５】
　さらに、関係２ｅでは、指の押圧力ｐＣが押圧力閾値ｐＴＨ以上であれば（ｐＣ≧ｐＴ

Ｈ）、拡大速度ｖＺＩは、押圧力ｐＣによらず、一定値（ｖＺＩ４）に設定される。この
場合、指をある強さ以上で押し込めば、ズーム対象画像１０４の拡大が、ある一定の拡大
速度（ｖＺＩ４）で行われることになる。
【００４６】
　尚、上述した関係以外の態様も可能である。しかしながら、いずれにおいても、拡大速
度ｖＺＩは、押圧力ｐＣの単調増加関数であることが好ましい。すなわち、押圧力ｐＣを
増加させても拡大速度ｖＺＩはむしろ低く設定される、といったことはないように設定さ
れるのが好ましい。これにより、ユーザは、より強く押し込むことがより速い画像拡大動
作をもたらす、という感覚を維持できる。
【００４７】
　図３（Ａ）及び（Ｃ）は、拡大されたズーム対象画像の縮小を行う操作を示す、携帯型
情報機器１の前面図である。また、図３（Ｂ）は、指による押し込みの様子を示す概略図
である。
【００４８】
　図３（Ａ）によれば、ディスプレイ１０１の画面には、拡大されたズーム対象画像１０
４が表示されている。さらに、ズーム対象画像１０４を縮小するための縮小オブジェクト
である縮小ボタン１０８が表示されている。また、拡大される前の（拡大率α＝１の）ズ
ーム対象画像１０４に戻すための戻しボタン１０９も表示されていることも好ましい。
【００４９】
　これら縮小ボタン１０８及び戻しボタン１０９は、ズーム対象画像１０４を拡大する際
に表示されることができる（図６のステップＳ６１４参照）。また、これらボタンは、ズ
ーム対象画像１０４を視認する際の障害にならないように、半透明で表示されることも好
ましい。
【００５０】
　ユーザは、指を、画像拡大のために接触していた接触位置１０５（タッチパネル１００
）から離して、縮小ボタン１０８に接触させる。次いで、図３（Ｂ）に示すように、この
縮小ボタン１０８（タッチパネル１００）を指で押し込む。この押し込みに応じて、図３
（Ｃ）に示すように、ズーム対象画像１０４が、縮小されて表示される。
【００５１】
　ユーザは、所望の縮小がなされると、指の押し込みを止め、指を縮小ボタン１０８（タ
ッチパネル１００）から離すか、又は接触させたままで止める。これにより、縮小動作が
終了する。尚、ズーム対象画像１０４の拡大率αが１に戻った段階で、縮小動作が終了す
ることも好ましい。
【００５２】
　上述した縮小のための押し込み操作によって、ズーム対象画像１０４が縮小される条件
は、
ｃ）指の接触位置１０５′が縮小ボタン１０８の表示位置範囲と重畳し、
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ｄ）指による押し込みの際の、タッチパネル１００に対する押圧力ｐＣが、所定の押圧力
閾値をｐＴＨ′として、次式
　　（４）　ｐＣ≧ｐＴＨ′
の条件を満たすことである。尚、押圧力閾値ｐＴＨ′は、式（１）の押圧力閾値ｐＴＨと
同一の値に設定されることができる。
【００５３】
　この縮小のための押し込み操作によって、ズーム対象画像１０４は、元の（拡大時の）
接触位置１０５を基点として縮小される。その結果、拡大前の（拡大率α＝１の）画像と
拡大終了後の画像との間に表示された、所望のズームの程度を有するズーム対象画像１０
４に戻ることが可能となる。
【００５４】
　また、ユーザは、指の押し込みの強さ、すなわち押圧力ｐＣの大きさを加減しながら画
像縮小の縮小速度（ズームアウトスピード）ｖＺＯを調整することができる。縮小速度ｖ

ＺＯは、次式
　　（５）　ｖＺＯ＝－ｄα／ｄｔ（αの時間微分）
で定義される。この際、押圧力ｐＣが大きくなるほど、ズーム対象画像１０４が、より高
い速度ｖＺＯで縮小される。尚、押圧力ｐＣと縮小速度ｖＺＯとの関係として、図２にお
いて拡大速度ｖＺＩを縮小速度ｖＺＯに置き換え、閾値ｐＴＨを閾値ｐＴＨ′に置き換え
たものを用いることができる。
【００５５】
　また、変更態様として、押圧力ｐＣの大きさに応じて、拡大率αが決定されることも好
ましい。例えば、拡大率αが、押圧力ｐＣの単調減少関数であってもよく、押圧力ｐＣに
ついてｐＣに係る係数が負値である一次関数であってもよい。この場合、ユーザが指で押
し込むほど（押圧力ｐＣが大きくなるほど）、より拡大率αの低い（より１に近い拡大率
αの）ズーム対象画像１０４が表示される。
【００５６】
　尚、画像を縮小するための縮小オブジェクトは、仮想ボタンである縮小ボタン１０８に
限定されるものではなく、例えば、表示された画像内の所定の領域、例えば画面の右下角
の領域、であってもよい。
【００５７】
　さらに、ユーザは、戻しボタン１０９を押し込むことによって、拡大されたズーム対象
画像１０４を、拡大前の（拡大率α＝１の）ズーム対象画像１０４に一挙に戻すことがで
きる。この押し込みによって、ズーム対象画像１０４が拡大前の状態に戻る条件は、
ｅ）指の接触位置１０５′′が戻しボタン１０９の表示位置範囲と重畳し、
ｆ）指による押し込みの際の、タッチパネル１００に対する押圧力ｐＣが、所定の押圧力
閾値をｐＴＨ′′として、次式
　　（６）　ｐＣ≧ｐＴＨ′′
の条件を満たすことである。尚、押圧力閾値ｐＴＨ′′は、式（１）の押圧力閾値ｐＴＨ

と同一の値に設定されることができる。
【００５８】
　また、更なる変更態様として、画像拡大のために接触させていた指を、接触位置１０５
（タッチパネル１００）から離隔させることによって、拡大されたズーム対象画像１０４
を、拡大前の（拡大率α＝１の）ズーム対象画像１０４に一挙に戻すことも好ましい。こ
の場合、縮小ボタン１０８又は戻しボタン１０９を用いずに、すなわち指の接触位置を移
動させることなく、（拡大率α＝１への）画像の縮小が可能となる。
【００５９】
　図４（Ａ）乃至（Ｃ）は、「クリックズーム」操作とドラッグ操作とが区別して実行さ
れる様子を説明するための、携帯型情報機器１の前面図、及びズーム対象画像の概略図で
ある。尚、以下に説明する実施形態では、ズーム対象画像として地図が表示されているが
、本発明は当然にこれに限定されるものではなく、例えば、新聞・雑誌、書籍又は写真等
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の画像が表示されていてもよい。
【００６０】
　図４（Ａ）によれば、ディスプレイ１０１の画面には、ズーム対象画像であり、移動（
スクロール）対象画像でもある地図画像２０４が表示されている。この地図画像２０４を
拡大する場合、図１（Ａ）乃至（Ｃ）を用いて説明したように、ユーザは「クリックズー
ム」操作を行う。その結果、図４（Ｂ）に示すように、地図画像２０４は、指の接触位置
２０５を基点として拡大される。この際、上述したように、指による押圧力ｐＣは、式（
１）ｐＣ≧ｐＴＨの条件を満たす。
【００６１】
　一方、この地図画像２０４全体を移動させる場合（スクロールする場合）、ユーザは、
最初に、指を地図画像２０４内の一点（本実施形態では接触位置２０５）に接触させる。
次いで、指を接触させたまま移動（スライド）させる。すなわち、いわゆるドラッグ操作
を行う。その結果、図４（Ｃ）に示すように、指の動きに合わせて、地図画像２０４全体
が移動する（スクロールされる）。
【００６２】
　ここで、この指による押圧力ｐＣが式（１）の条件を満たさずｐＣ＜ｐＴＨとなるよう
に設定することによって、このドラッグ操作を、上述した「クリックズーム」操作から確
実に区別して実行させることができる。これは、通常のドラッグ操作時での指による押圧
力ｐＣ値を求め、この値よりも十分に大きな押圧力閾値ｐＴＨを採用することによって可
能となる。
【００６３】
　尚、本実施形態において、地図画像２０４は、ディスプレイ１０１の画面の一部をなす
所定領域を占めるものである。この地図画像２０４が拡大される場合でも、また、この地
図画像２０４が移動する（スクロールされる）場合でも、その占める領域の位置及び大き
さは変化しないように設定されている。
【００６４】
　以上に述べたように、本発明による「クリックズーム」操作では、地図画像（ズーム対
象画像）２０４を、指によって所定閾値ｐＴＨ以上の押圧力ｐＣで押し込むことにより、
拡大させる。従って、「クリックズーム」操作と、所定閾値ｐＴＨ未満の押圧力ｐＣで接
触する操作とを確実に実行し分けることができる。この結果、携帯型情報機器１を保持し
た片手の指でも、「クリックズーム」操作を含む多様な操作を実行し分けることが可能と
なる。
【００６５】
　図５は、本発明による携帯型情報機器１の一実施形態を概略的に示す斜視図及び機能構
成図である。
【００６６】
　図５によれば、携帯型情報機器１は、タッチパネル１００と、ディスプレイ１０１と、
触覚応答機構部１０２と、押圧力検出部１０３と、プロセッサ・メモリとを有する。ここ
で、プロセッサ・メモリは、プログラムを実行することによってその機能を実現させる。
【００６７】
　ディスプレイ１０１は、画面にズーム対象画像１０４（２０４）を表示する。また、タ
ッチパネル１００は、ディスプレイ１０１の画面上に配置されており、ユーザの指の接触
位置を時間経過に応じて逐次出力する。このタッチパネル１００としては、投影型静電容
量方式タッチパネル、表面型静電容量方式タッチパネル、抵抗膜方式タッチパネル、超音
波表面弾性波方式タッチパネル、又は赤外線走査方式タッチパネル等を採用することがで
きる。
【００６８】
　触覚応答機構部１０２は、タッチパネル１００に接触した指に対して、タッチパネル１
００を振動させることにより触覚応答を与える。例えば、ユーザが指をより強く押し込ん
で、拡大速度ｖＺＩ（縮小速度ｖＺＯ）がより高くなるほど、より強い振動が指に与えら
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れる。触覚応答機構部１０２は、例えば、ＰＺＴ（チタン酸ジルコン酸鉛）等の圧電材料
を用いて形成された圧電アクチュエータとすることができる。
【００６９】
　押圧力検出部１０３は、指によってタッチパネル１００に与えられる押圧力ｐＣを検出
する。押圧力検出部１０３は、例えば、タッチパネル１００の四隅下に設置されており、
指を押し付けられて撓んだタッチパネル１００が自身に及ぼす押圧の合計を、押圧力ｐＣ

として検出する。押圧力検出部１０３は、例えば、ＰＺＴ等の圧電材料を用いて形成され
た圧電センサとすることができる。また、圧電アクチュエータで構成された触覚応答機構
部１０２を設ける代わりに又は設けると共に、この押圧力検出部１０３を触覚応答機構部
として利用することも可能である。
【００７０】
　プロセッサ・メモリは、タッチパネル１００から出力される指の接触位置信号と、押圧
力検出部１０３から出力される押圧力信号とを入力し、これらの信号に基づいてユーザの
指による「クリックズーム」操作等を認知する。次いで、それらの操作の内容に合わせて
ズーム対象画像１０４（２０４）を拡大・縮小（ズーム）する。
【００７１】
　同じく図５によれば、このプロセッサ・メモリは、接触位置判定部１２１と、押圧力判
定部１２２と、ズーム速度決定部１２３と、ズーム動作制御部１２４と、触覚応答制御部
１２５と、表示制御部１１１と、アプリケーション処理部１１２とを有している。
【００７２】
　接触位置判定部１２１は、タッチパネル１００から出力される指の接触位置信号を入力
し、指の接触位置がズーム対象画像１０４（２０４）の表示位置範囲と重畳したか否かを
判定する。また、この判定結果を、ズーム速度決定部１２３及びズーム動作制御部１２４
に出力する。さらに、接触位置判定部１２１は、指の接触位置が縮小ボタン１０８の表示
位置範囲と重畳したか否かを判定する。また、この判定結果を、ズーム速度決定部１２３
及びズーム動作制御部１２４に出力する。さらに、接触位置判定部１２１は、指の接触位
置情報をズーム動作制御部１２４に出力する。
【００７３】
　押圧力判定部１２２は、押圧力検出部１０３から出力される押圧力信号を入力し、指に
よる押圧力ｐＣが所定の押圧力閾値ｐＴＨ（ｐＴＨ′）以上であるか否かを判定する。ま
た、この判定結果及び検出された押圧力ｐＣ値を、ズーム速度決定部１２３に出力する。
【００７４】
　ズーム速度決定部１２３は、指の接触位置がズーム対象画像１０４（２０４）の表示位
置範囲と重畳したとの判定結果を入力し、押圧力ｐＣが所定の押圧力閾値ｐＴＨ以上であ
るとの判定結果を入力した際、拡大速度ｖＺＩを決定する。拡大速度ｖＺＩは、押圧力判
定部１２２から入力した押圧力ｐＣの大きさに応じて決定される。ズーム速度決定部１２
３は、図２に示したような、押圧力ｐＣと拡大速度ｖＺＩとの所定の関係を、例えばメモ
リに保持している。ズーム速度決定部１２３は、この保持した関係を用いて、押圧力判定
部１２２から入力した押圧力ｐＣ値に対応する拡大速度ｖＺＩを、逐次算出し、ズーム動
作制御部１２４に逐次出力する。
【００７５】
　ズーム速度決定部１２３は、さらに、指の接触位置が縮小ボタン１０８の表示位置範囲
と重畳したとの判定結果を入力し、押圧力ｐＣが所定の押圧力閾値ｐＴＨ′以上であると
の判定結果を入力した際、縮小速度ｖＺＯを決定する。縮小速度ｖＺＯは、押圧力判定部
１２２から入力した押圧力ｐＣの大きさに応じて決定される。ズーム速度決定部１２３は
、図２において速度ｖＺＩを速度ｖＺＯに置き換え、閾値ｐＴＨを閾値ｐＴＨ′に置き換
えたような、押圧力ｐＣと縮小速度ｖＺＯとの所定の関係を、例えばメモリに保持してい
る。ズーム速度決定部１２３は、この保持した関係を用いて、押圧力判定部１２２から入
力した押圧力ｐＣ値に対応する縮小速度ｖＺＯを、逐次算出し、ズーム動作制御部１２４
に逐次出力する。
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【００７６】
　ズーム動作制御部１２４は、指の接触位置がズーム対象画像１０４（２０４）の表示位
置範囲と重畳したとの判定結果を入力し、（ｐＣ≧ｐＴＨの条件下で決定された）拡大速
度ｖＺＩを入力した際、ズーム対象画像１０４（２０４）を拡大するように表示制御部１
１１に指示する。この際、画像拡大の基点は、接触位置判定部１２１から入力した指の接
触位置情報に基づき、接触位置１０５とされる。また、ズーム対象画像１０４（２０４）
を、入力した拡大速度ｖＺＩで拡大させる。ここで、この画像拡大の基点（接触位置１０
５）は、例えばメモリに格納され、ズーム対象画像１０４（２０４）の表示位置範囲内の
新たな指の接触位置が検出されるまで保存される。
【００７７】
　また、ズーム動作制御部１２４は、ズーム対象画像１０４（２０４）を拡大させる際、
ディスプレイ１０１の画面内に、ズーム対象画像１０４（２０４）を縮小するための縮小
ボタン１０８を表示するように表示制御部１１１に指示する。
【００７８】
　ズーム動作制御部１２４は、さらに、指の接触位置が縮小ボタン１０８の表示位置範囲
と重畳したとの判定結果を入力し、（ｐＣ≧ｐＴＨ′の条件下で決定された）縮小速度ｖ

ＺＯを入力した際、ズーム対象画像１０４（２０４）を縮小するように表示制御部１１１
に指示する。この際、画像縮小の基点は、画像拡大の際に例えばメモリに保存された接触
位置１０５とされる。また、ズーム対象画像１０４（２０４）を、入力した縮小速度ｖＺ

Ｏで縮小させる。
【００７９】
　尚、変更態様として、押圧力ｐＣの大きさに応じて、拡大・縮小速度ではなく、拡大率
αが決定される場合、ズーム速度決定部１２３の代わりに拡大率決定部が設けられる。ズ
ーム動作制御部１２４は、この拡大率決定部から決定された拡大率αを入力し、ズーム対
象画像１０４（２０４）をこの拡大率αの状態にまでズームするように表示制御部１１１
に指示する。
【００８０】
　また、他の変更態様として、画像拡大のために接触させていた指を接触位置１０５（タ
ッチパネル１００）から離隔させることによって、拡大されたズーム対象画像１０４を拡
大前（拡大率α＝１）に一挙に戻す形態の場合を説明する。この場合、ズーム動作制御部
１２４は、ズーム対象画像１０４（２０４）を拡大させた後に、接触位置判定部１２１か
ら指の接触位置が存在しない（指がタッチパネル１００から離隔した）との情報を入力す
ると、ズーム対象画像１０４（２０４）を拡大率α＝１の状態に戻すように表示制御部１
１１に指示を行う。
【００８１】
　ズーム動作制御部１２４は、さらにまた、触覚応答機構部１０２に、拡大速度ｖＺＩ及
び縮小速度ｖＺＯの情報を出力する。ここで、触覚応答制御部１２５は、ズーム動作制御
部１２４から入力した拡大速度ｖＺＩ又は縮小速度ｖＺＯの情報に基づき、拡大速度ｖＺ

Ｉ又は縮小速度ｖＺＯに応じた触覚応答（例えば振動）を指に対して与えるべく触覚応答
機構部１０２を制御する。
【００８２】
　表示制御部１１１は、アプリケーション処理部１１２からのアプリケーション処理情報
を入力して、アプリケーションの実行に応じた画像をディスプレイ１０１に表示させる。
また、表示制御部１１１は、ズーム動作制御部１２４から出力される、ズーム対象画像１
０４（２０４）を拡大・縮小（ズーム）させる指示情報を入力する。次いで、指示された
拡大速度ｖＺＩ又は縮小速度ｖＺＯで、ズーム対象画像１０４（２０４）をズームするよ
うにディスプレイ１０１に表示させる。
【００８３】
　図６は、本発明による画像ズーム方法の一実施形態を示すフローチャートである。
【００８４】
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　図６によれば、最初に、ディスプレイ１０１にズーム対象画像１０４（２０４）が表示
される（ステップＳ６０１）。次いで、タッチパネル１００により指の接触が検知される
（ステップＳ６０２）。次いで、接触位置判定部１２１が、指の接触位置がズーム対象画
像１０４（２０４）の表示位置範囲と重畳したか否かを判定する（ステップＳ６０３）。
ズーム対象画像１０４（２０４）の表示位置範囲と重畳したと判定された際、押圧力検出
部１０３が、指による押圧力ｐＣを測定する（ステップＳ６０４）。一方、ズーム対象画
像１０４（２０４）の表示位置範囲と重畳していないと判定された際、ステップＳ６０２
に戻って、指の接触の検知が行われる。
【００８５】
　指による押圧力ｐＣの測定（ステップＳ６０４）後、押圧力判定部１２２が、押圧力ｐ

Ｃが所定の押圧力閾値ｐＴＨ以上であるか否かを判定する（ステップＳ６１１）。押圧力
閾値ｐＴＨ以上であると判定された際、ズーム速度決定部１２３が、押圧力ｐＣの大きさ
に応じて、ズーム対象画像１０４（２０４）を拡大する際の拡大速度ｖＺＩを決定する（
ステップＳ６１２）。次いで、ズーム動作制御部１２４が、ズーム対象画像１０４（２０
４）を、検出された指の接触位置１０５を基点にして、決定された拡大速度ｖＺＩで拡大
させる（ステップＳ６１３）。
【００８６】
　また、ズーム動作制御部１２４は、ディスプレイ１０１の画面内に、ズーム対象画像１
０４（２０４）を縮小するための縮小ボタン１０８を表示させる（ステップＳ６１４）。
ここで、画像拡大の基点（接触位置１０５）が、後に発動し得る縮小動作に備えて、メモ
リに保存されることも好ましい。次いで、押圧力検出部１０３は、再度、指による押圧力
ｐＣを測定する（ステップＳ６１５）。次いで、押圧力判定部１２２は、再度、押圧力ｐ

Ｃが所定の押圧力閾値ｐＴＨ以上であるか否かを判定する（ステップＳ６１６）。
【００８７】
　以上に述べたステップＳ６１１乃至ステップＳ６１６は、式（１）ｐＣ≧ｐＴＨを繰り
返し条件とする画像拡大ループを形成する。ここで、式（１）に加えて、ズーム対象画像
１０４（２０４）の拡大率αが所定の上限値αＭＡＸ未満であることを繰り返し条件に挙
げることも好ましい。この場合、ズーム対象画像１０４（２０４）が拡大し、その拡大率
αが所定の上限値αＭＡＸに達した段階で、画像拡大ループ（画像拡大動作）は終了する
。
【００８８】
　画像拡大ループ（ステップＳ６１１乃至ステップＳ６１６）の終了後、タッチパネル１
００により、再度、指の接触が検知される（ステップＳ６２１）。次いで、接触位置判定
部１２１は、指の接触位置が縮小ボタン１０８の表示位置範囲と重畳したか否かを判定す
る（ステップＳ６２２）。縮小ボタン１０８の表示位置範囲と重畳したと判定された際、
押圧力検出部１０３は、再度、指による押圧力ｐＣを測定する（ステップＳ６２３）。一
方、縮小ボタン１０８の表示位置範囲と重畳していないと判定された際、後述するステッ
プＳ６４１に進む。
【００８９】
　指による押圧力ｐＣの測定（ステップＳ６２３）後、押圧力判定部１２２は、押圧力ｐ

Ｃが所定の押圧力閾値ｐＴＨ′以上であるか否かを判定する（ステップＳ６３１）。押圧
力閾値ｐＴＨ′以上であると判定された際、ズーム速度決定部１２３は、押圧力ｐＣの大
きさに応じて、ズーム対象画像１０４（２０４）を縮小する際の縮小速度ｖＺＯを決定す
る（ステップＳ６３２）。
【００９０】
　次いで、ズーム動作制御部１２４は、ズーム対象画像１０４（２０４）を、メモリに保
存されていた指の接触位置１０５を基点にして、決定された縮小速度ｖＺＯで拡大させる
（ステップＳ６３３）。次いで、押圧力検出部１０３は、再度、指による押圧力ｐＣを測
定する（ステップＳ６３４）。次いで、押圧力判定部１２２は、再度、押圧力ｐＣが所定
の押圧力閾値ｐＴＨ′以上であるか否かを判定する（ステップＳ６３５）。
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【００９１】
　以上に述べたステップＳ６３１乃至ステップＳ６３５は、式（４）ｐＣ≧ｐＴＨ′を繰
り返し条件とする画像縮小ループを形成する。ここで、式（４）に加えて、ズーム対象画
像１０４（２０４）の拡大率αが１よりも大きいことを繰り返し条件に挙げることも好ま
しい。この場合、ズーム対象画像１０４（２０４）が縮小し、その拡大率αが１にまで戻
った段階で、画像縮小ループ（画像縮小動作）は終了する。
【００９２】
　画像縮小ループ（ステップＳ６３１乃至ステップＳ６３５）の終了後、接触位置判定部
１２１は、再度、指の接触位置がズーム対象画像１０４（２０４）の表示位置範囲と重畳
したか否かを判定する（ステップＳ６４１）。ズーム対象画像１０４（２０４）の表示位
置範囲と重畳したと判定された際、ステップＳ６０４に戻り、再度、指による押圧力ｐＣ

が測定される。一方、ズーム対象画像１０４（２０４）の表示位置範囲と重畳していない
と判定された際、本画像ズーム方法は終了する。
【００９３】
　以上に述べた本発明の種々の実施形態について、本発明の技術思想及び見地の範囲の種
々の変更、修正及び省略は、当業者によれば容易に行うことができる。前述の説明はあく
まで例であって、何ら制約しようとするものではない。本発明は、特許請求の範囲及びそ
の均等物として限定するものにのみ制約される。
【符号の説明】
【００９４】
　１　携帯型情報機器（ユーザインタフェース装置）
　１００　タッチパネル
　１０１　ディスプレイ
　１０２　触覚応答機構部
　１０３　押圧力検出部
　１０４　ズーム対象画像
　１０５、１０５′、２０５　指の接触位置
　１０６ａ、１０６ｂ　ペンの頭部の位置
　１０７　インジケータ
　１０８　縮小ボタン（縮小オブジェクト）
　１０９　戻しボタン
　１１１　表示制御部
　１１２　アプリケーション処理部
　１２１　接触位置判定部
　１２２　押圧力判定部
　１２３　ズーム速度決定部
　１２４　ズーム動作制御部
　１２５　触覚応答制御部
　２０４　地図画像（ズーム対象画像）
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