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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、
　前記表示部上の座標を入力するための座標入力部と、
　前記座標入力部への入力に基づく処理を行うプロセッサと、
　を備え、
　前記プロセッサは、
　　前記表示部にシステム画面を表示させ、
　　前記座標入力部で入力された座標に基づいて前記システム画面における拡大対象領域
を設定し、
　　前記表示部に、前記拡大対象領域を所定の倍率で拡大した拡大画像を前記拡大対象領
域の少なくとも一部に重畳して表示させ、
　　前記拡大画像を表示した状態でなされる前記座標入力部への入力が、前記拡大画像内
の座標を起点とするドラッグ操作によるものであるか否かを監視し、
　　前記拡大画像を表示した状態でなされる前記座標入力部への入力が、前記拡大画像内
の座標を起点とするドラッグ操作によるものであるときは、ドラッグ操作中の座標を監視
し、
　　前記ドラッグ操作中の座標が、前記拡大画像の外の領域であってかつ前記拡大対象領
域外に存在する場合は前記拡大画像を消去し、前記拡大画像の外の領域であってかつ前記
拡大対象領域内に存在する場合は前記拡大画像を消去しない、
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　情報処理装置。
【請求項２】
　前記ドラッグ操作は、前記システム画面上に配置されたアイコンをドラッグする操作で
ある、
　請求項１記載の情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、画面の一部の領域を拡大して表示可能な情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ノートパソコンやデスクトップパソコン等の情報処理装置においては表示部の高
解像度化が進んでいる。しかし、表示部の高解像度化が進むと、表示される文字やアイコ
ン等のオブジェクトが小さくなり、オブジェクトに対する視認性が低下する。この問題に
対処可能な技術として、特許文献１に記載の技術がある。特許文献１は、情報処理装置に
おいて、画面の一部の領域を拡大して表示可能な技術を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－２７４５８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本開示は、画面の一部の領域を拡大して表示させた場合における操作性を向上可能な情
報処理装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示における情報処理装置は、
　表示部と、
　表示部上の座標を入力するための座標入力部と、
　座標入力部への入力に基づく処理を行うプロセッサと、
　を備え、
　プロセッサは、
　　表示部にシステム画面を表示させ、
　　座標入力部で入力された座標に基づいてシステム画面における拡大対象領域を設定し
、
　　表示部に、拡大対象領域を所定の倍率で拡大した拡大画像をシステム画面に重畳して
表示させ、
　　拡大画像を表示した状態でなされる座標入力部への入力が、拡大画像内の座標を起点
とするドラッグ操作によるものであるか否かを監視し、
　　拡大画像を表示した状態でなされる座標入力部への入力が、拡大画像内の座標を起点
とするドラッグ操作によるものであるときは、ドラッグ操作中の座標を監視し、
　　ドラッグ操作中の座標が、拡大画像の縁によって規定される所定の領域内に存在する
こととなった場合は拡大画像を消去する。
【発明の効果】
【０００６】
　本開示における情報処理装置は、画面の一部の領域を拡大して表示させた場合における
操作性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
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【図１】実施の形態１における情報処理装置の外観を示す図
【図２】実施の形態１における情報処理装置の構成を示すブロック図
【図３】システム画面のスクリーンショットを示した図
【図４】拡大画像表示処理を説明するためのフローチャート
【図５】拡大対象領域が指定されたシステム画面のスクリーンショットを示した図
【図６】拡大画像を重畳して表示したシステム画面のスクリーンショットを示した図
【図７】拡大画像を、拡大対象領域と拡大画像とが重なった状態で重畳して表示したシス
テム画面のスクリーンショットを示した図
【図８】拡大画像を重畳して表示したシステム画面のスクリーンショットを示した図
【図９】拡大画像消去処理を説明するためのフローチャート
【図１０】拡大画像の消去処理の一例を示すシステム画面のスクリーンショットを示した
図
【図１１】拡大画像の消去処理後の一例を示すシステム画面のスクリーンショットを示し
た図
【図１２】拡大画像の消去処理の他の例を示すシステム画面のスクリーンショットを示し
た図
【図１３】拡大画像の消去処理のさらに他の例を示すシステム画面のスクリーンショット
を示した図
【図１４】拡大画像の消去処理における例外処理の例を示すシステム画面のスクリーンシ
ョットを示した図
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細
な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一
の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長にな
るのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
【０００９】
　なお、発明者（ら）は、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の
説明を提供するのであって、これらによって特許請求の範囲に記載の主題を限定すること
を意図するものではない。
【００１０】
（本開示に至った経緯）
　従来より、アイコンやタスクバー等が配置されたデスクトップ等の画面（システム画面
）の一部の領域を拡大して表示可能な情報処理装置が存在する。このような情報処理装置
においては、例えば、前記一部の領域を拡大した画像（以下、適宜「拡大画像」という）
を、システム画面における拡大元の領域（拡大対象領域）に重畳して表示することが考え
られる。しかし、このような表示方法を採用した場合、システム画面の一部が拡大画像に
よって隠されてしまう。そのため、拡大画像に含まれるフォルダ等のアイコンを、システ
ム画面における上記隠された領域にドラッグすることができないという課題がある。
【００１１】
　本開示は上記課題に鑑みてなされたものであり、システム画面の一部の領域を拡大して
表示させた場合における操作性を向上可能な情報処理装置を提供することを課題とする。
【００１２】
（実施の形態１）
　以下、図面を参照して、実施の形態１を説明する。
【００１３】
１－１．構成
　図１は、実施の形態１における情報処理装置の外観を示す図である。
【００１４】
　情報処理装置１００はインストールされたＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）
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に基づいて所定の情報処理を行う。本実施の形態では、本開示の情報処理装置をノートパ
ソコンに適用した例を説明する。なお、本開示の情報処理装置は、ラップトップＰＣやタ
ブレットＰＣ、スマートフォン等にも適用可能である。
【００１５】
　情報処理装置１００は、表示装置１１０、タッチパネル１２０、キーボード１３０、タ
ッチパッド１４０、及びボタン１５０を備える。
【００１６】
　表示装置１１０は、画像や映像を表示する。本実施の形態では表示装置１１０として液
晶ディスプレイを用いている。
【００１７】
　タッチパネル１２０は、表示装置１１０に一体として組み込まれたセンサーである。情
報処理装置１００の使用者は表示装置１１０の表示面にタッチ（接触）することで、タッ
チパネル１２０を介して情報処理装置１００を操作することができる。タッチパネル１２
０は、表示装置１１０上に表示されるカーソルの移動や、カーソルによって指定されるオ
ブジェクトに対する指示の発令などの処理を実行することができる。カーソルの移動はタ
ッチパネル１２０を指でなぞることで行う。指示の発令はタッチパネル１２０をタップす
ることで行う。
【００１８】
　キーボード１３０は、使用者からのキー入力を受け付ける。
【００１９】
　タッチパッド１４０は、使用者からのタッチによる入力を受け付ける。使用者はタッチ
パッド１４０にタッチすることで、情報処理装置１００を操作することができる。タッチ
パッド１４０は、表示装置１１０上に表示されるカーソルの移動や、カーソルによって指
定されるオブジェクトに対する指示の発令などの処理を実行することができる。カーソル
の移動は、タッチパッド１４０を指でなぞることで行う。指示の発令は、タッチパッド１
４０をタップすることで行う。
【００２０】
　ボタン１５０は、押下操作が可能な入力装置である。本実施の形態の情報処理装置１０
０は、複数個のボタン１５０を備える。使用者はボタン１５０を操作することで、情報処
理装置１００を操作することができる。ボタン１５０で実行できる操作としては、例えば
、左クリックおよび右クリック動作、ダブルクリック動作などが含まれる。
【００２１】
　タッチパネル１２０、キーボード１３０、及びタッチパッド１４０は、表示装置１１０
の表示画面の座標を入力するための座標入力部として機能させることができる。なお、本
実施形態では、タッチパネル１２０を座標入力部として機能させる場合を説明する。なお
、本実施形態において、例えばタッチパネル１２０やタッチパッド１４０を指でなぞるこ
とにより、あるいは、キーボード１３０の方向キーを操作することにより、カーソルを連
続的に移動させることをドラッグ操作という。以下においては、タッチパネル１２０でド
ラッグ操作を行う場合を説明するが、タッチパッド１４０やキーボード１３０を用いてド
ラッグ操作を行ってもよい。
【００２２】
　図２は、実施の形態１における情報処理装置１００のブロック図である。
【００２３】
　情報処理装置１００は、プロセッサ２１０、記憶装置２２０、及びバス２３０をさらに
備える。
【００２４】
　プロセッサ２１０は、記憶装置２２０に保存されたプログラムを実行する。プロセッサ
２１０は、プログラムを実行することで情報処理装置１００を構成する要素を制御する。
例えば、プロセッサ２１０は、所定のプログラムを実行することで記憶装置２２０に保存
されている画像情報を表示装置１１０に表示させる。
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【００２５】
　記憶装置２２０は、情報処理装置１００が情報処理を行う為に必要なデータを一時的、
または恒久的に保存する。記憶装置２２０は、例えば、プログラムや、プログラムが参照
する数値を保存する。記憶装置２２０としては例えば不揮発性メモリやＨＤＤ（Ｈａｒｄ
　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）が用いられる。記憶装置２２０にはＯＳが記憶されている。Ｏ
Ｓは、情報処理装置１００が備える構成要素をプログラム（ソフトウェア）が取り扱うこ
とを可能とするシステムを使用者に提供する。また、記憶装置２２０には、後述する拡大
画像消去処理のためのプログラム（以下、適宜単に「プログラム」という）が記憶されて
いる。
【００２６】
　バス２３０は、情報処理装置１００を構成する要素が送受信する制御信号やデータの通
信経路である。バス２３０を介して、制御信号やデータが情報処理装置１００の各構成要
素の間で送受信される。本実施の形態ではバス２３０には、表示装置１１０、タッチパネ
ル１２０、タッチパッド１４０、ボタン１５０、プロセッサ２１０、及び記憶装置２２０
が接続されている。
【００２７】
　プロセッサ２１０は、バス２３０を介して、情報処理装置１００を構成する各要素との
間で種々の信号を送受信し、これにより各要素を制御する。例えば、タッチパネル１２０
は、バス２３０を介してプロセッサ２１０に座標情報を送る。座標情報とはタッチパネル
１２０において使用者がタッチした部分の座標に関する情報である。プロセッサ２１０は
、受信した座標情報を使用してプログラムを実行し、種々の信号や画像データを生成する
。生成された種々の信号は、バス２３０を介して記憶装置２２０に送信され、記憶装置２
２０にデータとして記録される。また、生成された画像データは、バス２３０を介して表
示装置１１０に送信される。表示装置１１０は、画像データが示す画像を表示する。なお
、図示はしないが、キーボード１３０、タッチパッド１４０、ボタン１５０において使用
者が入力した情報に対応する信号もバス２３０を介してプロセッサ２１０に送信される。
【００２８】
１－２．動作
　以上のように構成された情報処理装置１００の動作について説明する。
【００２９】
　プロセッサ２１０は、例えば図３に示すようなシステム画面４１０を表示装置１１０に
表示させる。図３は、システム画面のスクリーンショットを示した図である。
【００３０】
　ここで、システム画面４１０とは、例えばＯＳ等の機能によって生成され表示される画
面である。具体的に、システム画面４１０は、デスクトップ４２０、複数のアイコン４３
０、タスクバー、アプリケーションソフトウェアの操作画像等が重畳して表示された画面
である。システム画面４１０の他の例としては、ウェブブラウザの画面、ペイントソフト
の画面などが挙げられる。なお、本実施の形態においては、システム画面４１０は、表示
装置１１０の表示画面の全体に表示されるものとする。なお、システム画面４１０は、表
示装置１１０の表示画面の一部にのみ表示されても良い。
【００３１】
１－２－１．拡大画像表示処理および拡大画像消去処理
　本実施形態の情報処理装置１００は、拡大画像表示処理及び拡大画像消去処理を行うこ
とが可能である。拡大画像表示処理は、使用者によるタッチパネル１２０への操作に応じ
て、システム画面４１０の一部の領域を拡大した拡大画像をシステム画面４１０に重畳し
て表示する処理である。拡大画像消去処理は、拡大画像表示処理により表示させた拡大画
像を、所定の条件が成立したときに消去する処理である。以下、拡大画像表示処理及び拡
大画像消去処理について説明する。
【００３２】
１－２－１－１．拡大画像表示処理
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　拡大画像表示処理について説明する。図４は、拡大画像表示処理を説明するためのフロ
ーチャートである。
【００３３】
　図４のフローチャートにおける各処理は、プロセッサ２１０が記憶装置２２０に記憶さ
れたプログラムを種々のデータを参照しながら実行することにより実現される。なお、以
下では、拡大画像表示処理の開始前に、表示装置１１０に図３に示されるようなシステム
画面４１０が表示されている場合を例として説明する。
【００３４】
　拡大画像表示処理は、使用者が所定のプログラムを明示的に実行することにより開始さ
れても良いし、ＯＳのバックグラウンド処理機能によって開始されても良い。
【００３５】
　まず、プロセッサ２１０は、拡大対象領域の指定を受け付ける（Ｓ１１０）。拡大対象
領域は使用者によって指定される。拡大対象領域はシステム画面４１０内の一部の領域で
ある。
【００３６】
　図５は、拡大対象領域が指定されたシステム画面のスクリーンショットを示した図であ
る。
【００３７】
　本実施の形態では、例えばタッチパネル１２０に対する使用者のタッチ操作等によって
座標７１０と座標７２０の２点が指定されることで拡大対象領域５１０が指定されるもの
とする。例えば、親指と中指を用いて、タッチパネル１２０の２点７１０、７２０に同時
に触れることで指定される。すなわち、２点間を結ぶ直線を対角線とする矩形領域が拡大
対象領域として指定される。座標に関する情報は、ＯＳからプログラムに受け渡される。
【００３８】
　プロセッサ２１０は、ステップＳ１１０において指定された拡大対象領域５１０を拡大
した拡大画像をシステム画面４１０に重畳して表示する（Ｓ１２０）。具体的には、プロ
セッサ２１０は、拡大対象領域５１０を所定の倍率で拡大した拡大画像を生成する。生成
した拡大画像は記憶装置２２０に保存される。
【００３９】
　図６は、拡大画像を重畳して表示したシステム画面のスクリーンショットを示した図で
ある。図７は、拡大画像を、拡大対象領域と拡大画像とが重なった状態で重畳して表示し
たシステム画面のスクリーンショットを示した図である。
【００４０】
　図７に示すように、プロセッサ２１０は、生成した拡大画像６１０をシステム画面４１
０に、拡大画像６１０の中心Ｘ１と拡大対象領域５１０の中心Ｘ２とが一致するように、
重畳して表示する。なお、中心Ｘ１、Ｘ２を一致させると、拡大対象領域５１０の位置に
よっては、例えば、図８（ａ）に示すように、拡大画像６１０の表示範囲がシステム画面
４１０の表示範囲から外側にはみ出したり、図８（ｂ）に示すように、拡大画像６１０の
縁がシステム画面４１０の縁から内側へ所定距離Ｌの範囲に入ってしまったりする場合が
ある。このような場合、プロセッサ２１０は、図８（ｃ）に示すように、システム画面４
１０の縁から所定距離Ｌだけ内側に離れた位置に、拡大画像６１０の縁が位置するように
、拡大画像６１０を表示させる。このとき、拡大画像６１０の中心と拡大対象領域の中心
とは一致しないこととなる。
【００４１】
　プロセッサ２１０は、拡大画像６１０内のアイコン等に対して操作が行われた場合、そ
れに対応する処理を行う。また、拡大画像６１０内においてアイコンの移動等の操作が行
われた場合、当該操作をシステム画面４１０における拡大元の領域（拡大対象領域）に対
しても反映させる。
【００４２】
１－２－１－２．拡大画像消去処理
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　拡大画像消去処理について説明する。図９は、拡大画像消去処理を説明するためのフロ
ーチャートである。
【００４３】
　図９のフローチャートにおける各処理は、プロセッサ２１０が記憶装置２２０に記憶さ
れたプログラムを種々のデータを参照しながら実行することにより行われる。なお、以下
では、拡大画像消去処理の開始前に、表示装置１１０に図６に示すような拡大画像６１０
が表示されている場合を例として説明する。
【００４４】
　まず、プロセッサ２１０は、システム画面４１０に重畳して表示された拡大画像６１０
内の座標を起点とするドラッグ操作が行われているか否かを監視する（Ｓ２１０）。ドラ
ッグ操作が行われているか否かの判断は、本実施形態のプログラムからＯＳに問合せ、問
合せに対してＯＳから返されたドラッグイベントの有無に関する情報に基づいて行われる
。
【００４５】
　上記ドラッグ操作が行われていないときは（Ｓ２１０でＮＯ）、プロセッサ２１０は、
ステップＳ２１０の処理を繰り返し実行する。
【００４６】
　これに対し、上記ドラッグ操作が行われているときは（Ｓ２１０でＹＥＳ）、プロセッ
サ２１０は、ドラッグ操作による現在のタッチ位置の座標が拡大画像６１０の外の領域に
存在する座標であるか否かを監視する（Ｓ２２０）。
【００４７】
　現在のタッチ位置の座標が拡大画像６１０の外の領域の座標であるときは（Ｓ２２０で
ＹＥＳ）、プロセッサ２１０は、拡大画像６１０を消去する（Ｓ２３０）。
【００４８】
　これに対し、現在のタッチ位置の座標が拡大画像６１０の外の領域の座標でないときは
（Ｓ２２０でＮＯ）、プロセッサ２１０は、ステップＳ２１０以後の処理を繰り返し実行
する。
【００４９】
　図１０（ａ）、図１０（ｂ）は、拡大画像６１０の消去処理の一例を示すシステム画面
のスクリーンショットを示した図である。図１０（ａ）に示すように、表示装置１１０に
は、システム画面４１０及び拡大画像６１０が表示されている。この状態において、ユー
ザが画面の位置Ａで示す部分にタッチし、この位置ＡからアイコンＦのドラッグ操作を開
始し、ドラッグ操作におけるタッチ位置が拡大画像６１０の外の領域、例えば位置Ｂに移
動したことを検出すると、図１０（ｂ）に示すように、プロセッサ２１０は、拡大画像６
１０を消去する。これにより、システム画面４１０における拡大画像６１０によって隠さ
れた領域が現れることとなる。この図１０（ｂ）はドラッグ操作中の状態を示しており、
拡大対象領域に存在するアイコンＦ、及びドラッグ中のアイコンＦｍが表示されている。
【００５０】
　ユーザは、例えば、拡大画像６１０に含まれるアイコンＦ等を、システム画面４１０に
おける拡大画像６１０によって隠された領域にドラッグしたい場合、当該アイコンＦを拡
大画像６１０の外の領域にドラッグ操作により一旦移動させればよい。これにより、拡大
画像６１０が自動的に消去され、上記隠された領域が現れることとなる。したがって、ユ
ーザは、図１１に示すように、拡大画像６１０によって隠されていた領域にアイコンＦを
ドラッグ操作により移動させることが可能となる。
【００５１】
　図１２は、実施の形態１における拡大画像の消去処理の他の例を示すシステム画面のス
クリーンショットを示した図である。上記図１０では、アイコンＦに対してドラッグ操作
を行った場合を説明した。しかし、図１２に示すように、拡大画像６１０におけるアイコ
ンＦが存在しない位置（座標Ｃ）を起点としてドラッグ操作が行われ、タッチ位置の座標
が拡大画像６１０の外の領域に含まれるようになると（例えば座標Ｄ）、拡大画像６１０
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を消去してもよい。
【００５２】
　図１３は、拡大画像の消去処理のさらに他の例を示すシステム画面のスクリーンショッ
トを示した図である。上記図１０の例では、ドラッグ操作におけるタッチ位置の座標が拡
大画像６１０の外の領域に含まれる座標になると、拡大画像６１０を消去した。しかし、
図１３に示すように、ドラッグ操作におけるタッチ位置の座標が、拡大画像６１０の縁６
１０Ａから所定距離Ｓだけ内側に設定される枠６２０との間の領域Ｒ内に入ると（例えば
座標Ｅ）、換言すれば、縁６１０Ａから所定距離Ｓの範囲内に入ったときに、拡大画像６
１０を消去してもよい。
【００５３】
　図１４は、拡大画像の消去処理のさらに他の例を示すシステム画面のスクリーンショッ
トを示した図である。具体的に、図１４は、図８（ｃ）を用いて説明したように、拡大画
像１２１０の中心と拡大対象領域１２２０の中心とを一致させずに、拡大画像１２１０を
表示した場合の一例を示す。図１４においては、拡大対象領域１２２０が拡大画像１２１
０によって完全には隠されず、拡大対象領域１２２０の一部が表示されている。ここで、
上記図１０では、ドラッグ操作におけるタッチ位置の座標が拡大画像の外の領域に入ると
、拡大画像を消去した。しかし、図１４に示すように、拡大画像１２１０に含まれる座標
Ｇを起点としてアイコンＦのドラッグ操作が行われた場合において、ドラッグ操作中の座
標（座標Ｈ）が拡大画像１２１０の外の領域に含まれていても、拡大対象領域１２２０内
に含まれるときは、拡大画像１２１０を消去しないようにしてもよい。ドラッグ操作中の
座標（座標Ｈ）が存在する領域が、拡大対象領域１２２０における拡大画像１２１０によ
って隠されていない領域である場合、消去しなくてもドラッグ操作可能だからである。
【００５４】
１－３．効果等
　以上のように、本実施の形態において、情報処理装置１００は、表示装置１１０と、表
示装置１１０上の座標を入力するためのタッチパネル１２０と、タッチパネル１２０への
入力に基づく処理を行うプロセッサ２１０と、を備える。プロセッサ２１０は、表示装置
１１０にシステム画面４１０を表示させ、タッチパネル１２０で入力された座標に基づい
てシステム画面４１０における拡大対象領域を設定し、表示装置１１０に、拡大対象領域
を所定の倍率で拡大した拡大画像６１０をシステム画面４１０に重畳して表示させる。プ
ロセッサ２１０は、拡大画像６１０を表示した状態でなされるタッチパネル１２０への入
力が、拡大画像６１０内の座標を起点とするドラッグ操作によるものであるか否かを監視
する。プロセッサ２１０は、拡大画像６１０を表示した状態でなされるタッチパネル１２
０への入力が、拡大画像６１０内の座標を起点とするドラッグ操作によるものであるとき
は、ドラッグ操作中の座標を監視する。プロセッサ２１０は、ドラッグ操作中の座標が、
拡大画像６１０の縁６１０Ａによって規定される所定の範囲内に存在することとなった場
合は拡大画像６１０を消去する。
【００５５】
　本開示における情報処理装置１００によれば、システム画面４１０の一部の領域を拡大
して表示する場合の操作性を向上させることができる。
【００５６】
　例えば、拡大画像６１０に含まれるフォルダ等のアイコンを、システム画面４１０にお
ける拡大画像６１０によって隠された領域にドラッグしたい場合、拡大画像６１０の外の
領域にアイコンを一旦ドラッグにより移動させればよい。これにより、拡大画像６１０が
自動的に消去され、上記隠された領域が現れる。したがって、当該隠された領域にアイコ
ンをドラッグすることが可能となる。
【００５７】
　本実施の形態において、拡大画像６１０の縁６１０Ａによって規定される所定の領域は
、拡大画像６１０の外の領域である。これにより、ドラッグ中の座標が拡大画像６１０の
外の領域に存在することとなった場合は、拡大画像６１０が消去される。そのため、拡大
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画像６１０の消去のタイミングを使用者が把握しやすくなる。
【００５８】
　本実施の形態において、プロセッサ２１０は、ドラッグ操作中の座標が、図１４に示す
ように、拡大画像１２１０の外の領域に存在する場合であっても、拡大画像１２１０の拡
大対象領域１２２０に存在する場合は、拡大画像１２１０を消去しない。ドラッグ操作中
の座標が存在する領域が、拡大対象領域１２２０における拡大画像１２１０によって隠さ
れていない領域である場合、消去しなくてもドラッグ操作可能だからである。
【００５９】
　本実施の形態において、ドラッグ操作は、システム画面４１０上に配置されたアイコン
をドラッグする操作である。そのため、システム画面４１０上に配置されたアイコンを、
拡大画像６１０上からシステム画面４１０上にドラッグするときの操作性が向上する。
【００６０】
　（他の実施の形態）
　以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態１を説明した。
しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加
、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。また、上記実施の形態１で説明した
各構成要素を組み合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である。
　そこで、以下、他の実施の形態を例示する。
【００６１】
　実施の形態１では、座標入力装置の一例としてタッチパネル１２０を説明した。しかし
、座標入力部は、表示装置１１０上の特定の座標を示すものであればよい。したがって、
座標入力部は、タッチパネル１２０に限定されない。例えばタッチパッド１４０や、マウ
ス（図示しない）などで構成しても良い。ただし、座標入力部としてタッチパネル１２０
を用いれば、使用者は拡大すべき範囲を目で確認しながら入力することが出来る。
【００６２】
　実施の形態１では、拡大画像は拡大対象領域の中心と重ねて表示された。しかし、拡大
画像が、拡大対象領域の中心と重ねて表示されることは必須ではなく、拡大画像は、中心
と重ねないで表示されてもよい。
【００６３】
　実施の形態１では、情報処理装置１００の一例として表示装置１１０を一つ備える例を
説明した。しかし、情報処理装置１００は表示装置１１０を２つ以上備えても良い。その
場合、システム画面４１０は複数の表示装置１１０上にまたがって表示されても良い。
【００６４】
　実施の形態１ではシステム画面４１０が表示装置１１０の表示画面全体（フルスクリー
ン）に表示されている例を説明した。しかし、システム画面４１０は表示装置１１０の表
示画面の一部にのみ表示されてもよい。
【００６５】
　以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態１を説明した。そのため
に、添付図面および詳細な説明を提供した。
【００６６】
　したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のた
めに必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須で
ない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細
な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須で
あるとの認定をするべきではない。
【００６７】
　また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特
許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行
うことができる。
【産業上の利用可能性】



(10) JP 6057187 B2 2017.1.11

10

20

30

【００６８】
　本開示は、画像を拡大して表示する情報処理装置に適用可能である。具体的には、パー
ソナルコンピュータ、スマートフォン、タブレット端末などに、本開示は適用可能である
。
【符号の説明】
【００６９】
　１００　　情報処理装置
　１１０　　表示装置
　１２０　　タッチパネル
　１３０　　キーボード
　１４０　　タッチパッド
　１５０　　ボタン
　２１０　　プロセッサ
　２２０　　記憶装置
　２３０　　バス
　４１０　　システム画面
　４２０　　デスクトップ
　４３０　　アイコン
　５１０　　拡大対象領域
　６１０　　拡大画像
　６１０Ａ　　縁
　６２０　　枠
　７１０　　座標
　７２０　　座標
　１２１０　　拡大画像
　１２２０　　拡大対象領域
　Ｆ　　　アイコン
　Ｒ　　　領域
　Ｘ１　　拡大画像の中心
　Ｘ２　　拡大対象領域の中心
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