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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像が表示される表示領域を有する表示部と、
　前記表示領域に表示された画像を指示するためにユーザーが用いる指示体と前記表示領
域との間の空間距離を検出する距離検出部と、
　前記距離検出部により検出された空間距離が所定の第一閾値以下である場合に、前記指
示体の位置に対応する、前記表示領域における座標を検出する座標検出部と、
　前記座標検出部により検出された検出座標が所定の制限時間以上変化しなかった場合に
、前記表示領域において前記検出座標を含む所定の大きさの周辺領域に表示されている周
辺画像を所定の拡大率で拡大し、当該拡大した周辺拡大画像を前記周辺画像に重ねて表示
する拡大表示処理を実行する拡大表示部と、
　前記拡大表示処理の実行中に、前記距離検出部で検出された空間距離から当該拡大表示
処理の実行開始時に前記距離検出部で検出された空間距離を減じて得られる空間移動量が
小さくなる程、前記拡大率を大きくする第一拡大率調整部と、
　前記拡大表示処理の開始時から前記検出座標が変化するまで、前記開始時からの経過時
間が長くなる程、前記拡大率を大きくする第二拡大率調整部と、
を備え、
　前記拡大表示部は、前記拡大表示処理の実行中に前記検出座標が変化した場合、当該変
化に追従させて前記周辺拡大画像を移動表示させ、
　前記第二拡大率調整部によって大きくされた第二拡大率で前記周辺画像を拡大する前記
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拡大表示処理の実行中に前記検出座標が変化した場合、前記第一拡大率調整部は、前記空
間移動量が小さい程、前記第二拡大率を大きくなるように変更し、前記拡大表示部は、前
記検出座標の変化に追従させて、当該変更後の拡大率で前記周辺画像を拡大した前記周辺
拡大画像を移動表示させる表示制御装置。
【請求項２】
　前記表示領域に表示される画像は、前記指示体を用いてユーザーに選択させる画像であ
る選択肢画像が複数配列された画像である請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の表示制御装置と、
　前記距離検出部により検出された空間距離が前記第一閾値よりも小さい第二閾値以下に
なった場合に、前記表示領域において前記検出座標を含むように表示されている画像に対
応付けられた指示を受け付ける指示受付部と、
を備える電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示制御装置及び当該表示制御装置を備えた電子機器に関し、特に、画像を
拡大表示する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、タッチパネル機能を有する表示部を備えた電子機器において、タッチ操作に
用いる指やペン等の指示体と表示部との距離に応じて、表示部の表示状態を変化させる技
術が知られている。
【０００３】
　例えば下記特許文献１乃び２に記載されているように、複数の画像（アイコン、ボタン
）が表示されたタッチパネルに指が近づけられた場合に、指の位置に対応するタッチパネ
ル上の座標を検知し、当該検知した座標の位置に表示されている画像を拡大表示する技術
が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－１６３５３号公報
【特許文献２】特開２００６－２３６１４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記特許文献１及び２に記載の技術では、指示体を近づけられた画像だけが拡
大表示されるので、指示体を近づけられた画像の周辺の画像が視認しにくくなる虞があっ
た。このため、ユーザーは、表示されている複数の画像の中から所望の画像を探し出す場
合に、指示体を一つずつ各画像に近づけて拡大表示させ、当該拡大表示させた画像が所望
の画像であるか否かを一つずつ確認する手間をかけなければならなかった。
【０００６】
　本発明は、上記の問題を解決するためになされたものであり、ユーザーが、表示された
複数の画像の中から所望の画像を容易に探し出すことができる表示制御装置及び当該表示
制御装置を備えた電子機器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】
【０００７】
　本発明による表示制御装置は、複数の画像が表示される表示領域を有する表示部と、前
記表示領域に表示された画像を指示するためにユーザーが用いる指示体と前記表示領域と
の間の空間距離を検出する距離検出部と、前記距離検出部により検出された空間距離が所
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定の第一閾値以下である場合に、前記指示体の位置に対応する、前記表示領域における座
標を検出する座標検出部と、前記座標検出部により検出された検出座標が所定の制限時間
以上変化しなかった場合に、前記表示領域において前記検出座標を含む所定の大きさの周
辺領域に表示されている周辺画像を所定の拡大率で拡大し、当該拡大した周辺拡大画像を
前記周辺画像に重ねて表示する拡大表示処理を実行する拡大表示部と、前記拡大表示処理
の実行中に、前記距離検出部で検出された空間距離から当該拡大表示処理の実行開始時に
前記距離検出部で検出された空間距離を減じて得られる空間移動量が小さくなる程、前記
拡大率を大きくする第一拡大率調整部と、前記拡大表示処理の開始時から前記検出座標が
変化するまで、前記開始時からの経過時間が長くなる程、前記拡大率を大きくする第二拡
大率調整部と、を備え、前記拡大表示部は、前記拡大表示処理の実行中に前記検出座標が
変化した場合、当該変化に追従させて前記周辺拡大画像を移動表示させ、前記第二拡大率
調整部によって大きくされた第二拡大率で前記周辺画像を拡大する前記拡大表示処理の実
行中に前記検出座標が変化した場合、前記第一拡大率調整部は、前記空間移動量が小さい
程、前記第二拡大率を大きくなるように変更し、前記拡大表示部は、前記検出座標の変化
に追従させて、当該変更後の拡大率で前記周辺画像を拡大した前記周辺拡大画像を移動表
示させる。
【０００８】
　本構成によれば、ユーザーは、表示領域に表示されている画像に指示体を近づけたまま
制限時間待機するだけで、指示体が近づけられた画像の周辺に表示されている周辺画像が
拡大された周辺拡大画像を表示できる。その結果、ユーザーは、従来のように、指示体を
一つずつ各画像に近づけて拡大表示させ、周辺の画像が視認しにくい状態で当該拡大表示
させた画像が所望の画像であるか否かを一つずつ確認する手間をかける場合に比して、容
易に複数の画像の中から所望の画像を探し出すことができる。
【００１０】
　本構成によれば、ユーザーは、拡大表示処理の実行によって周辺拡大画像が表示された
状態のまま指示体を移動させるだけで、当該移動後の指示体の下部の周辺に表示されてい
る画像が拡大された画像を容易に視認することができる。
【００１２】
　本構成によれば、ユーザーは、拡大表示処理の実行中に、指示体を表示領域に近づける
ことにより、指示体の下部の周辺に表示されている画像をより大きく拡大して視認するこ
とができる。
【００１４】
　本構成によれば、ユーザーは、拡大表示処理の実行が開始され、周辺拡大画像が表示さ
れるようになってから、指示体をそのまま移動させない時間を長くすることにより、指示
体の下部の周辺に表示されている画像をより大きく拡大して視認することができる。
【００１５】
　また、前記表示領域に表示される画像は、前記指示体を用いてユーザーに選択させる画
像である選択肢画像が複数配列された画像であってもよい。
【００１６】
　本構成によれば、ユーザーは、表示領域に表示された選択肢画像に指示体を近づけたま
ま制限時間が経過するまで待機して拡大表示処理を実行させることにより、指示体の下部
の周辺に表示されている選択肢画像が拡大された画像を視認することができる。これによ
り、ユーザーは、選択する対象の選択肢画像を探し易くなる。
【００１７】
　本発明による電子機器は、前記表示制御装置と、前記距離検出部により検出された空間
距離が前記第一閾値よりも小さい第二閾値以下になった場合に、前記表示領域において前
記検出座標を含むように表示されている画像に対応付けられた指示を受け付ける指示受付
部と、を備える。
【００１８】
　本構成によれば、ユーザーは、指示体と表示領域との間の空間距離が第二閾値以下にな
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るように、指示体を所望の画像に近づけるだけで、当該所望の画像に対応付けられた指示
を指示受付部に受け付けさせることができる。
【発明の効果】
【００１９】
　この発明によれば、ユーザーが、表示された複数の画像の中から所望の画像を容易に探
し出すことができる表示制御装置及び当該表示制御装置を備えた電子機器を提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明に係る電子機器の一実施形態に係る複写機の外観図である。
【図２】前記複写機の電気的構成を示すブロック図である。
【図３】指示体と表示領域との間の空間距離と、表示領域上の静電容量の変化の大きさと
、の関係を示すグラフである。
【図４】表示領域に表示される操作画面を示す図である。
【図５】表示領域に表示された画像に指示体が近づけられたときの動作を示すフローチャ
ートである。
【図６】拡大表示処理の実行開始時の動作を示すフローチャートである。
【図７】拡大表示処理の実行開始時の操作画面を示す図である。
【図８】拡大表示処理の実行開始後、指示体が水平方向に移動されなかったときの操作画
面を示す図である。
【図９】拡大表示処理の実行中の動作を示すフローチャートである。
【図１０】拡大表示処理の実行中に指示体が移動されたときの操作画面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明に係る電子機器の一実施形態を図面に基づいて説明する。尚、本実施形態
では、電子機器として複写機を例に説明するが、これに限定する趣旨ではなく、電子機器
は、例えば、プリンター、ファクシミリ装置、又はスキャナー等の画像処理装置や、これ
ら画像処理装置の機能を兼ね備えた複合機、ゲーム機、携帯電話、及びカーナビゲーショ
ン装置であってもよい。
【００２２】
　図１は、本発明に係る電子機器の一実施形態に係る複写機１の外観図である。図２は、
複写機１の電気的構成を示すブロック図である。図１及び図２に示すように、複写機１は
、画像読取部２と、画像形成部３と、操作部４と、制御部１０と、を備えている。
【００２３】
　画像読取部２は、図１に示すように、複写機１の上部に設けられている。画像読取部２
は、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）ラインセンサーや露光ラン
プ等を有する不図示の光学系ユニットを備えている。画像読取部２は、制御部１０による
制御の下、光学系ユニットに原稿の画像を読み取らせ、原稿の画像を表す画像データを生
成し、当該画像データを制御部１０へ出力する。
【００２４】
　画像形成部３は、複写機１の内部に設けられている。画像形成部３は、制御部１０によ
る制御の下、制御部１０に入力された画像データに基づいて用紙に画像を形成する。具体
的には、画像形成部３は、感光体ドラム、感光体ドラムの周面に対向して配設された帯電
部、帯電部の下流側であって感光体ドラムの周面に対向して配設された露光部、露光部の
下流側であって感光体ドラムの周面に対向して配設された現像部、現像部の下流側であっ
て感光体ドラムの周面に対向して配設された転写部等を備えた周知の構成を有する。
【００２５】
　操作部４は、図１に示すように、複写機１の正面部に設けられている。操作部４は、ユ
ーザーによる種々の操作指示を入力可能に構成されている。具体的には、操作部４は、タ
ッチパネル装置４１と、操作キー部４２と、を備えている。
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【００２６】
　タッチパネル装置４１は、画像を表示するための表示領域Ｐを有する、液晶ディスプレ
イ等の表示部４１１を備えている。また、タッチパネル装置４１は、静電容量方式のタッ
チパネル機能を有している。タッチパネル装置４１は、このタッチパネル機能を用いて、
距離検出部４１２及び座標検出部４１３として動作する。
【００２７】
　図３は、指示体と表示領域Ｐとの間の空間距離Ｚと、表示領域Ｐ上の静電容量の変化の
大きさと、の関係を示すグラフである。空間距離Ｚとは、表示領域Ｐに直交する方向（、
図１の矢印方向（±Ｖ方向））の距離を示す。以下、表示領域Ｐに直交する方向（図１の
矢印方向（±Ｖ方向））を上下方向と記載する。また、上下方向のうち、表示領域Ｐに近
づく方向（－Ｖ方向）を下方向と記載し、表示領域Ｐから遠ざかる方向（＋Ｖ方向）を上
方向と記載する。
【００２８】
　図３のグラフは、試験運転等の実験値に基づいて予め定められ、タッチパネル装置４１
内の不図示のＲＯＭ等に記憶されている。図３のグラフに示すように、タッチパネル装置
４１が有するタッチパネル機能は、ユーザーの指やペン等の指示体と表示領域Ｐとの間の
空間距離Ｚが第一閾値Ｚ１以下である場合に、表示領域Ｐ上で変化した静電容量の変化が
検出可能である。
【００２９】
　距離検出部４１２は、タッチパネル機能によって、表示領域Ｐ上で変化した静電容量の
変化の大きさが検出されると、上記ＲＯＭ等に記憶されている図３のグラフを用いて、当
該検出された静電容量の変化の大きさを空間距離Ｚに変換する。そして、距離検出部４１
２は、当該空間距離Ｚを示す検出信号を制御部１０に出力する。このようにして、距離検
出部４１２は、指示体と表示領域Ｐとの間の空間距離Ｚを検出する。
【００３０】
　座標検出部４１３は、距離検出部４１２により空間距離Ｚが検出された場合、つまり、
指示体と表示領域Ｐとの間の空間距離Ｚが第一閾値Ｚ１以下である場合に、タッチパネル
機能によって静電容量の変化が検出された表示領域Ｐ上の座標の位置を示す検出信号を制
御部１０に出力する。このようにして、座標検出部４１３は、距離検出部４１２により検
出された空間距離Ｚが第一閾値Ｚ１以下である場合に、指示体の位置に対応する、表示領
域Ｐにおける座標を検出する。
【００３１】
　尚、タッチパネル装置４１は、静電容量方式のタッチパネル機能に限らず、例えば、超
音波方式や光学方式のタッチパネル機能を有していてもよい。そして、タッチパネル装置
４１が、タッチパネル機能の方式に合わせて、上記距離検出部４１２及び上記座標検出部
４１３と同様に動作するようにしてもよい。
【００３２】
　操作キー部４２は、例えば、数値や記号を入力するためのテンキーや、表示部４１１に
表示されたポインター（カーソル）を移動させるための方向キー等の各種キーを含む。
【００３３】
　制御部１０は、複写機１の内部に設けられている。制御部１０は、複写機１の各部の動
作を制御する。具体的には、制御部１０は、所定の演算処理を実行する不図示のＣＰＵ（
Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）と、所定の制御プログラムが記憶さ
れたＥＥＰＲＯＭ等の不図示の不揮発性メモリーと、データを一時的に記憶するための不
図示のＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）と、現在時刻を計時する不
図示のタイマーと、これらの周辺回路等を備えている。
【００３４】
　制御部１０は、不揮発性メモリー等に記憶された制御プログラムをＣＰＵに実行させる
ことにより、例えば、指示受付部１１、拡大表示部１２、第一拡大率調整部１３、及び第
二拡大率調整部１４として動作する。
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【００３５】
　指示受付部１１は、操作キー部４２の操作により入力された複写機１に対する各種指示
を受け付ける。また、指示受付部１１は、指示体による表示領域Ｐに表示された画像のタ
ッチ操作により選択された複写機１に対する各種指示を受け付ける。
【００３６】
　指示受付部１１は、後者の方法で複写機１に対する各種指示を受け付ける場合、指示体
を用いてユーザーに選択させる画像である選択肢画像が複数配列された操作画面を示す画
像を表示領域Ｐに表示する。以下では、操作画面を示す画像を単に操作画面と記載する。
【００３７】
　そして、ユーザーが指示体を下方向に移動させて選択肢画像に近づけることにより、距
離検出部４１２により検出された空間距離Ｚが第一閾値Ｚ１よりも小さい第二閾値Ｚ２（
図３）以下になったとする。この場合、指示受付部１１は、座標検出部４１３により検出
された座標の位置に表示されている選択肢画像がタッチ操作により選択されたと判断し、
当該選択肢画像に対応付けられた指示を受け付ける。
【００３８】
　図４は、表示領域Ｐに表示される操作画面Ｗを示す図である。具体的には、指示受付部
１１は、例えば図４に示す操作画面Ｗを表示領域Ｐに表示する。操作画面Ｗは、文字や記
号が入力される入力欄を示す画像Ｅ１と、文字や記号等が付されたボタンを上記選択肢画
像として複数配列したキーボードを示す画像Ｅ２と、を含んでいる。以下、入力欄を示す
画像Ｅ１を入力欄Ｅ１と記載し、キーボードを示す画像Ｅ２を、キーボードＥ２と記載す
る。
【００３９】
　そして、表示領域Ｐに操作画面Ｗが表示されている場合に、ユーザーが指示体Ｄを下方
向に移動させて文字「ｊ」を示すボタンに近づけたことにより、距離検出部４１２により
検出された空間距離Ｚが第二閾値Ｚ２以下になったとする。この場合、指示受付部１１は
、ユーザーにより文字「ｊ」を示す選択肢画像が選択されたと判断し、当該選択肢画像に
対応付けられた、文字「ｊ」の入力指示を受け付ける。そして、制御部１０は、指示受付
部１１により受け付けられた上記入力指示に従って、文字「ｊ」を入力欄Ｅ１に表示する
。
【００４０】
　以下、表示領域Ｐに表示された画像に指示体Ｄが近づけられたときの動作について説明
する。当該説明の中で、拡大表示部１２、第一拡大率調整部１３、及び第二拡大率調整部
１４の詳細について説明する。尚、以下では、具体例として、図４に示す操作画面Ｗが表
示領域Ｐに表示されている場合に、文字や記号を示すボタン（選択肢画像）に指示体Ｄが
近づけられたときの動作について説明する。図５は、表示領域Ｐに表示された画像に指示
体Ｄが近づけられたときの動作を示すフローチャートである。
【００４１】
　ユーザーが指示体Ｄを下方向に移動させて、例えば図４に示すキーボードＥ２に含まれ
る文字や記号を示す画像に指示体Ｄを近づけたとする。その結果、図５に示すように、距
離検出部４１２が検出した空間距離Ｚが第一閾値Ｚ１以下になり、座標検出部４１３が指
示体Ｄに対応する表示領域Ｐにおける座標を検出したとする（Ｓ１；ＹＥＳ）。以下、座
標検出部４１３が検出した座標を検出座標と記載する。
【００４２】
　この場合、拡大表示部１２は、制御部１０内のタイマーを用いて、ステップＳ１におい
て検出座標が検出された時刻を検出時刻として取得し、当該検出座標と当該検出時刻とを
ＲＡＭに記憶する（Ｓ２）。
【００４３】
　そして、ステップＳ２の実行後、指示体Ｄと表示領域Ｐとの間の空間距離Ｚが第一閾値
Ｚ１以下の状態で、ユーザーが指示体Ｄを水平方向に移動させたとする。水平方向とは、
表示領域Ｐに水平な平面に沿う方向を示す。この場合、座標検出部４１３により移動後の
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座標が検出され（Ｓ３；ＹＥＳ）、当該移動後の検出座標がＲＡＭに記憶されている検出
座標と異なることになる。この場合、拡大表示部１２は、検出座標に変化があったと判定
し（Ｓ４；ＹＥＳ）、ステップＳ２を再び実行する。
【００４４】
　拡大表示部１２は、当該再び実行するステップＳ２においては、ステップＳ３で検出さ
れた移動後の検出座標によって、ＲＡＭに記憶されている移動前の検出座標を更新する。
また、拡大表示部１２は、制御部１０内のタイマーを用いて、当該移動後の検出座標が検
出されたときの現在時刻を検出時刻として取得し、当該取得した検出時刻によって、ＲＡ
Ｍに記憶されている移動前の検出座標が検出された検出時刻を更新する。
【００４５】
　一方、ステップＳ２の実行後、ユーザーが指示体Ｄを上方向に移動させた結果、指示体
Ｄと表示領域Ｐとの間の空間距離Ｚが第一閾値Ｚ１よりも大きくなり、座標検出部４１３
により座標が検出されなくなったとする（Ｓ３；ＮＯ）。この場合、ステップＳ１以降の
処理が繰り返される。
【００４６】
　また、ステップＳ２の実行後、ユーザーが、指示体Ｄを水平方向に移動させずに、下方
向にのみ指示体Ｄを移動させたとする。この場合、座標検出部４１３により座標が検出さ
れ（Ｓ３；ＹＥＳ）、当該検出された検出座標がＲＡＭに記憶されている検出座標と同じ
になる。この場合、拡大表示部１２は、検出座標に変化がないと判定する（Ｓ４；ＮＯ）
。
【００４７】
　そして、ステップＳ４において、拡大表示部１２が検出座標に変化がないと判定した場
合に（Ｓ４；ＮＯ）、距離検出部４１２が検出した空間距離Ｚが第二閾値Ｚ２以下であっ
たとする（Ｓ５；ＹＥＳ）。この場合、指示受付部１１は、ＲＡＭに記憶されている検出
座標の位置に表示されている画像に対応付けられた指示を受け付ける（Ｓ８）。その結果
、制御部１０は、ステップＳ８において指示受付部１１が受け付けた指示に従って複写機
１を動作させ、図５に示す動作を終了する。尚、図５に示す動作の終了時に、制御部１０
は、ＲＡＭに記憶されている検出座標及び検出時刻を削除する。
【００４８】
　一方、ステップＳ４において、拡大表示部１２が検出座標に変化がないと判定した場合
に（Ｓ４；ＮＯ）、距離検出部４１２が検出した空間距離Ｚが第二閾値Ｚ２以下でなかっ
たとする（Ｓ５；ＮＯ）。この場合、拡大表示部１２は、制御部１０内のタイマーを用い
て現在時刻を取得し、当該取得した現在時刻が、ＲＡＭに記憶されている検出時刻から所
定の制限時間経過した後の時刻であるか否かを判定する（Ｓ６）。つまり、ステップＳ６
において、拡大表示部１２は、検出座標が変化していない状態で所定の制限時間が経過し
たか否かを判定する。
【００４９】
　尚、ステップＳ６で用いられる制限時間は、例えば、ユーザーが、タッチ操作する対象
の画像の上部に指示体Ｄが存在していることを確認するために、指示体Ｄの移動を瞬間的
に停止させると考えられる時間よりも長い時間（例えば、３秒程度）に定められ、制御部
１０内の不揮発性メモリーに予め記憶されている。
【００５０】
　ステップＳ６において、拡大表示部１２により、検出座標が変化していない状態で所定
の制限時間が経過していないと判定された場合は（Ｓ６；ＮＯ）、ステップＳ３以降の処
理が繰り返される。その後、拡大表示部１２は、ステップＳ６において、検出座標が変化
していない状態で所定の制限時間が経過したと判定すると（Ｓ６；ＹＥＳ）、拡大表示処
理を実行する（Ｓ７）。
【００５１】
　以下、拡大表示処理の動作について説明する。図６は、拡大表示処理の実行開始時の動
作を示すフローチャートである。図６に示すように、拡大表示部１２は、拡大表示処理の
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実行を開始すると、制御部１０内のタイマーを用いて現在時刻を取得し、当該取得した現
在時刻を当該拡大表示処理の実行を開始した開始時刻としてＲＡＭに記憶する。また、拡
大表示部１２は、拡大表示処理の実行を開始したときに、距離検出部４１２により検出さ
れた空間距離Ｚを開始時空間距離としてＲＡＭに記憶する（Ｓ２１）。
【００５２】
　そして、拡大表示部１２は、ＲＡＭに記憶されている検出座標を含む所定の大きさの周
辺領域に表示されている周辺画像を、所定の拡大率で拡大した周辺拡大画像を生成する。
拡大表示部１２は、当該生成した周辺拡大画像を当該周辺画像に重ねて表示する（Ｓ２２
）。ステップＳ２２で用いられる拡大率は、例えば、ユーザーによって周辺拡大画像が周
辺画像を拡大した画像であることが認識されるような拡大率（例えば、１．２程度）に定
められ、制御部１０内の不揮発性メモリーに予め記憶されている。
【００５３】
　ここで、ステップＳ２２の詳細について説明する。例えば、図４に示すように、指示体
Ｄが文字「ｊ」を示す画像の上部に存在したままの状態で制限時間が経過し、ステップＳ
６の拡大表示処理の実行が開始されたとする。この場合、ステップＳ２において、文字「
ｊ」を示す画像の位置に対応する座標が検出座標としてＲＡＭに記憶されている。
【００５４】
　この場合、拡大表示部１２は、ステップＳ２２において、当該検出座標を含む所定の大
きさの周辺領域ＡＡ（図４の一点鎖線部）に表示されている、５つの文字「ｕ」「ｈ」「
ｊ」「ｋ」「ｍ」を示す画像を周辺画像とする。図７は、拡大表示処理の実行開始時の操
作画面Ｗを示す図である。そして、拡大表示部１２は、図７に示すように、当該周辺画像
を所定の拡大率で拡大した周辺拡大画像ＡＤを生成し、当該周辺拡大画像ＡＤを当該周辺
画像に重ねて表示する。
【００５５】
　参照を図６に戻す。そして、ユーザーが、ステップＳ２２で表示された周辺拡大画像Ａ
Ｄを視認した結果、指示体Ｄを近づけた画像が選択しようとした画像ではないと判断し、
指示体Ｄを上方向に移動させたとする。その結果、指示体Ｄと表示領域Ｐとの間の空間距
離Ｚが第一閾値Ｚ１よりも大きくなり、座標検出部４１３により座標が検出されなくなっ
たとする（Ｓ２３；ＮＯ）。この場合、拡大表示部１２は、当該拡大表示処理の実行を終
了する。尚、拡大表示部１２は、当該拡大表示処理の実行を終了する際に、ＲＡＭに記憶
されている検出座標等の情報を削除する。
【００５６】
　一方、ユーザーが、ステップＳ２２で表示された周辺拡大画像ＡＤの中に、選択しよう
とした画像が含まれているか否かを確認しようとして、指示体Ｄを水平方向に移動させな
かったとする。又は、ユーザーが、指示体Ｄの下部にある画像を選択するために指示体Ｄ
をそのまま下方向に移動させようとして、指示体Ｄを水平方向に移動させなかったとする
。
【００５７】
　この場合、座標検出部４１３により座標が検出され（Ｓ２３；ＹＥＳ）、当該検出され
た検出座標は、ＲＡＭに記憶されている検出座標と同じになる。この場合、拡大表示部１
２は、検出座標に変化がないと判定する（Ｓ２４；ＮＯ）。
【００５８】
　そして、ステップＳ２４において、拡大表示部１２が検出座標に変化がないと判定した
場合に（Ｓ２４；ＮＯ）、距離検出部４１２が検出した空間距離Ｚが第二閾値Ｚ２以下で
あったとする（Ｓ２５；ＹＥＳ）。この場合、指示受付部１１は、ＲＡＭに記憶されてい
る検出座標の位置に表示されている画像に対応付けられた指示を受け付ける（Ｓ３０）。
【００５９】
　その結果、制御部１０は、ステップＳ３０で指示受付部１１が受け付けた指示に従って
複写機１を動作させる。また、拡大表示部１２は、当該拡大表示処理の実行を終了する。
これにより、ＲＡＭに記憶されている検出座標等の情報が削除される。
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【００６０】
　一方、ステップＳ２４において、拡大表示部１２が検出座標に変化がないと判定した場
合に（Ｓ２４；ＮＯ）、距離検出部４１２が検出した空間距離Ｚが第二閾値Ｚ２以下でな
かったとする（Ｓ２５；ＮＯ）。この場合、第二拡大率調整部１４は、不揮発性メモリー
に記憶されている所定の拡大率を取得し、拡大表示処理の実行開始時からの経過時間に応
じて、当該取得した拡大率を変更する。そして、第二拡大率調整部１４は、当該変更後の
拡大率をＲＡＭに記憶する（Ｓ２６）。
【００６１】
　具体的には、ステップＳ２６において、第二拡大率調整部１４は、制御部１０内のタイ
マーを用いて現在時刻を取得する。そして、第二拡大率調整部１４は、ＲＡＭに記憶され
ている当該拡大表示処理の実行を開始した開始時刻から当該取得した現在時刻までに経過
した経過時間を算出する。そして、第二拡大率調整部１４は、不揮発性メモリーに記憶さ
れている所定の拡大率を取得し、当該取得した拡大率を当該算出した経過時間が長い程、
大きくなるように変更する。そして、第二拡大率調整部１４は、変更後の拡大率を第二拡
大率としてＲＡＭに記憶する。
【００６２】
　この場合、拡大表示部１２は、ステップＳ２２で用いた周辺画像を、ステップＳ２６に
おいてＲＡＭに記憶された第二拡大率で拡大する。そして、拡大表示部１２は、ステップ
Ｓ２２で表示した周辺拡大画像ＡＤに代えて、当該拡大した画像を新たな周辺拡大画像Ａ
Ｄとして、周辺画像に重ねて表示する（Ｓ２７）。
【００６３】
　ここで、ステップＳ２６及びステップＳ２７の詳細について説明する。例えば、図７に
示すように、指示体Ｄが文字「ｊ」を示す画像の上部に存在したままの状態で制限時間が
経過し、ステップＳ６の拡大表示処理の実行が開始されたとする。その後、ステップＳ２
２において、５つの文字「ｕ」「ｈ」「ｊ」「ｋ」「ｍ」を示す画像からなる周辺画像を
所定の拡大率で拡大した周辺拡大画像ＡＤが当該周辺画像に重ねて表示されたとする。こ
の場合、ステップＳ２において、文字「ｊ」を示す画像の位置に対応する座標が検出座標
としてＲＡＭに記憶されている。
【００６４】
　そして、当該周辺拡大画像ＡＤが表示された状態で指示体Ｄが水平方向に移動されず、
ステップＳ２６が実行されたとする。この場合、当該ステップＳ２６において、第二拡大
率調整部１４は、上述のように、当該拡大表示処理の実行を開始した開始時刻から現在時
刻までに経過した経過時間を算出する。そして、第二拡大率調整部１４は、不揮発性メモ
リーから取得した拡大率を、上記算出した経過時間が長い程、大きくなるように変更する
。そして、第二拡大率調整部１４は、当該変更後の拡大率を第二拡大率としてＲＡＭに記
憶する。
【００６５】
　具体的には、第二拡大率調整部１４は、上記算出した経過時間と０．１との積を、不揮
発性メモリーから取得した拡大率に加算することにより、上記取得した拡大率を上記算出
した経過時間が長い程、大きくなるように変更する。例えば、上記算出した経過時間が１
秒であり、不揮発性メモリーから取得した拡大率が１．２であったとすると、第二拡大率
調整部１４は、１．２に０．１を加算した結果である１．３を変更後の拡大率とする。尚
、第二拡大率調整部１４による当該拡大率の変更方法は一例に過ぎない。拡大表示処理の
実行を開始した開始時刻からの経過時間が長い程、上記取得した拡大率が大きくなるよう
な方法であれば、どのような方法が採用されてもよい。
【００６６】
　そして、ステップＳ２７において、拡大表示部１２は、ステップＳ２６でＲＡＭに記憶
された第二拡大率でステップＳ２２で用いた周辺画像を拡大する。図８は、拡大表示処理
の実行開始後、指示体Ｄが水平方向に移動されなかったときの操作画面Ｗを示す図である
。そして、拡大表示部１２は、図８に示すように、ステップＳ２２で表示した周辺拡大画
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像ＡＤ（図８の一点鎖線部）に代えて、当該ステップＳ２７において周辺画像を第二拡大
率で拡大した画像ＡＤ１を、新たな周辺拡大画像ＡＤとして、周辺画像に重ねて表示する
。
【００６７】
　参照を図６に戻す。そして、ユーザーが、ステップＳ２７で表示された周辺拡大画像Ａ
Ｄを視認した結果、指示体Ｄを近づけた画像が選択しようとした画像ではないと判断し、
指示体Ｄを上方向に移動させたとする。その結果、指示体Ｄと表示領域Ｐとの間の空間距
離Ｚが第一閾値Ｚ１よりも大きくなり、座標検出部４１３により座標が検出されなくなっ
たとする（Ｓ２８；ＮＯ）。この場合、拡大表示部１２は、当該拡大表示処理の実行を終
了する。これにより、ＲＡＭに記憶されている検出座標等の情報が削除される。
【００６８】
　一方、ユーザーが、ステップＳ２７で表示された周辺拡大画像ＡＤの中に、選択しよう
とした画像が含まれているか否かを確認しようとして、指示体Ｄを水平方向に移動させな
かったとする。又は、ユーザーが、指示体Ｄの下部にある画像を選択するために指示体Ｄ
をそのまま下方向に移動させようとして、指示体Ｄを水平方向に移動させなかったとする
。
【００６９】
　この場合、座標検出部４１３により座標が検出され（Ｓ２８；ＹＥＳ）、当該検出され
た検出座標は、ＲＡＭに記憶されている検出座標と同じになる。この場合、拡大表示部１
２は、検出座標に変化がないと判定し（Ｓ２９；ＮＯ）、再びステップＳ２５以降の処理
を行わせる。尚、再びステップＳ２５以降の処理が行われた場合に行われるステップＳ２
６において、第二拡大率調整部１４は、ＲＡＭに記憶されている第二拡大率を、当該ステ
ップＳ２６において変更後の拡大率によって更新する。
【００７０】
　または、ユーザーが、ステップＳ２２で表示された周辺拡大画像ＡＤを視認した結果、
指示体Ｄを近づけた画像が選択しようとした画像ではないと判断したとする。そして、ユ
ーザーが、選択しようとした画像を探すために、指示体Ｄと表示領域Ｐとの間の空間距離
Ｚを第一閾値Ｚ１以下にしたままの状態で、指示体Ｄを水平方向に移動させたとする。
【００７１】
　この場合、座標検出部４１３により移動後の座標が検出され（Ｓ２３；ＹＥＳ）、当該
移動後の検出座標が、ＲＡＭに記憶されている検出座標と異なることになる。この場合、
拡大表示部１２は、検出座標に変化があったと判定し（Ｓ２４；ＹＥＳ）、処理を図９に
示す動作に移行する。
【００７２】
　同様に、ユーザーが、ステップＳ２７で表示された周辺拡大画像ＡＤを視認した結果、
指示体Ｄを近づけた画像が選択しようとした画像ではないと判断したとする。そして、ユ
ーザーが、選択しようとした画像を探すために、指示体Ｄと表示領域Ｐとの間の空間距離
Ｚを第一閾値Ｚ１以下にしたままの状態で、指示体Ｄを水平方向に移動させたとする。
【００７３】
　この場合も、座標検出部４１３により移動後の座標が検出され（Ｓ２８；ＹＥＳ）、当
該移動後の検出座標が、ＲＡＭに記憶されている検出座標と異なることになる。この場合
も、拡大表示部１２は、検出座標に変化があったと判定し（Ｓ２９；ＹＥＳ）、処理を図
９に示す動作に移行する。
【００７４】
　図９は、拡大表示処理の実行中の動作を示すフローチャートである。拡大表示部１２は
、ステップＳ２４又はステップＳ２９において検出座標に変化があったと判定した場合（
Ｓ２４；ＹＥＳ、Ｓ２９；ＹＥＳ）、図９に示すように、ステップＳ２３又はステップＳ
２８で検出された移動後の検出座標によって、ＲＡＭに記憶されている検出座標を更新す
る（Ｓ３１）。
【００７５】
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　この場合、第一拡大率調整部１３は、距離検出部４１２が検出した空間距離Ｚから、Ｒ
ＡＭに記憶されている開始時空間距離を減じて得られる空間移動量に応じて、ＲＡＭに記
憶されている第二拡大率又は不揮発性メモリーに記憶されている拡大率を変更する。そし
て、第一拡大率調整部１３は、当該変更後の拡大率を第一拡大率としてＲＡＭに記憶する
（Ｓ３２）。
【００７６】
　具体的には、ステップＳ３２において、第一拡大率調整部１３は、ＲＡＭに記憶されて
いる開始時空間距離を取得する。そして、第一拡大率調整部１３は、距離検出部４１２が
検出した空間距離Ｚから、当該取得した開始時空間距離を減算する。そして、第一拡大率
調整部１３は、当該減算結果を、拡大表示処理の実行開始時から指示体Ｄが上下方向に移
動した空間移動量とする。
【００７７】
　そして、第一拡大率調整部１３は、ステップＳ２６が実行されたことにより、ＲＡＭに
第二拡大率が記憶されている場合は、ＲＡＭから第二拡大率を取得する。一方、第一拡大
率調整部１３は、ステップＳ２６が実行されていず、ＲＡＭに第二拡大率が記憶されてい
ない場合は、不揮発性メモリーに記憶されている拡大率を取得する。そして、第一拡大率
調整部１３は、当該取得した拡大率を、上記算出した空間移動量が小さい程、大きくなる
ように変更する。
【００７８】
　この場合、拡大表示部１２は、ＲＡＭに記憶されている移動後の検出座標を取得し、当
該検出座標を含む周辺領域に表示されている画像を新たな周辺画像として取得する。そし
て、拡大表示部１２は、当該取得した新たな周辺画像を、ステップＳ３２においてＲＡＭ
に記憶された第一拡大率で拡大する。そして、拡大表示部１２は、既に表示されている周
辺拡大画像ＡＤに代えて、上記新たな周辺画像を上記第一拡大率で拡大した画像を、新た
な周辺拡大画像ＡＤとして、上記新たな周辺画像に重ねて表示する（Ｓ３３）。
【００７９】
　ここで、ステップＳ３２及びステップＳ３３の詳細について説明する。例えば、図７に
示すように、指示体Ｄが文字「ｊ」を示す画像の上部に存在したままの状態で制限時間が
経過し、ステップＳ６の拡大表示処理の実行が開始されたとする。その後、ステップＳ２
２において、５つの文字「ｕ」「ｈ」「ｊ」「ｋ」「ｍ」を示す画像からなる周辺画像を
不揮発性メモリーに記憶されている拡大率で拡大した周辺拡大画像ＡＤが、当該周辺画像
に重ねて表示されたとする。
【００８０】
　又は、当該ステップＳ２２の実行後、更に、指示体Ｄが文字「ｊ」を示す画像の上部に
存在したままの状態で指示体Ｄが水平方向に移動されず、ステップＳ２７において、図８
に示すように、５つの文字「ｕ」「ｈ」「ｊ」「ｋ」「ｍ」を示す画像からなる周辺画像
をＲＡＭに記憶されている第二拡大率で拡大した周辺拡大画像ＡＤ１が、新たな周辺拡大
画像ＡＤとして、当該周辺画像に重ねて表示されたとする。
【００８１】
　尚、以下では、説明を簡略化するために、不揮発性メモリーに記憶されている拡大率と
第二拡大率とが同じであるものとして説明する。つまり、当該ステップＳ２２及び当該ス
テップＳ２７の実行後には、共に、図７に示すように、５つの文字「ｕ」「ｈ」「ｊ」「
ｋ」「ｍ」を示す画像からなる周辺画像に重ねて、周辺拡大画像ＡＤが表示されているも
のとして説明する。
【００８２】
　そして、図７に示すように周辺拡大画像ＡＤが表示された状態で、指示体Ｄが記号「］
」を示す画像の上部に移動され（Ｓ２４；ＹＥＳ、又は、Ｓ２９；ＹＥＳ）、且つ、指示
体Ｄが下方向に移動されたとする。つまり、指示体Ｄが拡大表示処理の実行開始時よりも
表示領域Ｐに近づいたとする。この場合、ステップＳ３１において、記号「］」を示す画
像が存在する位置に対応する検出座標によって、ＲＡＭに記憶されている検出座標が更新
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される。
【００８３】
　この場合、第一拡大率調整部１３は、ステップＳ３２において、上述のように空間移動
量を算出する。また、第一拡大率調整部１３は、ＲＡＭから第二拡大率を取得する、又は
、不揮発性メモリーから上記拡大率を取得する。そして、第一拡大率調整部１３は、当該
取得した拡大率を当該算出した空間移動量が小さい程、大きくなるように変更する。
【００８４】
　本具体例では、拡大表示処理の実行開始時に比べ、指示体Ｄが表示領域Ｐに近づいてい
るので、距離検出部４１２が検出した空間距離Ｚが上記開始時空間距離よりも短くなる。
このため、空間距離Ｚから上記開始時空間距離を減じて得られる空間移動量は負の値とな
る。つまり、拡大表示処理の実行開始時に比べて、指示体Ｄが表示領域Ｐに近づく程、空
間移動量は小さくなる。
【００８５】
　そこで、第一拡大率調整部１３は、上記算出した空間移動量と０．１との積を、ＲＡＭ
又は不揮発性メモリーから取得した拡大率から減算することにより、当該取得した拡大率
を、上記算出した空間移動量が小さい程、大きくなるように変更する。例えば、上記算出
した空間移動量が－１ｍｍであり、上記取得した拡大率が１．２であったとする。この場
合、第一拡大率調整部１３は、１．２から－０．１を減算した結果である１．３を変更後
の拡大率とする。尚、第一拡大率調整部１３による当該拡大率の変更方法は一例に過ぎな
い。空間移動量が小さい程、上記取得した拡大率が大きくなるような方法であれば、どの
ような方法が採用されてもよい。
【００８６】
　そして、拡大表示部１２は、ステップＳ３３において、ＲＡＭに記憶されている移動後
の検出座標を取得し、当該検出座標を含む周辺領域に表示されている、４つの記号「＝」
「［」「］」「￥」を示す画像（図７参照）を新たな周辺画像として取得する。そして、
拡大表示部１２は、当該取得した新たな周辺画像を、ステップＳ３２でＲＡＭに記憶され
た第一拡大率（本具体例では、１．３）で拡大する。図１０は、拡大表示処理の実行中に
指示体Ｄが移動されたときの操作画面Ｗを示す図である。そして、拡大表示部１２は、図
１０に示すように、既に表示されている周辺拡大画像ＡＤ（図１０の一点鎖線部）に代え
て、当該ステップＳ３２において新たな周辺画像を第一拡大率で拡大した画像ＡＤ２を、
新たな周辺拡大画像ＡＤとして上記新たな周辺画像に重ねて表示する。これにより、指示
体Ｄが水平方向へ移動したことによる検出座標の変化に追従して、周辺拡大画像ＡＤが移
動表示される。
【００８７】
　一方、図７に示すように周辺拡大画像ＡＤが表示された状態で指示体Ｄが文字「ｓ」を
示す画像の上部に移動され（Ｓ２４；ＹＥＳ、又は、Ｓ２９；ＹＥＳ）、且つ、指示体Ｄ
が上方向に移動されたとする。つまり、指示体Ｄが拡大表示処理の実行開始時よりも表示
領域Ｐから遠ざかったとする。この場合、ステップＳ３１において、記号「ｓ」を示す画
像が存在する位置に対応する検出座標によって、ＲＡＭに記憶されている検出画像が更新
される。
【００８８】
　この場合、第一拡大率調整部１３は、ステップＳ３２において、上述のように空間移動
量を算出する。また、第一拡大率調整部１３は、ＲＡＭから第二拡大率を取得する、又は
、不揮発性メモリーから上記拡大率を取得する。そして、第一拡大率調整部１３は、当該
取得した拡大率を当該算出した空間移動量が小さい程、大きくなるように変更する。
【００８９】
　本具体例では、拡大表示処理の実行開始時に比べ、指示体Ｄが表示領域Ｐから遠ざかっ
ているので、距離検出部４１２が検出した空間距離Ｚが上記開始時空間距離よりも長くな
る。このため、空間距離Ｚから上記開始時空間距離を減じて得られる空間移動量は正の値
となる。つまり、拡大表示処理の実行開始時に比べて、指示体Ｄが表示領域Ｐから遠ざか
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る程、空間移動量は大きくなる。
【００９０】
　そこで、第一拡大率調整部１３は、上記具体例と同様に、上記算出した空間移動量と０
．１との積を、ＲＡＭ又は不揮発性メモリーから取得した拡大率から減算することにより
、当該取得した拡大率を、上記算出した空間移動量が小さい程、大きくなるように変更す
る。例えば、上記算出した空間移動量が１ｍｍであり、上記取得した拡大率が１．２であ
ったとする。この場合、第一拡大率調整部１３は、１．２から０．１を減算した結果であ
る１．１を変更後の拡大率とする。尚、第一拡大率調整部１３による当該拡大率の変更方
法は一例に過ぎない。空間移動量が小さい程、上記取得した拡大率が大きくなるような方
法であれば、どのような方法が採用されてもよい。
【００９１】
　この場合、拡大表示部１２は、ステップＳ３３において、ＲＡＭに記憶されている移動
後の検出座標を取得し、当該検出座標を含む周辺領域に表示されている、５つの文字「ｗ
」「ａ」「ｓ」「ｄ」「ｘ」を示す画像（図７参照）を新たな周辺画像として取得する。
そして、拡大表示部１２は、当該取得した新たな周辺画像を、当該ステップＳ３２でＲＡ
Ｍに記憶された第一拡大率（本具体例では、１．１）で拡大する。そして、拡大表示部１
２は、図１０に示すように、既に表示されている周辺拡大画像ＡＤ（図１０の一点鎖線部
）に代えて、当該ステップＳ３２において新たな周辺画像を第一拡大率で拡大した画像Ａ
Ｄ３を、新たな周辺拡大画像ＡＤとして上記新たな周辺画像に重ねて表示する。
【００９２】
　参照を図９に戻す。そして、ユーザーが、ステップＳ３３で新たに表示された周辺拡大
画像ＡＤを視認した結果、指示体Ｄを近づけた画像が選択しようとした画像ではないと判
断し、指示体Ｄを上方向に移動させたとする。その結果、指示体Ｄと表示領域Ｐとの間の
空間距離Ｚが第一閾値Ｚ１よりも大きくなり、座標検出部４１３により座標が検出されな
くなったとする（Ｓ３４；ＮＯ）。この場合、拡大表示部１２は、当該拡大表示処理の実
行を終了する。これにより、ＲＡＭに記憶されている検出座標等の情報が削除される。
【００９３】
　一方、ユーザーが、ステップＳ３３で新たに表示された周辺拡大画像ＡＤの中に、選択
しようとした画像が含まれているか否かを確認しようとして、指示体Ｄを水平方向に移動
させなかったとする。又は、ユーザーが、指示体Ｄの下部にある画像を選択するために指
示体Ｄをそのまま下方向に移動させようとして、指示体Ｄを水平方向に移動させなかった
とする。
【００９４】
　この場合、座標検出部４１３により座標が検出され（Ｓ３４；ＹＥＳ）、当該検出され
た検出座標は、ＲＡＭに記憶されている検出座標と同じになる。この場合、拡大表示部１
２は、検出座標に変化がないと判定する（Ｓ３５；ＮＯ）。
【００９５】
　そして、ステップＳ３５において、拡大表示部１２が検出座標に変化がないと判定した
場合に（Ｓ３５；ＮＯ）、距離検出部４１２が検出した空間距離Ｚが第二閾値Ｚ２以下で
あったとする（Ｓ３６；ＹＥＳ）。この場合、指示受付部１１は、ＲＡＭに記憶されてい
る検出座標の位置に表示されている画像に対応付けられた指示を受け付ける（Ｓ３７）。
【００９６】
　その結果、制御部１０は、ステップＳ３７で指示受付部１１が受け付けた指示に従って
複写機１を動作させる。また、拡大表示部１２は、当該拡大表示処理の実行を終了する。
その結果、ＲＡＭに記憶されている検出座標等の情報が削除される。
【００９７】
　一方、ステップＳ３５において、拡大表示部１２が検出座標に変化がないと判定した場
合に（Ｓ３５；ＮＯ）、距離検出部４１２が検出した空間距離Ｚが第二閾値Ｚ２以下でな
かったとする（Ｓ３６；ＮＯ）。この場合、第一拡大率調整部１３は、再びステップＳ３
２を実行する。尚、第一拡大率調整部１３は、再びステップＳ３２を実行する場合、ＲＡ
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Ｍに記憶されている第一拡大率を、当該ステップＳ３２において変更後の拡大率によって
更新する。
【００９８】
　または、ユーザーが、ステップＳ３３で新たに表示された周辺拡大画像ＡＤを視認した
結果、指示体Ｄを近づけた画像が選択しようとした画像ではないと判断したとする。そし
て、ユーザーが、選択しようとした画像を探すために、指示体Ｄと表示領域Ｐとの間の空
間距離Ｚを第一閾値Ｚ１以下にしたままの状態で、指示体Ｄを水平方向に移動させたとす
る。
【００９９】
　この場合、座標検出部４１３により移動後の座標が検出され（Ｓ３４；ＹＥＳ）、当該
移動後の検出座標が、ＲＡＭに記憶されている検出座標と異なることになる。この場合、
拡大表示部１２は、検出座標に変化があったと判定する（Ｓ３５；ＹＥＳ）。この場合、
ステップＳ３１以降の処理が繰り返される。
【０１００】
　このように、拡大表示部１２は、座標検出部４１３により検出された検出座標が所定の
制限時間以上変化しなかった場合に（Ｓ６；ＹＥＳ）、拡大表示処理を実行する（Ｓ７）
。当該拡大表示処理において、拡大表示部１２は、表示領域Ｐにおいて検出座標を含む所
定の大きさの周辺領域ＡＡに表示されている周辺画像を所定の拡大率で拡大し、当該拡大
した周辺拡大画像ＡＤを前記周辺画像に重ねて表示する（Ｓ２２）。即ち、タッチパネル
装置４１及び制御部１０によって、本発明に係る表示制御装置が構成されている。
【０１０１】
　このため、ユーザーは、表示領域Ｐに表示されている画像に指示体Ｄを近づけたまま制
限時間待機するだけで、指示体Ｄが近づけられた画像の周辺に表示されている周辺画像が
拡大された周辺拡大画像ＡＤを表示できる。その結果、ユーザーは、従来のように、指示
体Ｄを一つずつ各画像に近づけて拡大表示させ、周辺の画像が視認しにくい状態で当該拡
大表示させた画像が所望の画像であるか否かを一つずつ確認する手間をかける場合に比し
て、容易に複数の画像の中から所望の画像を探し出すことができる。
【０１０２】
　また、拡大表示部１２は、拡大表示処理の実行中に検出座標が変化した場合（Ｓ２４；
ＹＥＳ、Ｓ２９；ＹＥＳ）、当該変化前に表示した周辺拡大画像ＡＤに代えて、当該変化
後の検出座標を含む周辺領域に表示されている当該変化後の周辺画像を拡大した画像ＡＤ
２、ＡＤ３を新たな周辺拡大画像ＡＤとして、当該変化後の周辺画像に重ねて表示する（
Ｓ３３）。つまり、拡大表示部１２は、拡大表示処理の実行中に検出座標が変化した場合
（Ｓ２４；ＹＥＳ、Ｓ２９；ＹＥＳ）、当該変化に追従させて周辺拡大画像ＡＤを移動表
示させる（Ｓ３３）。
【０１０３】
　このため、ユーザーは、拡大表示処理の実行によって周辺拡大画像ＡＤが表示された状
態のまま指示体Ｄを移動させるだけで、当該移動後の指示体Ｄの下部の周辺に表示されて
いる画像が拡大された画像を容易に視認することができる。
【０１０４】
　また、第一拡大率調整部１３は、拡大表示処理の実行中に、距離検出部４１２で検出さ
れた空間距離Ｚから当該拡大表示処理の実行開始時に距離検出部４１２で検出された空間
距離である開始時空間距離を減じて得られる空間移動量が小さくなる程、上記拡大率を大
きくする（Ｓ３２）。
【０１０５】
　このため、ユーザーは、拡大表示処理の実行中に、指示体Ｄを表示領域Ｐに近づけるこ
とにより、指示体Ｄの下部の周辺に表示されている画像をより大きく拡大して視認するこ
とができる。
【０１０６】
　また、第二拡大率調整部１４は、拡大表示処理の開始時から検出座標が変化するまで（
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Ｓ２４；ＮＯ、Ｓ２９；ＮＯ）、開始時からの経過時間が長くなる程、上記拡大率を大き
くする（Ｓ２６）。
【０１０７】
　このため、ユーザーは、拡大表示処理の実行が開始され、周辺拡大画像ＡＤが表示され
るようになってから、指示体Ｄをそのまま移動させない時間を長くすることにより、指示
体Ｄの下部の周辺に表示されている画像をより大きく拡大して視認することができる。
【０１０８】
　また、指示受付部１１は、図４等に示す操作画面Ｗの画像のように、指示体Ｄを用いて
ユーザーに選択させる画像である選択肢画像が複数配列された画像を表示領域Ｐに表示す
る。そして、指示受付部１１は、指示体Ｄと表示領域Ｐとの間の空間距離Ｚが第一閾値Ｚ
１よりも小さい第二閾値Ｚ２以下になった場合に（Ｓ５；ＹＥＳ、Ｓ２５；ＹＥＳ、Ｓ３
６；ＹＥＳ）、表示領域Ｐにおいて検出座標を含むように表示されている選択肢画像に対
応付けられた指示を受け付ける（Ｓ８、Ｓ３０、Ｓ３７）。
【０１０９】
　このため、ユーザーは、表示領域Ｐに表示された選択肢画像に指示体Ｄを近づけたまま
制限時間が経過するまで待機して拡大表示処理を実行させることにより、指示体Ｄの下部
の周辺に表示されている選択肢画像が拡大された画像を視認することができる。これによ
り、ユーザーは、選択する対象の選択肢画像を探し易くなる。
【０１１０】
　そして、ユーザーは、当該拡大された画像に所望の選択肢画像が含まれている場合は、
指示体Ｄと表示領域Ｐとの間の空間距離Ｚが第二閾値Ｚ２以下になるように、指示体Ｄを
当該所望の選択肢画像に近づけるだけで、当該所望の選択肢画像に対応付けられた指示を
指示受付部１１に受け付けさせることができる。
【０１１１】
　尚、上記実施形態は、本発明に係る実施形態の例示に過ぎず、本発明を上記実施形態に
限定する趣旨ではない。例えば、以下に示す、変形実施形態であってもよい。
【０１１２】
　（１）例えば、文字を示す画像が複数配列された、文書を示す画像のように、指示体Ｄ
を用いて選択することはできない視認用の画像が複数配列された画像が表示領域Ｐに表示
された場合にも、上記実施形態と同様に、拡大表示部１２が拡大表示処理を実行するよう
にしてもよい。この場合、ステップＳ５、ステップＳ８、ステップＳ２５、ステップＳ３
０、ステップＳ３６、ステップＳ３７を省略してもよい。
【０１１３】
　（２）また、制御部１０が第二拡大率調整部１４として動作しないようにして、拡大表
示処理の開始時から検出座標が変化するまでの間、拡大率を変更しないように簡素化して
もよい。つまり、ステップＳ２５～Ｓ３０を省略し、ステップＳ２４において拡大表示部
１２が検出座標に変化がないと判定した場合に（Ｓ２４；ＮＯ）、ステップＳ２３に戻る
ようにしてもよい。
【０１１４】
　（３）また、制御部１０が第一拡大率調整部１３として動作しないようにして、拡大表
示処理の実行中に空間移動量が変化した場合であっても、拡大率を変更しないように簡素
化してもよい。つまり、ステップＳ３２を省略し、ステップＳ３３において、不揮発性メ
モリーに予め記憶されている所定の拡大率を用いるようにしてもよい。
【０１１５】
　（４）また、拡大表示部１２は、拡大表示処理の実行中に検出座標が変化した場合に、
拡大表示処理を終了するようにしてもよい。つまり、ステップＳ３１からステップＳ３７
を省略し、拡大表示部１２がステップＳ２４及びステップＳ２９において検出座標に変化
があったと判定した場合に（Ｓ２４；ＹＥＳ、Ｓ２９；ＹＥＳ）、拡大表示処理を終了す
るようにしてもよい。
【０１１６】
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　（５）また、上記実施形態では、第二閾値Ｚ２が０よりも大きく設定されている例を図
３に示したが、第二閾値Ｚ２は０であってもよい。つまり、この場合、ユーザーは、指示
体Ｄを表示領域Ｐに接触させることにより、指示体Ｄが接触した位置に表示されている画
像に対応付けられた指示を指示受付部１１に受け付けさせることができる。
【符号の説明】
【０１１７】
　１　複写機（電子機器）
　１０　制御部（表示制御装置）
　１１　指示受付部
　１２　拡大表示部
　１３　第一拡大率調整部
　１４　第二拡大率調整部
　４１　タッチパネル装置（表示制御装置）
　４１１　表示部
　４１２　距離検出部
　４１３　座標検出部
　ＡＡ　周辺領域
　ＡＤ　周辺拡大画像
　Ｄ　指示体
　Ｐ　表示領域
　Ｚ　空間距離
　Ｚ１　第一閾値
　Ｚ２　第二閾値

【図１】 【図２】
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