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(57)【要約】
【課題】誰でも簡単に表示コンテンツのスクロール量を
変更できる。
【解決手段】表示スクロール制御部２のスクロールバー
表示部７は、タッチパネル５にスクロールバーをグリッ
プを含んで第１の表示内容で表示する。スクロールバー
表示変更部８は、使用者がグリップを長押しするとスク
ロールバーの表示内容を第２の表示内容に変更する。ス
クロール制御部９は、上記第１の表示内容でのグリップ
が操作されると、表示コンテンツを第１単位スクロール
量でスクロールする第１スクロール方式でスクロールさ
せる。また、上記第２の表示内容でのグリップが操作さ
れると、特定情報が付与されたページ毎にスクロールす
る第２スクロール方式でスクロールさせる。こうして、
上記グリップを長押しするという簡単な操作で、誰でも
簡単に表示コンテンツのスクロール量を変更することが
できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示機能と入力機能とを有するタッチパネルと、
　上記タッチパネルに、コンテンツを表示するコンテンツ表示部と、
　上記タッチパネルに、上記コンテンツをスクロールさせるためのスクロールバーを、上
記スクロールバーに沿って移動可能なグリップを含んで、第１の表示内容で表示するスク
ロールバー表示部と、
　上記グリップに対して予め設定された操作が行われると、上記スクロールバーの表示内
容を第１の表示内容とは異なる他の表示内容に変更するスクロールバー表示変更部と、
　上記グリップが上記第１の表示内容で表示されている場合に、上記グリップが上記スク
ロールバーに沿って操作されると、上記コンテンツを予め設定された第１方式でスクロー
ルさせる一方、上記グリップが上記他の表示内容で表示されている場合には、上記グリッ
プが上記スクロールバーに沿って操作されると、上記コンテンツを予め設定された他の方
式でスクロールさせるスクロール制御部と
を備えたことを特徴とする情報表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報表示装置において、
　上記コンテンツに特定情報を付与させる特定情報付与部を備え、
　上記第１方式は、上記コンテンツを上記グリップの単位移動量に対して予め設定された
スクロール量で順次スクロールする方式であり、
　上記他の方式は、上記特定情報付与部によって付与された上記特定情報を含むコンテン
ツの部分毎にスクロールする第２方式である
ことを特徴とする情報表示装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の情報表示装置において、
　上記第１方式は、上記コンテンツを上記グリップの単位移動量に対して予め設定された
第１スクロール量で順次スクロールする方式であり、
　上記他の方式は、上記コンテンツを上記グリップの単位移動量に対して予め上記第１ス
クロール量よりも小さく設定された第２スクロール量で順次スクロールする第３方式であ
る
ことを特徴とする情報表示装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の情報表示装置において、
　上記コンテンツに特定情報を付与させる特定情報付与部を備え、
　上記第１方式は、上記コンテンツを上記グリップの単位移動量に対して予め設定された
第１スクロール量で順次スクロールする方式であり、
　上記他の表示内容は、第１の表示内容とは異なる第２の表示内容、および、上記第１の
表示内容および第２の表示内容とは異なる第３の表示内容であり、
　上記他の方式は、第２方式および第３方式であり、
　上記第２方式は、上記グリップの表示内容が上記第２の表示内容である場合に、上記特
定情報付与部によって付与された上記特定情報を含むコンテンツの部分毎にスクロールす
る方式であり、
　上記第３方式は、上記グリップの表示内容が上記第３の表示内容である場合に、上記コ
ンテンツを上記グリップの単位移動量に対して予め上記第１スクロール量よりも小さく設
定された第２スクロール量で順次スクロールする方式である
ことを特徴とする情報表示装置。
【請求項５】
　コンテンツ表示部によって、タッチパネルにコンテンツを表示するコンテンツ表示ステ
ップと、
　スクロールバー表示部によって、上記タッチパネルに、上記コンテンツをスクロールさ
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せるためのスクロールバーを、上記スクロールバーに沿って移動可能なグリップを含んで
第１の表示内容で表示するスクロールバー表示ステップと、
　スクロールバー表示変更部によって、上記グリップに対して予め設定された操作が行わ
れると、上記スクロールバーの表示内容を第１の表示内容とは異なる他の表示内容に変更
するスクロールバー表示変更ステップと、
　スクロール制御部によって、上記グリップが上記第１の表示内容で表示されている場合
に、上記グリップが上記スクロールバーに沿って操作されると、上記コンテンツを予め設
定された第１方式でスクロールさせる一方、上記グリップが上記他の表示内容で表示され
ている場合には、上記グリップが上記スクロールバーに沿って操作されると、上記コンテ
ンツを予め設定された他の方式でスクロールさせるスクロール制御ステップと
を備えたことを特徴とする情報表示方法。
【請求項６】
　コンピュータを、
　請求項１における上記コンテンツ表示部,上記スクロールバー表示部,上記スクロールバ
ー表示変更部および上記スクロール制御部
として機能させることを特徴とする情報表示プログラム。
【請求項７】
　請求項６に記載の情報表示プログラムが記録されたことを特徴とするコンピュータ読出
し可能なプログラム記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、表示されたコンテンツをスクロールする場合のスクロール量を変更するこ
とが可能な情報表示装置,情報表示方法,情報表示プログラムおよびプログラム記録媒体に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の情報表示装置としては、特開２００１‐２０２１７６号公報(特許文献
１)に開示されたものがある。
【０００３】
　この従来の情報表示装置では、表示部に表示された全データの一部を、スクロールバー
のドラッガーに対する操作に応じてスクロールさせる場合に、ＣＰＵ(中央演算処理装置)
により、画面をスクロールさせるための通常の操作方向とは異なる特定方向への上記ドラ
ッガーの操作を検知した場合には、サブスクロールバーを上記スクロールバーとは別に表
示する。そして、上記サブスクロールバーのサブドラッガーが通常の操作方向に操作され
ると、画面のスクロール量を、上記ドラッガーに対する通常の操作とは異なるスクロール
量でスクロールを行うようにしている。
【０００４】
　しかしながら、操作者が、上記画面のスクロール量を変更するための上記ドラッガーに
対する操作方向(上記特定方向)を知らない場合や忘れてしまった場合には、画面のスクロ
ール量を変更することができないという問題がある。特に、上記特定方向が、画面をスク
ロールさせるための操作方向である上記スクロールバーに沿った方向とは全く懸け離れた
方向である場合には、操作者が上記特定方向を見つけ出すことは非常に困難である。
【０００５】
　さらに、上記サブスクロールバーを上記スクロールバーとは別に表示するため、上記表
示部における画像の表示領域が狭くなると共に、スクロール操作が紛らわしくなるという
問題がある。この問題は、特に情報表示装置が携帯情報装置である場合に顕著になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】特開２００１‐２０２１７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、この発明の課題は、誰でも簡単に表示コンテンツのスクロール量を変更するこ
とができる情報表示装置,情報表示方法,情報表示プログラムおよびプログラム記録媒体を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、この発明の情報表示装置は、
　表示機能と入力機能とを有するタッチパネルと、
　上記タッチパネルに、コンテンツを表示するコンテンツ表示部と、
　上記タッチパネルに、上記コンテンツをスクロールさせるためのスクロールバーを、上
記スクロールバーに沿って移動可能なグリップを含んで、第１の表示内容で表示するスク
ロールバー表示部と、
　上記グリップに対して予め設定された操作が行われると、上記スクロールバーの表示内
容を第１の表示内容とは異なる他の表示内容に変更するスクロールバー表示変更部と、
　上記グリップが上記第１の表示内容で表示されている場合に、上記グリップが上記スク
ロールバーに沿って操作されると、上記コンテンツを予め設定された第１方式でスクロー
ルさせる一方、上記グリップが上記他の表示内容で表示されている場合には、上記グリッ
プが上記スクロールバーに沿って操作されると、上記コンテンツを予め設定された他の方
式でスクロールさせるスクロール制御部と
を備えたことを特徴としている。
【０００９】
　上記構成によれば、第１の表示内容で表示されているスクロールバーのグリップに対し
て予め設定された操作が行われると、スクロールバーの表示内容が他の表示内容に変更さ
れる。そして、上記他の表示内容でのグリップが操作されると、表示コンテンツが上記第
１の表示内容の場合の第１方式とは異なる他の方式でスクロールされる。したがって、上
記他の方式用のサブスクロールバーを上記第１方式用のスクロールバーと別に表示する場
合に生ずる、表示画面におけるコンテンツの表示領域が狭くなるという問題や、２本のス
クロールバーの存在によってスクロール操作が紛らわしくなるという問題を解消すること
ができる。
【００１０】
　その際に、上記第１の表示内容でのグリップに対する上記操作を、例えば、情報表示装
置を使用する者であれば誰でも簡単に思い付く「長押し」に設定すれば、上記操作を知ら
ない場合や忘れてしまった場合であっても、簡単に気付くことができる。
【００１１】
　すなわち、この発明によれば、誰でも簡単に表示コンテンツのスクロール量を変更する
ことが可能になるのである。
【００１２】
　また、１実施の形態の情報表示装置では、
　上記コンテンツに特定情報を付与させる特定情報付与部を備え、
　上記第１方式は、上記コンテンツを上記グリップの単位移動量に対して予め設定された
スクロール量で順次スクロールする方式であり、
　上記他の方式は、上記特定情報付与部によって付与された上記特定情報を含むコンテン
ツの部分毎にスクロールする第２方式である。
【００１３】
　この実施の形態によれば、上記他の方式である第２方式では、特定情報を含むコンテン
ツの部分毎にスクロールするので、過去に重要であると判断して、例えば「単語帳登録」
や「しおり」や「マーカー」や「メモ書き」等の上記特定情報を付与した部分を、上記第
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１方式である通常のスクロールの場合よりも短時間に探し出して、再度表示することが可
能になる。したがって、学習時等に効果を発揮することができる。
【００１４】
　また、１実施の形態の情報表示装置では、
　上記第１方式は、上記コンテンツを上記グリップの単位移動量に対して予め設定された
第１スクロール量で順次スクロールする方式であり、
　上記他の方式は、上記コンテンツを上記グリップの単位移動量に対して予め上記第１ス
クロール量よりも小さく設定された第２スクロール量で順次スクロールする第３方式であ
る。
【００１５】
　この実施の形態によれば、上記他の方式である第３方式では、上記第１方式での第１ス
クロール量よりも小さく設定された第２スクロール量で順次スクロールするので、上記第
３方式でのスクロール時においては、上記第１方式でのスクロール時よりも単位スクロー
ル量を小さくすることができる。したがって、例えば、総ページ数が非常に多い表示コン
テンツから目的とする単語を探し出す際に、目的単語とは全く関係のないページのときは
スクロール速度を速める一方、目的単語の掲載ページが近づいたためゆっくりスクロール
したい場合等に効果を発揮することができる。
【００１６】
　また、１実施の形態の情報表示装置では、
　上記コンテンツに特定情報を付与させる特定情報付与部を備え、
　上記第１方式は、上記コンテンツを上記グリップの単位移動量に対して予め設定された
第１スクロール量で順次スクロールする方式であり、
　上記他の表示内容は、第１の表示内容とは異なる第２の表示内容、および、上記第１の
表示内容および第２の表示内容とは異なる第３の表示内容であり、
　上記他の方式は、第２方式および第３方式であり、
　上記第２方式は、上記グリップの表示内容が上記第２の表示内容である場合に、上記特
定情報付与部によって付与された上記特定情報を含むコンテンツの部分毎にスクロールす
る方式であり、
　上記第３方式は、上記グリップの表示内容が上記第３の表示内容である場合に、上記コ
ンテンツを上記グリップの単位移動量に対して予め上記第１スクロール量よりも小さく設
定された第２スクロール量で順次スクロールする方式である。
【００１７】
　この実施の形態によれば、上記第２方式でのスクロールが行われた場合には、過去に重
要であると判断して、例えば「単語帳登録」や「しおり」や「マーカー」や「メモ書き」
等の上記特定情報を付与したページを、上記第１方式である通常のスクロールの場合より
も短時間に探し出して再度表示することが可能になる。
【００１８】
　さらに、上記第３方式でのスクロールが行われた場合には、総ページ数が非常に多い表
示コンテンツから目的とする記載を探し出す際に、目的の記載の掲載ページが近づいた場
合にゆっくりとスクロールして、効率的に目的の記載を探し出すことが可能になる。
【００１９】
　また、この発明の情報表示方法は、
　コンテンツ表示部によって、タッチパネルにコンテンツを表示するコンテンツ表示ステ
ップと、
　スクロールバー表示部によって、上記タッチパネルに、上記コンテンツをスクロールさ
せるためのスクロールバーを、上記スクロールバーに沿って移動可能なグリップを含んで
第１の表示内容で表示するスクロールバー表示ステップと、
　スクロールバー表示変更部によって、上記グリップに対して予め設定された操作が行わ
れると、上記スクロールバーの表示内容を第１の表示内容とは異なる他の表示内容に変更
するスクロールバー表示変更ステップと、
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　スクロール制御部によって、上記グリップが上記第１の表示内容で表示されている場合
に、上記グリップが上記スクロールバーに沿って操作されると、上記コンテンツを予め設
定された第１方式でスクロールさせる一方、上記グリップが上記他の表示内容で表示され
ている場合には、上記グリップが上記スクロールバーに沿って操作されると、上記コンテ
ンツを予め設定された他の方式でスクロールさせるスクロール制御ステップと
を備えたことを特徴としている。
【００２０】
　上記構成によれば、第１方式とは異なる他の方式でスクロールするための上記他の方式
用のサブスクロールバーを、上記第１方式用のスクロールバーと別に表示する必要がない
ので、２本のスクロールバーを表示する場合に生ずる、表示画面におけるコンテンツの表
示領域が狭くなるという問題や、２本のスクロールバーの存在によってスクロール操作が
紛らわしくなるという問題を解消することができる。したがって、誰でも簡単に表示コン
テンツのスクロール量を変更することが可能になる。
【００２１】
　また、この発明の情報表示プログラムは、
　コンピュータを、
　請求項１における上記コンテンツ表示部,上記スクロールバー表示部,上記スクロールバ
ー表示変更部および上記スクロール制御部
として機能させることを特徴としている。
【００２２】
　また、この発明のプログラム記録媒体は、
　上記この発明の情報表示プログラムが記録されたことを特徴としている。
【００２３】
　上記情報表示プログラムおよび上記プログラム記録媒体の構成によれば、第１方式とは
異なる他の方式でスクロールするための上記他の方式用のサブスクロールバーを、上記第
１方式用のスクロールバーと別に表示する必要がないので、２本のスクロールバーを表示
する場合に生ずる、表示画面におけるコンテンツの表示領域が狭くなるという問題や、２
本のスクロールバーの存在によってスクロール操作が紛らわしくなるという問題を解消す
ることができる。したがって、誰でも簡単に表示コンテンツのスクロール量を変更するこ
とが可能になる。
【発明の効果】
【００２４】
　以上より明らかなように、この発明によれば、第１の表示内容で表示されているスクロ
ールバーのグリップに対して予め設定された操作が行われると、スクロールバーの表示内
容が他の表示内容に変更される。そして、上記他の表示内容での上記グリップが操作され
ると、表示コンテンツが上記第１の表示内容の場合の第１方式とは異なる他の方式でスク
ロールされる。したがって、上記他の方式用のサブスクロールバーを上記第１方式用のス
クロールバーと別に表示する場合のように、表示画面におけるコンテンツの表示領域が狭
くなることや、２本のスクロールバーの存在によってスクロール操作が紛らわしくなるこ
とを、防止することができる。
【００２５】
　その際に、上記第１の表示内容でのグリップに対する上記操作を、情報表示装置を使用
する者であれば誰でも簡単に思い付く例えば「長押し」等に設定することによって、上記
操作を知らない場合や忘れてしまった場合であっても、簡単に気付くことができる。
【００２６】
　すなわち、この発明によれば、誰でも簡単に表示コンテンツのスクロール量を変更する
ことが可能になるのである。
【００２７】
　また、上記他の方式を、上記特定情報付与部によって付与された上記特定情報を含むコ
ンテンツの部分毎にスクロールする第２方式とすれば、過去に、例えば「単語帳登録」や
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「しおり」や「マーカー」や「メモ書き」等の上記特定情報を付与した部分を、上記第１
方式である通常のスクロールの場合よりも短時間に探し出して表示することができる。
【００２８】
　また、上記他の方式を、上記第１方式での第１スクロール量よりも小さく設定された第
２スクロール量で順次スクロールする第３方式とすれば、総ページ数が非常に多い表示コ
ンテンツから目的とする記載を探し出す際に、目的の記載の掲載ページが近づいた場合に
ゆっくりとスクロールして、効率的に目的の記載を探し出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】この発明の情報表示装置に搭載されるスクロール装置における機能ブロック図で
ある。
【図２】記憶部の記憶領域を模式的に示す図である。
【図３】特定情報位置記憶領域の記憶内容およびスクロールバーの表示例を示す図である
。
【図４】表示スクロール制御処理動作のフローチャートである。
【図５】図４に続く表示スクロール制御処理動作のフローチャートである。
【図６】メニュー画面の表事例を示す図である。
【図７】通常モード時の表示例を示す図である。
【図８】要点表示モード時の表示例を示す図である。
【図９】図２とは異なる記憶部の記憶領域を示す図である。
【図１０】図４とは異なる表示スクロール制御処理動作のフローチャートである。
【図１１】図１０に続く表示スクロール制御処理動作のフローチャートである。
【図１２】低レンジモード時の表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、この発明を図示の実施の形態により詳細に説明する。
【００３１】
　・第１実施の形態
　第１実施の形態は、請求項１および請求項２に対応する実施の形態である。
【００３２】
　図１は、第１実施の形態の情報表示装置に搭載されるスクロール装置の機能的構成を示
す機能ブロック図である。スクロール装置１は、例えば、スマートフォン(商品名)に代表
されるタッチパネル式携帯電話やタブレット端末等の携帯情報装置に搭載される。
【００３３】
　本スクロール装置１は、表示スクロール制御部２,操作制御部３,記憶部４およびタッチ
パネル５を含んで構成されている。
【００３４】
　上記記憶部４には、コンテンツ、および、表示されたコンテンツをスクロールする際の
情報を含む種々の情報が記憶されている。タッチパネル５は、表示機能と入力機能とを有
し、例えばＬＣＤ(Liquid Crystal Display：液晶ディスプレイ)パネル等の表示デバイス
と透明の位置入力デバイスとが積層されて構成され、上記表示デバイスの表示内容が位置
入力デバイスを通して見えるようになっている。
【００３５】
　上記操作制御部３は、タッチパネル５からの操作入力を解釈し、上記操作入力に対応す
る操作指示に変換して、表示スクロール制御部２に送出する。そうすると、表示スクロー
ル制御部２は、操作制御部３からの操作指示に従って、上記コンテンツの表示や、表示さ
れたコンテンツをスクロールする際に操作されるスクロールバーの表示動作と、表示され
たコンテンツのスクロール制御動作とを行う。
【００３６】
　上記表示スクロール制御部２は、コンテンツ表示部６と、スクロールバー表示部７と、
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スクロールバー表示変更部８と、スクロール制御部９と、特定情報付与部１０とを含んで
構成されている。
【００３７】
　上記コンテンツ表示部６は、記憶部４に記憶されている上記コンテンツを、タッチパネ
ル５に表示する。スクロールバー表示部７は、タッチパネル５に、表示されているコンテ
ンツを第１単位スクロール量でスクロールさせるためのスクロールバーを、上記スクロー
ルバーに沿って移動可能なグリップを含んで、第１の表示内容で表示する。スクロールバ
ー表示変更部８は、使用者が上記スクロールバーのグリップを長押しした場合に、後に詳
述するように、上記スクロールバーの表示内容を、第１の表示内容とは異なる第２の表示
内容に変更する。
【００３８】
　上記スクロール制御部９は、上記グリップが上記第１の表示内容で表示されている場合
に、使用者が上記グリップを上記スクロールバーに沿って操作すると、表示されているコ
ンテンツを、上記第１単位スクロール量(つまり、上記グリップの単位移動量に対して予
め設定された第１スクロール量)でスクロールさせる。これに対して、上記グリップが上
記第２の表示内容で表示されている場合に、使用者が上記グリップを上記スクロールバー
に沿って操作すると、上記コンテンツを、後に詳述する特定情報が付与されたページ毎に
スクロールさせる。
【００３９】
　上記特定情報付与部１０は、タッチパネル５に対する使用者の操作に呼応して、上記表
示コンテンツに「マーカー」や「しおり」や「単語帳登録」等の特定情報を付与する。
【００４０】
　図２は、上記記憶部４の記憶領域を模式的に示した図である。記憶部４は、コンテンツ
記憶領域４aと、スクロールモード記憶領域４bと、スクロールレンジ量記憶領域４cと、
グリップ位置最大値記憶領域４dと、特定情報位置記憶領域４eを有している。
【００４１】
　上記コンテンツ記憶領域４aには、例えば、複数の辞書等のコテンツの電子データが記
憶されている。スクロールモード記憶領域４bには、設定されるスクロールモードが、タ
ッチパネル５に表示されているコンテンツ(以下、表示コンテンツと言う)を予め設定され
た上記第１単位スクロール量でスクロールさせる通常モード(上記第１方式に相当)である
か、上記特定情報が付与されたページ毎にスクロールさせる要点表示モード(上記第２方
式に相当)であるかが記憶される。
【００４２】
　また、上記スクロールレンジ量記憶領域４cには、上記第１単位スクロール量が、上記
グリップの上記単位移動量である表示ドット当りの表示コンテンツのスクロールページ数
で記憶される。グリップ位置最大値記憶領域４dには、グリップ位置の最大値として、上
記表示コンテンツの最後のページ数が記憶される。特定情報位置記憶領域４eには、特定
情報付与部１０によって付与された上記特定情報の内容が、付加されたページと関連付け
て記憶される。
【００４３】
　ここで、上記機能的構成を有するスクロール装置の具体的ハードウェア構成は、後述す
る各種の処理を実行するプログラムを含む各種プログラムを記憶するプログラムメモリ、
各種情報を記憶するデータメモリ、インターネット等の通信ネットワークと接続する通信
Ｉ/Ｆ、入力装置、出力装置、表示装置、外部記録媒体がセットされてこの外部記録媒体
をアクセスする外部補助記憶装置、上記プログラムメモリ,データメモリ,通信Ｉ/Ｆ,入力
装置,出力装置,表示装置および外部補助記憶装置等を制御して、入力文字や提示情報の決
定等を実行するＣＰＵ(中央演算処理装置)等で成る。
【００４４】
　すなわち、上記表示スクロール制御部２および操作制御部３は上記ＣＰＵで構成され、
記憶部４は上記データメモリや外部補助記憶装置で構成され、タッチパネル５は上記表示
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装置および上記入力装置で構成されるのである。また、上記ＣＰＵは、上述した各部２～
５による本実施の形態に係る処理動作の他に、演算・判断処理,計時処理および入出力処
理等の各種の処理動作をも行うようになっている。
【００４５】
　以下、上記表示スクロール制御部２の制御に基づいて実行される表示スクロール制御処
理動作について説明する。尚、以下においては、コンテンツは、種々の辞書および参考書
であるとして説明する。また、記憶部４の特定情報位置記憶領域４eには、予め特定情報
付与部１０によって付与された上記特定情報の内容が、付与されたページと関連付けて記
憶されているものとする。
【００４６】
　図３(a)に、上記特定情報位置記憶領域４eの記憶内容を模式的に示す。特定情報位置記
憶領域４eには、上記特定情報の内容「単語帳登録」,「マーカー」,「しおり」と、付与
されたページ番号とが対応付けて記憶されている。尚、図３(a)においては、表示コンテ
ンツのみの特定情報位置が記憶されているが、コンテンツ記憶領域４aに記憶されている
全コンテンツの特定情報位置を記憶してもよい。そして、例えば、前者の場合には、特定
情報付与部１０が上記特定情報を付与する毎にコンテンツに直接上記特定情報を付加して
おき、表示コンテンツが選択された際に、コンテンツ記憶領域４aに記憶されている選択
コンテンツから上記特定情報と付加ページとを読み出して特定情報位置記憶領域４eに書
き込む。また、後者の場合には、予め特定情報位置記憶領域４e内に全コンテンツ分の記
憶領域を確保しておき、特定情報付与部１０が上記特定情報を付与する毎に、特定情報位
置記憶領域４eにおける上記特定情報が付与されたコンテンツの記憶情報を更新するよう
にすればよい。
【００４７】
　また、本実施の形態においては、図３(a)に示すように、コンテンツの１ページに１種
類の特定情報のみを付与しているが、複数種類の特定情報を付与しても一向に差し支えな
い。
【００４８】
　また、図３(b)に、上記スクロールバー１２の表示例を示す。スクロールバー１２aは、
通常モード時に上記第１の表示内容で表示されている状態を示す。これに対し、スクロー
ルバー１２bは、要点表示モード時に上記第２の表示内容で表示されている状態を示す。
ここで、上記第１の表示内容と上記第２の表示内容との差異は、スクロールバー１２aの
グリップ１３aと、スクロールバー１２bのグリップ１３bとの色の違いにある。
【００４９】
　上記通常モード時のスクロールバー１２aの場合には、グリップ１３aがグリップ位置の
最小値から最大値まで移動されると、コンテンツは最小ページｐ１から最大ページｐ５ま
で、順次スクロールされる(第１スクロール方式)。これに対し、上記要点表示モード時の
スクロールバー１２bの場合には、グリップ１３bがグリップ位置の最小値から最大値まで
移動されると、コンテンツは最小ページｐ１からページｐ４まで、上記特定情報が付与さ
れたページ毎にスクロールされる(第２スクロール方式)。したがって、使用者は、グリッ
プ１３の色によって、設定されているスクロールモードとスクロール方式とを知ることが
できるのである。
【００５０】
　図４および図５は、上記表示スクロール制御処理動作のフローチャートである。操作制
御部３から表示スクロール制御部２に対して、操作者がタッチパネル５を操作して、コン
テンツの表示を指示した旨の操作指示が入力されると、本表示スクロール制御処理動作が
スタートする。
【００５１】
　ステップＳ1で、上記記憶部４におけるスクロールモード記憶領域４bとスクロールレン
ジ量記憶領域４cとグリップ位置最大値記憶領域４dとの記憶内容がクリアされる。ステッ
プＳ2で、図６に例示するように、タッチパネル５の表示画面１４に、コンテンツ選択の
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メニュー画面が表示される。ステップＳ3で、操作制御部３からの操作指示に基づいて、
上記メニュー画面からコンテンツが選択されたか否かが判別される。その結果、選択され
ていればステップＳ4に進み、選択されていなければ本表示スクロール制御処理動作を終
了する。
【００５２】
　ステップＳ4で、上記記憶部４のコンテンツ記憶領域４aから、選択されたコンテンツに
添付された情報のうちのコンテンツの最後のページ数が読み出され、記憶部４のグリップ
位置最大値記憶領域４dに記憶される。
【００５３】
　ステップＳ5で、上記スクロールレンジ量が算出されて、記憶部４のスクロールレンジ
量記憶領域４cに上記第１単位スクロール量として記憶される。ここで、上記スクロール
レンジ量(第１単位スクロール量)は、以下のようにして算出される。
【００５４】
　すなわち、上記記憶部４のグリップ位置最大値記憶領域４dから、グリップ位置の最大
値「Ｐ(表示コンテンツの最後のページ数)」が読み出される。また、表示画面１４にコン
テンツと共に表示される上記スクロールバーにおける上記グリップの最大移動量を表示画
面１４のドット数で表したグリップ最大移動量を「Ｌ(ドット)」とする。そして、上記グ
リップの表示ドット当りの表示コンテンツのスクロールページ数を表すスクロールレンジ
量ＳＣＬを下記式
　　　　　　　　　　　　　　　　ＳＣＬ＝Ｐ/Ｌ
によって算出する。
【００５５】
　例えば、上記表示コンテンツの最後のページ数Ｐが２０００頁であり、グリップ最大移
動量Ｌが６００ドットであるとすると、ＳＣＬ＝２０００/６００≒３.３頁/ドットと算
出される。
【００５６】
　ステップＳ6で、上記記憶部４のスクロールモード記憶領域４bに上記「通常モード」が
記憶されて、スクロールモードが「通常モード」に設定される。
【００５７】
　ステップＳ7で、上記コンテンツ表示部６によって、記憶部４のコンテンツ記憶領域４a
から選択されたコンテンツが読み出され、タッチパネル５の表示画面１４に表示される。
さらに、スクロールバー表示部７によって、図７に示すように、コンテンツ１５が表示さ
れている表示画面１４の下辺に沿って、表示されているコンテンツ１５を上記第１単位ス
クロール量(スクロールレンジ量ＳＣＬ)でスクロールさせるためのスクロールバー１２a
が、スクロールバー１２a上を移動可能なグリップ１３aを含んで、上記第１の表示内容で
表示される。ここで、上記第１の表示内容とは、グリップ１３aの色を予め設定された設
定色とすることである。
【００５８】
　ステップＳ8で、上記操作制御部３からの操作指示に基づいて、スクロールバー１２aが
ペン等でタッチされたか否かが判別される。その結果、タッチされていればステップＳ9
に進み、そうでなければステップＳ18に進む。ステップＳ9で、操作制御部３からの操作
指示に基づいて、スクロールバー１２a上のグリップ１３aが、移動されることなく長押し
されたか否かが判別される。その結果、長押しされていればステップＳ10に進み、そうで
なければステップＳ12に進む。
【００５９】
　ステップＳ10で、上記スクロールバー表示変更部８によって、図８に示すように、表示
画面１４の下辺に沿って表示されているスクロールバー１２aから、表示されているコン
テンツ１５を上記特定情報が付与されたページ毎にスクロールさせるための上記第２の表
示内容でのスクロールバー１２bおよびグリップ１３bに変更される。ここで、上記第２の
表示内容とは、グリップ１３bの色を、予めグリップ１３aの色とは異なるように設定され
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た設定色とすることである。ステップＳ11で、スクロールモード記憶領域４bの記憶内容
が上記「通常モード」から「要点表示モード」に更新されて、スクロールモードが「要点
表示モード」に設定される。
【００６０】
　ステップＳ12で、上記操作制御部３からの操作指示に基づいて、表示されているスクロ
ールバー１２のグリップ１３が、スクロールバー１２上をドラッグされたか否かが判別さ
れる。その結果、ドラッグされていればステップＳ13に進む一方、そうでなければステッ
プＳ16に進む。ステップＳ13で、スクロールモード記憶領域４bの内容が参照されて、ス
クロールモードが「要点表示モード」であるか否かが判別される。その結果、「要点表示
モード」であればステップＳ14に進み、そうでなければステップＳ15に進む。
【００６１】
　ステップＳ14で、上記スクロール制御部９によって、表示コンテンツ１５が、グリップ
１３bのドラッグ量に応じて、上記特定情報が付与されたページ毎にスクロールする上記
第２スクロール方式でスクロールされる。その場合、上記特定情報が付与されていないペ
ージはスキップされる。そうした後に、上記ステップＳ12にリターンしてドラッグ有無の
判別が行われる。こうして、使用者が、コンテンツに、単語を単語帳に登録したことを表
す「単語帳登録」や、過去に一度調べたことがある単語を表す「しおり」や、重要な単語
であることを表す「マーカー」や、補足説明を表す「メモ書き」等の上記特定情報を付与
することによって、上記特定情報を付与されているページのみを表示することができるの
である。
【００６２】
　したがって、過去に重要であると判断した単語が記載されているページを短時間に探し
て再度表示することが可能になり、学習時等に効果を発揮することができる。
【００６３】
　ステップＳ15で、上記スクロール制御部９によって、上記スクロールモードが「通常モ
ード」であるので、表示コンテンツ１５が、グリップ１３aのドラッグ量とドラッグ速度
とに応じて、ドラッグ開始位置のページから順次スクロールする上記第１スクロール方式
でスクロールされる。その場合の単位スクロール量は、記憶部４のスクロールレンジ量記
憶領域４cに記憶されている上記スクロールレンジ量ＳＣＬである。したがって、スクロ
ール量は「グリップ１３aの移動ドット数×ＳＣＬ」ページとなる。そうした後に、上記
ステップＳ12にリターンしてドラッグ有無の判別が行われる。したがって、使用者が、上
記特定情報が付与されていない単語を検索する場合等に、目的単語とは全く関係のないペ
ージの場合にはグリップ１３aのドラッグ速度上げてスクロール速度を速めることによっ
て、総ページ数が多いコンテンツであっても効率的に単語検索を行うことができるのであ
る。
【００６４】
　こうして、上記ステップＳ12において、グリップ１３がドラッグされていないと判別さ
れるとステップＳ16に進む。
【００６５】
　ステップＳ16で、上記操作制御部３からの操作指示に基づいて、スクロールバー１２か
らペンが離れたか否かが判別される。その結果、離れていればステップＳ17に進み、そう
でなければ上記ステップＳ9にリターンして、グリップ１３の長押し有無の判別が行われ
る。ステップＳ17で、スクロールモード記憶領域４bに「通常モード」が記憶されて、ス
クロールモードが「通常モード」に設定される。
【００６６】
　ステップＳ18で、使用者が表示コンテンツの閲覧を止めるか否かの判別が行われる。そ
の結果、閲覧を止めない場合には上記ステップＳ7にリターンして、現在の表示コンテン
ツの表示を継続する。一方、閲覧を止める場合には、表示スクロール制御処理動作を終了
する。
【００６７】
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　ここで、上記表示コンテンツの閲覧を止めるか否かの判別は、例えば、ＣＰＵの計時機
能によって、上記ステップＳ8においてスクロールバー１２がタッチされないと判別され
てから、あるいは、上記ステップＳ17においてスクロールモードが「通常モード」に設定
されてからの経過時間が、予め設定されている設定時間に至った場合に、閲覧を止めると
判別することによって行う。あるいは、使用者が、タッチパネル５に設けられたボタンの
操作によって、閲覧を止めることの意思表示を行うことによって行う。
【００６８】
　以上のごとく、本第１実施の形態においては、上記表示スクロール制御部２のスクロー
ルバー表示部７によって、タッチパネル５に、表示コンテンツを第１単位スクロール量で
スクロールさせるためのスクロールバー１２aを、グリップ１３aを含んで第１の表示内容
で表示する。そして、使用者がスクロールバー１２aのグリップ１３aを長押しした場合に
は、スクロールバー表示変更部８によって、スクロールバー１２の表示内容を、第１の表
示内容とは異なる第２の表示内容(スクロールバー１２b,グリップ１３b)に変更する。
【００６９】
　そして、使用者が上記第１の表示内容で表示されているグリップ１３aを操作すると、
表示スクロール制御部２のスクロール制御部９によって、表示コンテンツを、上記第１単
位スクロール量で順次スクロールする第１スクロール方式によってスクロールさせる。こ
れに対し、使用者が上記第２の表示内容で表示されているグリップ１３bを操作すると、
表示コンテンツを、上記特定情報が付与されたページ毎にスクロールする第２スクロール
方式によってスクロールさせるようにしている。
【００７０】
　したがって、上記スクロールバー１２aのグリップ１３aを長押しするという簡単な操作
で、スクロール方式を変更することができる。その場合、「グリップ１３の長押し」は、
情報表示装置を使用する者であれば誰でも簡単に思い付く操作である。そのため、上記第
１スクロール方式を上記第２スクロール方式に変更するためのグリップ１３の操作方法を
知らない場合や忘れてしまった場合であっても、簡単に気付くことができる。
【００７１】
　さらに、上記第１スクロール方式と上記第２スクロール方式との識別は、スクロールバ
ー１２の表示内容を変更することによって行うようにしている。したがって、上記第２ス
クロール方式用のスクロールバーを上記第１スクロール方式用のサブスクロールバーと別
に表示する場合に生ずる、表示画面１４におけるコンテンツの表示領域が狭くなるという
問題や、２本のスクロールバーの存在によってスクロール操作が紛らわしくなるという問
題を、解消することができる。
【００７２】
　すなわち、第１実施の形態によれば、誰でも簡単に表示コンテンツのスクロール量を変
更することが可能になるのである。
【００７３】
　また、上記表示スクロール制御部２の特定情報付与部１０によって、表示コンテンツに
「マーカー」や「しおり」や「単語帳登録」等の特定情報を付与し、付与された上記特定
情報の内容を付加されたページと関連付けて、記憶部４の特定情報位置記憶領域４eに記
憶する。そして、スクロール制御部９は、上記第２スクロール方式によるスクロール時に
は、上記特定情報が付与されたページ毎にスクロールするようにしている。
【００７４】
　したがって、使用者が、過去に重要であると判断して、「単語帳登録」や「しおり」や
「マーカー」や「メモ書き」等の上記特定情報を付与したページを、上記第１スクロール
方式の場合よりも短時間に探し出して再度表示することが可能になり、学習時等に効果を
発揮することができる。
【００７５】
　尚、上記実施の形態においては、上記第１単位スクロール量を、表示コンテンツの最後
のページ数に応じて表示コンテンツ毎に設定している。しかしながら、この発明はこれに
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限定されるものではなく、予め指定された固定値に設定しても差し支えない。
【００７６】
　また、上記実施の形態においては、上記表示スクロール制御部２の特定情報付与部１０
によって上記特定情報が付与されたコンテンツに対して、上記特定情報が付与されたペー
ジ毎にスクロールするようにしている。しかしながら、この発明はこれに限定されるもの
ではなく、別の特定情報付与部によって上記特定情報が付与されたコンテンツに対しても
同様に、上記特定情報が付与されたページ毎にスクロール可能であることは言うまでもな
い。
【００７７】
　・第２実施の形態
　第２実施の形態は、請求項１および請求項３に対応する実施の形態である。
【００７８】
　第２実施の形態におけるスクロール装置の機能的構成は、上記第１実施の形態における
スクロール装置１と同様である。したがって、以下においては図１を用い、機能的構成の
詳細な説明は省略する、また、本スクロール装置の具体的ハードウェア構成も上記第１実
施の形態におけるスクロール装置１と同様である。
【００７９】
　第２実施の形態は、上記第１実施の形態とは、上記表示スクロール制御部２による具体
的表示スクロール制御処理動作と、記憶部４の記憶領域の構成とにおいて異なる。以下、
記憶部４の記憶領域の構成と、具体的な表示スクロール制御処理動作とについて、詳細に
説明する。
【００８０】
　図９は、第２実施の形態における記憶部４の記憶領域を模式的に示した図である。記憶
部４は、コンテンツ記憶領域２１aと、スクロールモード記憶領域２１bと、スクロール第
１レンジ量記憶領域２１cと、グリップ位置最大値記憶領域２１dと、特定情報位置記憶領
域２１eと、スクロール第２レンジ量記憶領域２１fとを有している。
【００８１】
　ここで、上記コンテンツ記憶領域２１a,スクロールモード記憶領域２１b,スクロール第
１レンジ量記憶領域２１c,グリップ位置最大値記憶領域２１dおよび特定情報位置記憶領
域２１eは、図２に示す上記第１実施の形態における記憶部４のコンテンツ記憶領域４a,
スクロールモード記憶領域４b,スクロールレンジ量記憶領域４c,グリップ位置最大値記憶
領域４dおよび特定情報位置記憶領域４eと全く同様である。但し、スクロールモード記憶
領域２１bには、上記第１実施の形態における要点表示モード(上記第２方式に相当)に換
えて、上記第１単位スクロール量よりも小さく設定された第２単位スクロール量でスクロ
ールさせる「低レンジモード」(上記第３方式に相当)であることを記憶する。
【００８２】
　上記スクロール第２レンジ量記憶領域２１fには、上記第２単位スクロール量を、上記
グリップの上記単位移動量である表示ドット当りの表示コンテンツのスクロールページ数
で記憶する。但し、本実施の形態においては、固定値である「１頁/ドット」が記憶され
ている。
【００８３】
　次に、上記表示スクロール制御部２の制御に基づいて実行される表示スクロール制御処
理動作について説明する。尚、以下においては、上記第１実施の形態の場合と同様に、コ
ンテンツは種々の辞書および参考書であるとして説明する。
【００８４】
　図１０および図１１は、第２実施の形態における上記表示スクロール制御処理動作のフ
ローチャートである。操作制御部３から表示スクロール制御部２に対して、操作者がタッ
チパネル５を操作して、コンテンツの表示を指示した旨の操作指示が入力されると、本表
示スクロール制御処理動作がスタートする。
【００８５】
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　ステップＳ21～ステップＳ29で、上記第１実施の形態の場合におけるステップＳ1～ス
テップＳ9と同様にして、記憶部４のクリア、メニュー画面の表示、コンテンツ選択の判
別、選択コンテンツにおける最後のページ数の記憶、上記スクロールレンジ量(上記第１
単位スクロール量)の算出および記憶、「通常モード」の設定、選択コンテンツおよび上
記第１スクロール方式でのスクロールバー１２a(グリップ１３a)の表示、スクロールバー
１２aタッチの判別、グリップ１３a長押しの判別が行われる。
【００８６】
　そして、上記ステップＳ29において、グリップ１３aが、移動されることなく長押しさ
れたと判別されるとステップＳ30に進む。
【００８７】
　ステップＳ30で、上記スクロールバー表示変更部８によって、図１２に示すように、表
示画面１４の下辺に沿って表示されているスクロールバー１２aから、上記第２単位スク
ロール量でスクロールさせる第３スクロール方式でのスクロールバー１２cおよびグリッ
プ１３cに変更される。ここで、上記第３スクロール方式でのスクロールバー１２cおよび
グリップ１３cは第３の表示内容で表示される。尚、上記第３の表示内容とは、グリップ
１３cの色を、予めグリップ１３a,１３bの色とは異なるように設定された設定色とするこ
とである。ステップＳ31で、スクロールモード記憶領域４bの記憶内容が上記「通常モー
ド」から「低レンジモード」に更新されて、スクロールモードが「低レンジモード」に設
定される。
【００８８】
　ステップＳ32で、上記操作制御部３からの操作指示に基づいて、表示されているスクロ
ールバー１２のグリップ１３が、スクロールバー１２上をドラッグされたか否かが判別さ
れる。その結果、ドラッグされていればステップＳ33に進む一方、そうでなければステッ
プＳ36に進む。ステップＳ33で、スクロールモード記憶領域２１bの内容が参照されて、
スクロールモードが「低レンジモード」であるか否かが判別される。その結果、「低レン
ジモード」であればステップＳ34に進み、そうでなければステップＳ35に進む。
【００８９】
　ステップＳ34で、上記スクロール制御部９によって、表示コンテンツ１５が、グリップ
１３のドラッグ量に応じて、上記第１単位スクロール量よりも小さく設定された上記第２
単位スクロール量でスクロールする上記第３スクロール方式でスクロールされる。その場
合の単位スクロール量は、記憶部４のスクロール第２レンジ量記憶領域２１fに記憶され
た上記第２単位スクロール量＝１頁/ドットである。したがって、スクロール量は「グリ
ップ１３の移動ドット数×１」ページとなる。そうした後に、上記ステップＳ32にリター
ンしてドラッグ有無の判別が行われる。こうして、上記第３スクロール方式でのスクロー
ルにおいては、上記第１スクロール方式でのスクロールの場合よりも単位スクロール量を
小さくすることができる。
【００９０】
　したがって、使用者が、総ページ数が非常に多い表示コンテンツから目的とする単語を
探し出す際に、目的単語の掲載ページが近づいたためゆっくりスクロールしたい場合等に
効果を発揮することができる。
【００９１】
　ステップＳ35で、上記スクロール制御部９によって、上記スクロールモードが「通常モ
ード」であるので、表示コンテンツが、グリップ１３aのドラッグ量とドラッグ速度とに
応じて、ドラッグ開始位置のページから順次スクロールする上記第１スクロール方式でス
クロールされる。その場合の単位スクロール量は、記憶部４のスクロールレンジ量記憶領
域４cに記憶されている上記スクロールレンジ量ＳＣＬである。したがって、スクロール
量は「グリップ１３aの移動ドット数×ＳＣＬ」ページとなる。そうした後に、上記ステ
ップＳ32にリターンしてドラッグ有無の判別が行われる。したがって、使用者が、総ペー
ジ数が非常に多い表示コンテンツから目的とする単語を探し出す際に、目的単語とは全く
関係のないページの場合にはグリップ１３aのドラッグ速度上げてスクロール速度を速め
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ることによって、効率的に単語検索を行うことができるのである。
【００９２】
　こうして、上記ステップＳ32において、グリップ１３がドラッグされていないと判別さ
れるとステップＳ36に進む。
【００９３】
　ステップＳ36～ステップＳ38で、上記第１実施の形態の場合におけるステップＳ16～ス
テップＳ18と同様にして、スクロールバー１２からのペン離脱の判別、「通常モード」の
設定、表示コンテンツ閲覧の判別が行われる。そして、ステップＳ38において、閲覧を止
めないと判別されると上記ステップＳ27にリターンして、現在の表示コンテンツの表示を
継続する。一方、閲覧を止めると判別されると表示スクロール制御処理動作を終了する。
【００９４】
　以上のごとく、第２実施の形態においては、上記第１実施の形態の場合と同様に、上記
スクロールバー１２aのグリップ１３aを長押しするという簡単な操作で、スクロール方式
を変更することができる。また、上記第１スクロール方式と上記第３スクロール方式との
識別は、スクロールバー１２の表示内容を変更することによって行うようにしている。
【００９５】
　したがって、第２実施の形態によれば、誰でも簡単に、表示コンテンツの単位スクロー
ル量を変更することが可能になるのである。
【００９６】
　また、上記表示スクロール制御部２のスクロール制御部９は、上記第３スクロール方式
によるスクロール時には、上記第１スクロール方式によるスクロール時の上記第１単位ス
クロール量よりも小さく設定された上記第２単位スクロール量でスクロールするようにし
ている。したがって、上記第３スクロール方式でのスクロール時においては、上記第１ス
クロール方式でのスクロール時よりも単位スクロール量を小さくすることができる。
【００９７】
　すなわち、第２実施の形態によれば、使用者が、総ページ数が非常に多い表示コンテン
ツから目的とする単語を探し出す際に、目的単語とは全く関係のないページのときはスク
ロール速度を速める一方、目的単語の掲載ページが近づいたときはゆっくりスクロールす
る場合等に効果を発揮することができる。
【００９８】
　尚、上記実施の形態においては、上記第２単位スクロール量を「１頁/ドット」として
いるが、「１頁/ドット」よりも少ない値(つまり、表示コンテンツを１頁分スクロールす
るのに数ドット分のグリップドラッグを要する値)に設定することも可能である。要は、
上記第１単位スクロール量よりも小さい値であれば上記値に限定されるものではない。例
えば、タッチパネル５に上記第２単位スクロール量の入力部をドロップダウンリスト形式
で設け、上記入力部から切り換え設定ようにしても差し支えない。
【００９９】
　・第３実施の形態
　第３実施の形態は、請求項４に対応する実施の形態である。
【０１００】
　本第３実施の形態におけるスクロール装置の機能的構成および具体的ハードウェア構成
は、上記第１実施の形態におけるスクロール装置１と同様である。また、記憶部４の記憶
領域の構成は、上記第２実施の形態における記憶部４と同様である。
【０１０１】
　そして、表示スクロール制御部２は、後に詳述するように、上記第１実施の形態におけ
る表示スクロール制御処理動作の途中から上記第２実施の形態における表示スクロール制
御処理動作の一部に分岐し再度リターンするような表示スクロール制御処理動作を実行す
る。
【０１０２】
　また、タッチパネル５には、上記第２スクロール方式と上記第３スクロール方式との何
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れかを選択するための選択スイッチ(図示せず)を設ける。
【０１０３】
　上記表示スクロール制御部２は、先ず上記第１実施の形態の表示スクロール制御処理動
作におけるステップＳ1～ステップＳ9を実行する。そして、上記ステップＳ9において、
グリップ１３aが、移動されることなく長押しされたと判別されると、使用者に、上記選
択スイッチの操作を促す。そして、上記第２スクロール方式が選択された場合には、その
まま上記第１実施の形態の表示スクロール制御処理動作におけるステップＳ10～ステップ
Ｓ18を実行する。
【０１０４】
　これに対し、上記選択スイッチから上記第３スクロール方式が選択された場合には、上
記第２実施の形態の表示スクロール制御処理動作におけるステップＳ30に分岐し、ステッ
プＳ30～ステップＳ35を実行する。そうした後に、上記第１実施の形態の表示スクロール
制御処理動作におけるステップＳ16にリターンし、ステップＳ16～ステップＳ18を実行す
る。
【０１０５】
　こうして、上記ステップＳ18において表示コンテンツの閲覧を止めると判別されると、
表示スクロール制御処理動作を終了するのである。
【０１０６】
　以上のごとく、第３実施の形態においては、上記タッチパネル５には、上記第２スクロ
ール方式と上記第３スクロール方式との何れかを選択するための選択スイッチを設ける。
そして、表示スクロール制御部２は、上記選択スイッチによって上記第２スクロール方式
が選択された場合には、上記第１実施の形態の表示スクロール制御処理動作によって、上
記第２スクロール方式でのスクロールを実行する。一方、上記第３スクロール方式が選択
された場合には、上記第２実施の形態の表示スクロール制御処理動作の一部と同様の処理
動作に分岐して、上記第３スクロール方式でのスクロールを実行するようにしている。
【０１０７】
　したがって、上記スクロールバー１２aのグリップ１３aを長押しし、タッチパネル５の
上記選択スイッチを操作するという簡単な操作で、他の２つのスクロール方式に選択的に
変更することができる。
【０１０８】
　そして、上記スクロール制御部９は、上記第２スクロール方式が選択された場合には、
上記特定情報が付与されたページ毎にスクロールするようにしている。したがって、使用
者が、過去に重要であると判断して、「単語帳登録」や「しおり」や「マーカー」や「メ
モ書き」等の上記特定情報を付与したページを、上記第１スクロール方式でのスクロール
よりも短時間に探し出して再度表示することが可能になる。
【０１０９】
　さらに、上記スクロール制御部９は、上記第３スクロール方式が選択された場合には、
上記第１スクロール方式によるスクロール時の上記第１単位スクロール量よりも小さく設
定された上記第２単位スクロール量でスクロールするようにしている。したがって、使用
者が、総ページ数が非常に多い表示コンテンツから目的とする単語を探し出す際に、目的
単語の掲載ページが近づいた場合にゆっくりとスクロールすることが可能になる。
【０１１０】
　尚、上記実施の形態においては、上記タッチパネル５に設けられた選択スイッチを操作
することによって、上記第２スクロール方式と上記第３スクロール方式との何れかを選択
するようにしている。しかしながら、この発明はこれに限定されるものではなく、他の方
法によって選択するようにしてもよい。例えば、グリップ１３aの長押し時間が設定時間
よりも長いか短いかで選択するようにしてもよい。
【０１１１】
　但し、この発明の目的からすれば、誰でも容易に推測できる簡単な操作で上記第２スク
ロール方式あるいは上記第３スクロール方式を選択可能であることが望ましい。
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【０１１２】
　また、上記各実施の形態においては、上記スクロール装置１を携帯情報装置に搭載する
場合を例に上げて説明している。しかしながら、この発明は、パーソナルコンピュータ等
のようにコンテンツを表示して表示コンテンツをスクロールする機能を有する情報表示装
置であれば適用することは可能である。
【符号の説明】
【０１１３】
　１…スクロール装置、
　２…表示スクロール制御部、
　３…操作制御部、
　４…記憶部、
　４a,２１a…コンテンツ記憶領域、
　４b,２１b…スクロールモード記憶領域、
　４c…スクロールレンジ量記憶領域、
　４d,２１d…グリップ位置最大値記憶領域、
　４e,２１e…特定情報位置記憶領域
　５…タッチパネル、
　６…コンテンツ表示部、
　７…スクロールバー表示部、
　８…スクロールバー表示変更部、
　９…スクロール制御部、
１０…特定情報付与部、
１２,１２a,１２b,１２c…スクロールバー、
１３,１３a,１３b,１３c…グリップ、
１４…表示画面、
１５…表示コンテンツ、
２１c…スクロール第１レンジ量記憶領域、
２１f…スクロール第２レンジ量記憶領域。
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