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(57)【要約】
【課題】圧力の変化に応じて表示内容の移動方向を変化
させて、操作性を向上させることが可能な操作制御装置
を提供する。
【解決手段】本発明の操作制御装置は、情報を表示する
表示部の表示面に対する操作体の接触を検出する接触検
出部と、表示部に設けられ、表示部の表示面が操作体に
よって押圧される圧力を検出する圧力検出部と、操作体
が表示部の表示面に接触してから離隔するまでの間に圧
力検出部により検出された圧力の大きさに基づいて、表
示部に表示された情報の表示状態を順方向または逆方向
に変更する操作制御部と、を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報を表示する表示部の表示面に対する操作体の接触を検出する接触検出部と、
　前記表示部に設けられ、前記表示部の表示面が操作体によって押圧される圧力を検出す
る圧力検出部と、
　操作体が前記表示部の表示面に接触してから離隔するまでの間に前記圧力検出部により
検出された圧力の大きさに基づいて、前記表示部に表示された情報の表示状態を順方向ま
たは逆方向に変更する操作制御部と、
を備える、操作制御装置。
【請求項２】
　前記操作制御部は、
　前記圧力検出部により検出された圧力が段階的に設定された１または２以上の圧力閾値
を超える毎に前記表示部に表示された情報の表示状態を順方向に変更させ、
　前記圧力検出部により検出された圧力が段階的に設定された前記圧力閾値を超下回る毎
に前記表示部に表示された情報の表示状態を逆方向に変更させる、請求項１に記載の操作
制御装置。
【請求項３】
　前記操作制御部は、
　前記圧力検出部により検出された圧力が所定の圧力閾値より大きい場合、前記表示部に
表示された情報の表示状態を順方向に連続的に変更させ、
　前記圧力検出部により検出された圧力が所定の圧力閾値より小さい場合、前記表示部に
表示された情報の表示状態を逆方向に連続的に変更させる、請求項１に記載の操作制御装
置。
【請求項４】
　前記操作制御部は、前記圧力検出部により検出された圧力が所定の圧力閾値を超えたと
き、前記表示部に表示された情報の表示状態の順方向または逆方向の変更を開始する、請
求項１～３のいずれか１項に記載の操作制御装置。
【請求項５】
　前記操作制御部は、前記圧力検出部により検出された圧力が所定時間内に所定の割合以
上減少したとき、前記表示部に表示された情報の表示状態の順方向または逆方向の変更を
終了する、請求項１～４のいずれか１項に記載の操作制御装置。
【請求項６】
　複数のオブジェクトが一方向に配列されたオブジェクトリストが前記表示部に表示され
ているとき、
　前記操作制御部は、
　前記圧力検出部により検出された圧力が段階的に設定された１または２以上の圧力閾値
を超える毎に、前記オブジェクトリストを順方向に段階的にスクロールさせ、
　前記圧力検出部により検出された圧力が段階的に設定された前記圧力閾値を下回る毎に
、前記オブジェクトリストを順方向とは反対方向である逆方向に段階的にスクロールさせ
る、請求項１に記載の操作制御装置。
【請求項７】
　複数のオブジェクトが一方向に配列されたオブジェクトリストが前記表示部に表示され
ているとき、
　前記操作制御部は、
　前記圧力検出部により検出された圧力が所定の圧力閾値より大きい場合、前記オブジェ
クトリストを順方向に連続的にスクロールさせ、
　前記圧力検出部により検出された圧力が所定の圧力閾値より小さい場合、前記オブジェ
クトリストを順方向とは反対方向である逆方向に連続的にスクロールさせる、請求項１に
記載の操作制御装置。
【請求項８】
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　前記接触検出部は、前記表示部の表示面を前記オブジェクトの配列方向に二分した２つ
の領域のうち操作体が接触している接触領域を検出し、
　前記操作制御部は、前記オブジェクトリストのスクロール方向のうち前記接触領域へ向
かう向きを順方向とする、請求項６または７に記載の操作制御装置。
【請求項９】
　前記操作制御部は、前記圧力検出部により検出された圧力が所定時間内に所定の割合以
上減少したとき、フォーカスされている前記オブジェクトリスト中のオブジェクトの選択
を決定する、請求項６～８のいずれか１項に記載の操作制御装置。
【請求項１０】
　前記オブジェクトリストから決定されたオブジェクトが時系列データを有するとき、
　前記操作制御部は、
　前記接触検出部により前記操作体が前記表示部の表示面から離隔されたことが検出され
た場合、決定された前記オブジェクトを時系列順に再生し、
　前記接触検出部により前記操作体が継続して前記表示部の表示面に接触していることが
検出されている場合、前記圧力検出部により検出される圧力の大きさに応じて、決定され
た前記オブジェクトの表示を時系列の順方向または逆方向に移動する、請求項９に記載の
操作制御装置。
【請求項１１】
　表示内容のズーム率を変更可能な情報が前記表示部に表示されているとき、
　前記操作制御部は、
　前記圧力検出部により検出された圧力が段階的に設定された１または２以上の圧力閾値
を超える毎に、前記表示部に表示された表示内容のズーム率を段階的に小さくし、
　前記圧力検出部により検出された圧力が段階的に設定された前記圧力閾値を下回る毎に
、前記表示部に表示された表示内容のズーム率を段階的に大きくする、請求項１に記載の
操作制御装置。
【請求項１２】
　表示内容のズーム率を変更可能な情報が前記表示部に表示されているとき、
　前記操作制御部は、
　前記圧力検出部により検出された圧力が所定の圧力閾値より大きい場合、前記表示部に
表示された表示内容のズーム率を段階的に小さくし、
　前記圧力検出部により検出された圧力が所定の圧力閾値より小さい場合、前記表示部に
表示された表示内容のズーム率を段階的に大きくする、請求項１に記載の操作制御装置。
【請求項１３】
　前記操作制御部は、
　前記圧力検出部により検出された圧力が所定時間内に所定の割合以上減少したとき、現
在設定されているズーム率を固定する、請求項１１または１２に記載の操作制御装置。
【請求項１４】
　前記操作制御部は、
　前記表示部の表示面に接触された状態で移動される前記操作体の動きに応じて、前記表
示部に表示される情報の表示範囲を移動し、
　前記接触検出部により操作体が前記表示部の表示面から離隔されたことが検出されたと
き、前記ズーム率を変更前のズーム率に変更する、請求項１３に記載の操作制御装置。
【請求項１５】
　情報を表示する表示部の表示面に対する操作体の接触を検出するステップと、
　前記表示部に設けられ、前記表示部の表示面が操作体によって押圧される圧力を検出す
るステップと、
　操作体が前記表示部の表示面に接触してから離隔するまでの間に検出された圧力の大き
さに基づいて、前記表示部に表示された情報の表示状態を順方向または逆方向に変更する
ステップと、
を含む、操作制御方法。
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【請求項１６】
　情報を表示する表示部の表示面に対する操作体の接触を検出する接触検出手段と、
　前記表示部に設けられ、前記表示部の表示面が操作体によって押圧される圧力を検出す
る圧力検出手段と、
　操作体が前記表示部の表示面に接触してから離隔するまでの間に前記圧力検出手段によ
り検出された圧力の大きさに基づいて、前記表示部に表示された情報の表示状態を順方向
または逆方向に変更する操作制御手段と、
を備える、操作制御装置として機能させるためのコンピュータプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、操作制御装置、操作制御方法およびコンピュータプログラムに関し、より詳
細には、携帯情報端末の文字入力に使用されるソフトウェアキーボードを用いた操作制御
装置、操作制御方法およびコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子技術の発達により、タッチスクリーンを利用した携帯情報端末が広く普及し
ている。このような携帯情報端末を利用して所定の文字を入力するためには、ディスプレ
イ上に表示される、実際のキーボードと同一の配置のソフトウェアキーボードを利用し、
該当するキーを指先またはタッチペン等の操作体で押下すればよい。しかしながら、従来
のタッチスクリーンを利用した携帯情報端末に表示されるソフトウェアキーボードは、制
限されたスクリーン領域内に実際のキーボードと同一に表示されるため、キーボードのキ
ーが小さくなってしまう。このため、ユーザの眼の疲労は激しく、誤打が生じやすくなる
。タッチスクリーンの領域が小さい装置においては、この問題はさらに顕著となる。
【０００３】
　このような問題を解決するために、加えた圧力を検知可能な感圧センサを用いてキー入
力を行う手法が提案されている（例えば、特許文献１）。特許文献１に記載の手法では、
５０音仮名テーブルの先頭仮名文字（すなわち、「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」
「ま」「や」「ら」「わ」）のみを各ブロックに割り当てて、先頭仮名文字から所定の一
文字（例えば、「あ」）がタッチされると、タッチされた先頭仮名文字に属する従属仮名
文字（例えば、「あ」「い」「う」「え」「お」）を表示する。このとき、操作体がタッ
チしたときの圧力の大きさに応じて、ユーザの選択希望文字へフォーカスを移動した後、
操作体が接触面からリリースされることで文字の選択が可能となる。これにより、先頭仮
名文字から従属仮名文字を選択する操作において、手や視線の移動量を最小化し、限られ
た画面面積を効率的に利用したソフトウェアキーボードを実現することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－１１９８８２号公報
【特許文献２】特開２００６－３９７４５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、特許文献１に記載の手法では、図２０に示すように、接触面に対して力を加え
る操作によって、フォーカスを一方向にのみに移動させることしかできなかった。すなわ
ち、図２０に示すように、キーを押圧する力が圧力レベルを超える毎に次の文字にフォー
カスが移動され、力が弱められたときにはフォーカスは移動されない。すなわち、フォー
カスを「あ」、「い」、「う」、「え」、「お」、「あ」、「い」、・・・と一方向にし
か移動させることができない。このため、例えば「あ」を選択する際に誤って力を加えて



(5) JP 2011-53974 A 2011.3.17

10

20

30

40

50

過ぎてしまい「い」にフォーカスが移動してしまうと、「あ」を選択するには再度圧力を
加えてフォーカスを一巡移動させなければならない。特に、濁音や半濁音を含める等によ
り従属仮名文字が多くなる場合に、著しく操作性が低下してしまうという問題があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、圧力の変化に応じて表示内容の移動方向を変化させて、操作性を向上させることが可
能な、新規かつ改良された操作制御装置、操作制御方法およびコンピュータプログラムを
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、情報を表示する表示部の表示
面に対する操作体の接触を検出する接触検出部と、表示部に設けられ、表示部の表示面が
操作体によって押圧される圧力を検出する圧力検出部と、操作体が表示部の表示面に接触
してから離隔するまでの間に圧力検出部により検出された圧力の大きさに基づいて、表示
部に表示された情報の表示状態を順方向または逆方向に変更する操作制御部と、を備える
、操作制御装置が提供される。
【０００８】
　本発明によれば、操作体が表示部の表示面に接触してから離隔されるまでの一連の動作
において、操作体が表示面を押圧する圧力を変化させることにより、表示部に表示された
情報の表示状態を順方向または逆方向に変更することができる。これにより、表示状態を
所望の方向に容易に変更することができるので、ユーザの操作負荷を軽減でき、操作性を
向上させることができる。
【０００９】
　ここで、操作制御部は、圧力検出部により検出された圧力が段階的に設定された１また
は２以上の圧力閾値を超える毎に表示部に表示された情報の表示状態を順方向に変更させ
、圧力検出部により検出された圧力が段階的に設定された圧力閾値を超下回る毎に表示部
に表示された情報の表示状態を逆方向に変更させるようにしてもよい。
【００１０】
　あるいは、操作制御部は、圧力検出部により検出された圧力が所定の圧力閾値より大き
い場合、表示部に表示された情報の表示状態を順方向に連続的に変更させ、圧力検出部に
より検出された圧力が所定の圧力閾値より小さい場合、表示部に表示された情報の表示状
態を逆方向に連続的に変更させるようにしてもよい。
【００１１】
　また、操作制御部は、圧力検出部により検出された圧力が所定の圧力閾値を超えたとき
、表示部に表示された情報の表示状態の順方向または逆方向の変更を開始するようにする
こともできる。
【００１２】
　さらに、操作制御部は、圧力検出部により検出された圧力が所定時間内に所定の割合以
上減少したとき、表示部に表示された情報の表示状態の順方向または逆方向の変更を終了
するようにしてもよい。
【００１３】
　また、複数のオブジェクトが一方向に配列されたオブジェクトリストが表示部に表示さ
れているとき、操作制御部は、圧力検出部により検出された圧力が段階的に設定された１
または２以上の圧力閾値を超える毎に、オブジェクトリストを順方向に段階的にスクロー
ルさせ、圧力検出部により検出された圧力が段階的に設定された圧力閾値を下回る毎に、
オブジェクトリストを順方向とは反対方向である逆方向に段階的にスクロールさせるよう
にすることもできる。
【００１４】
　あるいは、複数のオブジェクトが一方向に配列されたオブジェクトリストが表示部に表
示されているとき、操作制御部は、圧力検出部により検出された圧力が所定の圧力閾値よ
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り大きい場合、オブジェクトリストを順方向に連続的にスクロールさせ、圧力検出部によ
り検出された圧力が所定の圧力閾値より小さい場合、オブジェクトリストを順方向とは反
対方向である逆方向に連続的にスクロールさせるようにしてもよい。
【００１５】
　さらに、接触検出部は、表示部の表示面をオブジェクトの配列方向に二分した２つの領
域のうち操作体が接触している接触領域を検出し、操作制御部は、オブジェクトリストの
スクロール方向のうち接触領域へ向かう向きを順方向としてもよい。
【００１６】
　また、操作制御部は、圧力検出部により検出された圧力が所定時間内に所定の割合以上
減少したとき、フォーカスされているオブジェクトリスト中のオブジェクトの選択を決定
するようにしてもよい。
【００１７】
　ここで、オブジェクトリストから決定されたオブジェクトが時系列データを有するとき
、操作制御部は、接触検出部により操作体が表示部の表示面から離隔されたことが検出さ
れた場合、決定されたオブジェクトを時系列順に再生し、接触検出部により操作体が継続
して表示部の表示面に接触していることが検出されている場合、圧力検出部により検出さ
れる圧力の大きさに応じて、決定されたオブジェクトの表示を時系列の順方向または逆方
向に移動してもよい。
【００１８】
　また、表示内容のズーム率を変更可能な情報が表示部に表示されているとき、操作制御
部は、圧力検出部により検出された圧力が段階的に設定された１または２以上の圧力閾値
を超える毎に、表示部に表示された表示内容のズーム率を段階的に小さくし、圧力検出部
により検出された圧力が段階的に設定された圧力閾値を下回る毎に、表示部に表示された
表示内容のズーム率を段階的に大きくするようにしてもよい。
【００１９】
　あるいは、表示内容のズーム率を変更可能な情報が表示部に表示されているとき、操作
制御部は、圧力検出部により検出された圧力が所定の圧力閾値より大きい場合、表示部に
表示された表示内容のズーム率を段階的に小さくし、圧力検出部により検出された圧力が
所定の圧力閾値より小さい場合、表示部に表示された表示内容のズーム率を段階的に大き
くすることもえきる。
【００２０】
　このとき、操作制御部は、圧力検出部により検出された圧力が所定時間内に所定の割合
以上減少したとき、現在設定されているズーム率を固定してもよい。
【００２１】
　また、操作制御部は、表示部の表示面に接触された状態で移動される操作体の動きに応
じて、表示部に表示される情報の表示範囲を移動し、接触検出部により操作体が表示部の
表示面から離隔されたことが検出されたとき、ズーム率を変更前のズーム率に変更するこ
ともできる。
【００２２】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、情報を表示する表示部
の表示面に対する操作体の接触を検出するステップと、表示部に設けられ、表示部の表示
面が操作体によって押圧される圧力を検出するステップと、操作体が表示部の表示面に接
触してから離隔するまでの間に検出された圧力の大きさに基づいて、表示部に表示された
情報の表示状態を順方向または逆方向に変更するステップと、を含む、操作制御方法が提
供される。
【００２３】
　さらに、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、コンピュータに上記
の操作制御装置として機能させるためのコンピュータプログラムが提供される。コンピュ
ータプログラムは、コンピュータが備える記憶装置に格納され、コンピュータが備えるＣ
ＰＵに読み込まれて実行されることにより、そのコンピュータを上記の操作制御装置とし
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て機能させる。また、コンピュータプログラムが記録された、コンピュータで読み取り可
能な記録媒体も提供される。記録媒体は、例えば磁気ディスクや光ディスクなどである。
【発明の効果】
【００２４】
　以上説明したように本発明によれば、圧力の変化に応じて表示内容の移動方向を変化さ
せて、操作性を向上させることが可能な、新規かつ改良された操作制御装置、操作制御方
法およびコンピュータプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第１の実施形態にかかる操作制御部を備える入力表示装置の表示装置の
構成を示す説明図である。
【図２】同実施形態にかかる操作制御部を備える入力表示装置のハードウェア構成を示す
ブロック図である。
【図３】同実施形態にかかる入力表示部における、ソフトウェアキーボードの画面構成例
を示す説明図である。
【図４】同実施形態にかかる入力表示部の機能構成を示すブロック図である。
【図５】同実施形態にかかる操作制御部による操作制御方法を示すフローチャートである
。
【図６】従属仮名文字を選択する操作を示す説明図である。
【図７Ａ】従属仮名文字を決定する操作を示す説明図である。
【図７Ｂ】スクロールリストを逆方向にスクロールさせて、従属仮名文字のフォーカス位
置を戻す操作を示す説明図である。
【図８】従来の表示内容のズーム率変更操作を示す説明図である。
【図９】本発明の第２の実施形態にかかる操作制御方法を示すフローチャートである。
【図１０】同実施形態にかかる表示内容のズーム率変更操作を示す説明図である。
【図１１】本発明の第３の実施形態にかかる操作制御方法によるコンテンツリストの操作
の概略を示す説明図である。
【図１２】同実施形態にかかる操作制御方法を示すフローチャートである。
【図１３】同実施形態にかかるコンテンツリストのスクロールモードの開始操作および終
了操作を示す説明図である。
【図１４】同実施形態にかかるコンテンツリストのスクロール操作を示す説明図である。
【図１５】同実施形態にかかるコンテンツリストからのコンテンツ決定操作を示す説明図
である。
【図１６】同実施形態にかかるコンテンツリストをスクロールさせるスクロール速度を変
化させる操作を示す説明図である。
【図１７】同実施形態にかかるコンテンツリストのスクロール中に操作体をリリースさせ
た場合の操作を示す説明図である。
【図１８Ａ】横方向コンテンツリストにおけるスクロール操作を示す説明図である。
【図１８Ｂ】横方向コンテンツリストにおけるスクロール操作を示す説明図である。
【図１９】時系列を持つ動画コンテンツの再生操作を示す説明図である。
【図２０】従来のスクロール操作の一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２７】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．第１の実施形態（ソフトウェアキーボードへの適用例）
　２．第２の実施形態（ズーム率変更表示への適用例）
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　３．第３の実施形態（コンテンツリストのスクロール操作への適用例）
【００２８】
　＜１．第１の実施形態＞
　［入力表示装置の表示装置の構成例］
　まず、図１～図３に基づいて、本発明の第１の実施形態にかかる操作制御部を備える入
力表示装置の表示装置の構成例や、入力表示装置の概要について説明する。なお、図１は
、本実施形態にかかる操作制御部を備える入力表示装置１００の表示装置の構成を示す説
明図である。図２は、本実施形態にかかる操作制御部を備える入力表示装置のハードウェ
ア構成を示すブロック図である。図３は、本実施形態にかかる入力表示装置１００におけ
る、ソフトウェアキーボードの画面構成例を示す説明図である。
【００２９】
　本実施形態にかかる操作制御部を備える入力表示装置１００は、情報を表示する表示装
置の表示面を操作体で接触したりさらに押圧したりすることにより、情報を入力可能な装
置である。ユーザは、表示装置に表示されたアイコンや文字キー等のオブジェクトに操作
体を接触させることにより、操作体が接触したオブジェクトを選択したり決定したりする
ことができる。また、ユーザは、操作体を表示面に接触させて移動させることにより、画
面スクロール等の操作を行うこともできる。
【００３０】
　このような入力表示装置１００の入力表示部（図４の符号１１０に対応）は、図１に示
すように、表示装置１０４の表示面側に、シート状の感圧センサ１０６と、静電式タッチ
パネル１０５とを積層して構成される。
【００３１】
　静電式タッチパネル１０５は、表示面に対する操作体の接触を検出する検出部である。
静電式タッチパネル１０５は、格子状に配置された静電センサを備えており、静電容量の
変化によってその値を常時変化させる。静電センサに操作体である指が近付いたり触れた
りした場合に、静電センサにより検知される静電容量が増加する。各静電センサの静電容
量は同時に取得することが可能である。すべての静電センサの静電容量の変化を同時に検
出し、補間することによって近接または接触している指の形を検出することが可能である
。静電式タッチパネル１０５は、検出した静電容量の値を、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ；図２の符号１０１）へ出力する。
【００３２】
　また、感圧センサ１０６は、表示面を押圧する圧力を検出する検出部である。感圧セン
サ１０６は、例えば２枚のシートパネルで電極面を形成し、押された部分の通電を検出し
て位置を検出する抵抗膜感圧方式のセンサを用いることができる。感圧センサ１０６も、
静電式タッチパネル１０５と同様に、押圧された位置を検出する検出点がシート内に複数
配置されている。各検出点における通電は同時に検出することが可能である。感圧センサ
１０６は、各検出点におけて検出された、表示面を押圧する圧力をＣＰＵへ出力する。
【００３３】
　ＣＰＵは、静電式タッチパネル１０５および感圧センサ１０６から入力された各種情報
と表示装置１０４に表示された表示内容の表示位置との対応付けを行い、操作体の動きを
解析する。そして、ＣＰＵは、解析された操作体の動きから、入力表示装置１００へ入力
された入力情報を認識して、入力情報に対応する処理を実行する。このように、ユーザは
、表示面に表示された内容を操作して、入力情報を入力することができる。なお、操作体
を表示装置１０４の表示面に接触させたり押圧させたりするとき、実際、操作体は、表示
装置１０４の表示面に接触しているのではなく静電式タッチパネル１０５の表面に接触し
ている。このように、操作体が実際には静電式タッチパネル１０５の表面に接触している
場合にも、以下では、「操作体を表示装置１０４の表示面に接触させる」として説明する
場合がある。
【００３４】
　［ハードウェア構成］
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　次に、図２に基づいて、本実施形態にかかる操作制御部を備える入力表示装置１００の
ハードウェア構成について説明する。本実施形態にかかる入力表示装置１００は、図２に
示すように、ＣＰＵ１０１と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１
０２と、不揮発性メモリ１０３と、表示装置１０４と、静電式タッチパネル１０５と、感
圧センサ１０６とを備える。
【００３５】
　ＣＰＵ１０１は、上述したように、演算処理装置および制御装置として機能し、各種プ
ログラムに従って入力表示装置１００内の動作全般を制御する。また、ＣＰＵ１０１は、
マイクロプロセッサであってもよい。ＲＡＭ１０２は、ＣＰＵ１０１の実行において使用
するプログラムや、その実行において適宜変化するパラメータ等を一時記憶する。これら
はＣＰＵバスなどから構成されるホストバスにより相互に接続されている。不揮発性メモ
リ１０３は、ＣＰＵ１０１が使用するプログラムや演算パラメータ等を記憶する。不揮発
性メモリ１０３は、例えばＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やフラッシュメ
モリ等を用いることができる。
【００３６】
　表示装置１０４は、情報を出力する出力装置の一例である。表示装置１０４として、例
えば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉ
ｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）装置などを用いることができる。静電式タッチパネル１０５は
、ユーザが情報を入力する入力装置の一例であって、情報を入力ための入力手段と、ユー
ザによる入力に基づいて入力信号を生成し、ＣＰＵ１０１に出力する入力制御回路などか
ら構成されている。感圧センサ１０６も、静電式タッチパネル１０５と同様、ユーザが情
報を入力する入力装置の一例である。静電式タッチパネル１０５および感圧センサ１０６
は、上述したような構成とすることができる。
【００３７】
　ユーザは、静電式タッチパネル１０５および感圧センサ１０６を操作することにより、
入力表示装置１００に対して各種のデータを入力したり処理動作を指示したりすることが
できる。本実施形態の入力表示装置１００では、静電式タッチパネル１０５を、操作制御
処理を開始するための操作体の接触を検出する接触検出部として用い、感圧センサ１０６
を、表示内容の移動方向を決定するための圧力の変化を検出する圧力検出部として用いる
。
【００３８】
　［画面構成例］
　本実施形態では、入力表示装置１００に設けられた操作制御部によって、図３に示すよ
うなソフトウェアキーボードを利用した文字入力の操作制御を行うことを想定する。入力
表示装置１００の表示面は、図３の状態（ａ）に示すように、既に入力された文字を表示
する入力文字表示領域２０２と、仮入力された仮入力表示領域２０４と、情報を入力する
操作領域２０６とに区分されている。本実施形態の入力表示装置１００で利用されるソフ
トウェアキーボードでは、ユーザは、操作領域２０６に接触したり操作体で押圧する力を
変化させたりすることにより、入力する文字を段階的に決定していく。
【００３９】
　図３の状態（ａ）は、文字入力開始時の状態である。このとき、操作領域２０６には、
先頭仮名文字が配列された先頭仮名文字配列キーボード２１０が表示されている。先頭仮
名文字配列キーボード２１０は、「あ」、「か」、「さ」、「た」、「な」、「は」、「
ま」、「や」、「ら」、「わ」、２つの「記号」（「！」および「Ｄｅｌａｔｅ」）の１
２個のキーが格子状に配列されてなる。まず、ユーザは、先頭仮名文字配列キーボード２
１０から、入力したい文字の属する行の先頭仮名文字に、例えば指等の操作体を接触させ
て押し込み、１つのキーを選択する。
【００４０】
　先頭仮名文字配列キーボード２１０から１つのキーが選択されると、選択されたキーの
先頭仮名文字に従属する従属仮名文字が表示される。例えば、図３の状態（ａ）において



(10) JP 2011-53974 A 2011.3.17

10

20

30

40

50

先頭仮名文字「な」のキーが選択されたとする。そうすると、先頭仮名文字「な」に従属
する従属仮名文字「な」、「に」、「ぬ」、「ね」、「の」等が表示される。従属仮名文
字は、例えば図３の状態（ｂ）に示すように、文字が一列に配列されたスクロールリスト
２２０として表示することができる。すなわち、スクロールリスト２２０は、オブジェク
トである従属仮名文字からなるオブジェクトリストとみることができる。スクロールリス
ト２２０中のフォーカスされた文字は、選択可能な文字である。フォーカスされた文字は
、例えば状態（ｂ）に示すように、拡大して表示することにより、ユーザに分かりやすく
通知することができる。また、フォーカスされた文字を拡大して表示することにより、ユ
ーザによる文字の選択を容易にすることもできる。
【００４１】
　ここで、状態（ｂ）から、さらに表示面を押圧すると、スクロールリスト２２０が順方
向（例えば、下から上に向かう方向）に移動される。例えば、状態（ｂ）において従属仮
名文字「に」がフォーカスされている状態から表示面をさらに押圧すると、状態（ｃ）に
示すように、スクロールリスト２２０が順方向に移動して、例えば従属仮名文字「の」が
フォーカスされる。一方、状態（ｂ）から表示面を押圧する力を弱めると、スクロールリ
スト２２０が逆方向（例えば、上から下に向かう方向）に移動される。例えば、状態（ｂ
）において従属仮名文字「に」がフォーカスされている状態から表示面を押圧する力を弱
めると、状態（ｄ）に示すように、スクロールリスト２２０が逆方向に移動して、例えば
従属仮名文字「な」がフォーカスされる。
【００４２】
　このように、本実施形態にかかる操作制御部を備える入力表示装置１００では、操作面
を押圧する力を強めたり弱めたりして変化させることにより、表示内容の移動方向を切り
替えることができる。これにより、表示内容を移動させる際の操作負荷を低減させること
ができ、操作性を向上させることができる。
【００４３】
　以上、本実施形態にかかる操作制御部を備える入力表示装置１００の概略構成および機
能について説明した。このような表示制御装置１００における操作制御について、以下、
図４～図７Ｂに基づいて、より詳細に説明していく。なお、図４は、本実施形態にかかる
入力表示装置１００の機能構成を示すブロック図である。図５は、本実施形態にかかる操
作制御部による操作制御方法を示すフローチャートである。図６は、従属仮名文字を選択
する操作を示す説明図である。図７Ａは、従属仮名文字を決定する操作を示す説明図であ
る。図７Ｂは、従属仮名文字のフォーカス位置を戻す操作を示す説明図である。
【００４４】
　［入力表示装置の機能構成］
　まず、図４に基づいて、本実施形態にかかる入力表示装置１００の機能構成について説
明する。入力表示装置１００は、図４に示すように、入力表示部１１０と、操作制御部１
２０と、接触判定部１３０と、圧力判定部１４０と、記憶部１５０と、表示制御部１６０
とを備える。
【００４５】
　入力表示部１１０は、情報を表示するとともに情報を入力するための機能部であって、
接触検出部１１２と、圧力検出部１１４と、表示部１１６とを備える。接触検出部１１２
は、図２の静電式タッチパネル１０５に対応し、操作体が表示部１１６の表示面に接触し
たか否かに応じて変化する静電容量の値を検出する。上述したように、操作体が表示面に
接触すると、接触検出部１１２により検出される静電容量が増加する。これより、接触検
出部１１２の検出した静電容量の値が所定の値を超えたとき、操作置が表示面に接触した
と判定することができる。接触検出部１１２は、検出した静電容量の値を検出結果として
操作制御部１２０へ出力する。
【００４６】
　圧力検出部１１４は、図２の感圧センサ１０６に対応し、操作体が表示部１１６の表示
面を押圧する圧力を検出する。圧力検出部１１４は、上述したように、圧力の大きさに応
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じた電気信号を検出結果として操作制御部１２０へ出力する。表示部１１６は、図２の表
示装置１０４に対応する出力装置であって、表示制御部１６０により表示処理された情報
を表示する。
【００４７】
　操作制御部１２０は、接触検出部１１２および圧力検出部１１４から入力された検出結
果に基づいて、表示部１１６の表示内容の操作を制御する制御部である。操作制御部１２
０は、接触検出部１１２から入力された静電容量の値を接触判定部１３０へ出力し、接触
判定部１３０に操作体が表示部１１６の表示面に接触したか否かを判定させる。そして、
操作制御部１２０は、接触判定部１３０の判定結果を受け取ると、判定結果に基づき、操
作制御処理を開始するか否かを判定する。
【００４８】
　また、操作制御部１２０は、圧力検出部１１４から入力された圧力の大きさを示す電気
信号を圧力判定部１４０へ出力し、圧力判定部１４０に対して、操作体の動作により生じ
た圧力の大きさや圧力の変化量を判定させる。そして、操作制御部１２０は、圧力判定部
１４０の判定結果を受け取ると、判定結果に基づいて、入力表示装置１００の表示内容の
移動方向を決定する。操作制御部１２０は、決定した表示内容の移動方向を表示制御部１
６０へ出力する。
【００４９】
　接触判定部１３０は、接触検出部１１２の検出結果に基づいて、表示部１１６の表示面
に対する操作体の接触の有無および接触位置を判定する。接触判定部１３０は、操作制御
部１２０から接触検出部１１２の各静電センサの検出した静電容量の値が入力されると、
操作体が表示部１１６の表示面に接触しているか否かを判定する。接触判定部１３０は、
静電容量の増加量が所定の値を超えたとき操作体が表示面に接触したと判定する。また、
接触判定部１３０は、所定の値以上の静電容量が検出された静電センサの位置より、表示
面における操作体の接触位置も認識することができる。そして、接触判定部１３０は、操
作体が表示面に接触したか否かについての判定結果と、接触したと判定した場合には操作
体の接触位置とを、操作制御部１２０へ出力する。
【００５０】
　圧力判定部１４０は、圧力検出部１１４の検出結果に基づいて、操作体が表示面を押圧
する圧力の大きさを判定する。本実施形態にかかる入力表示装置１００では、ユーザが表
示面を押圧する圧力の大きさを変化させることにより、表示内容を移動させたり、フォー
カスを移動させたりすることができる。そこで、操作制御部１２０によってユーザがどの
ような操作を行おうとしているのか判定するために、圧力判定部１４０は、表示面に対す
る圧力の大きさやその変化量を判定する。このとき、圧力判定部１４０は、記憶部１５０
を参照して、表示面に対する圧力の大きさと各種圧力閾値とを比較し、比較結果を操作制
御部１２０へ出力する。
【００５１】
　記憶部１５０は、図２の不揮発性メモリ１０３に対応し、表示面に対する圧力の大きさ
の程度を判定するために用いられる各種設定情報が記憶されている。設定情報としては、
例えば、文字のリストをスクロールさせる際に用いられる各文字に対して設定された圧力
閾値や、入力内容を決定する圧力の減少率、あるいは予測変換文字列のリストにおけるフ
ォーカス移動を行う基準となる圧力の増加率等がある。
【００５２】
　表示制御部１６０は、操作制御部１２０によって決定された表示内容の移動方向に基づ
いて、表示部１１６に表示する表示内容を変更する。表示制御部１６０は、操作体の移動
に応じた表示内容を表示するための表示情報を生成し、表示部１１６へ出力する。
【００５３】
　以上、本実施形態にかかる入力表示装置１００の機能構成について説明した。次に、図
５～図７Ｂに基づいて、本実施形態にかかる入力表示装置１００の操作制御部１２０によ
る操作制御方法について説明する。ここでは、図３に示した、仮名文字入力を行う場合の
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操作制御方法について説明する。
【００５４】
　［操作制御方法］
　入力表示装置１００を用いて仮名文字入力を行う場合、ユーザは、例えばキーボード表
示ボタンを押下する等の所定の操作を行い、図３の状態（ａ）に示すような先頭仮名文字
配列キーボード２１０を操作領域２０６に表示させる。そして、ユーザは、操作体を表示
面に接触させて、入力したい文字の属する行の先頭仮名文字を選択する。この操作により
、図５の操作制御処理が開始される。
【００５５】
　まず、図５に示すように、操作体が表示部１１６の表示面に接触（タッチ）したか否か
を判定する（ステップＳ１００）。操作体の表示面への接触は、接触判定部１３０により
、接触検出部１１２の検出した静電容量の値が所定の静電容量の値を超えたか否かによっ
て判定される。接触判定部１３０は、検出された静電容量の値が所定の値を超えたとき、
操作体が表示面に接触したと判定し、検出された静電容量の値が所定の値未満であるとき
、操作体は表示面に接触していないと判定する。かかる判定に基づき、操作体の表示面へ
の接触が検出されるまで、ステップＳ１００の判定が繰り返される。
【００５６】
　ステップＳ１００にて、操作体の表示面への接触が検出されると、操作体の接触位置に
表示されている先頭仮名文字が選択される（ステップＳ１０２）。例えば、図６の状態（
ａ）に示すように、先頭仮名文字配列キーボード２１０の「な」キーの領域において操作
体である指Ｆの接触が検出されたとする。そうすると、「な」キーの選択が決定され、図
６の状態（ｂ）に示すように、操作領域２０６にスクロールリスト２２０が表示される。
スクロールリスト２２０が表示されると、ユーザは、表示面に接触させた指Ｆが表示面を
押圧する圧力を変化させて、入力する従属仮名文字にフォーカスを合わせる。
【００５７】
　指Ｆの表示面に対する圧力の大きさは、圧力判定部１４０により判定される。圧力判定
部１４０は、まず、圧力検出部１１４により検知された圧力が、前時間における圧力から
変化したか否かを判定する（ステップＳ１０４）。ステップＳ１０４にて圧力変化はない
と判定された場合は、ステップＳ１０４の処理を繰り返す。一方、ステップＳ１０４にて
圧力が増加したと判定された場合には、検出された圧力が次に設定された圧力閾値を上回
ったか否かを判定する（ステップＳ１０６）。
【００５８】
　本実施形態にかかる入力表示装置１００では、表示面に加えられる圧力を変化させるこ
とでスクロールリスト２２０をスクロールさせることができる。スクロールリスト２２０
に表示された文字には、文字の配列順に大きさが決定された圧力閾値がそれぞれ設定され
ている。スクロールリスト２２０に配列された従属仮名文字を順方向（例えば、下から上
に向かう方向）に移動させるには、各従属仮名文字に対して設定された圧力閾値を上回る
ように、表示面に操作体を押圧させる。また、スクロールリスト２２０に配列された従属
仮名文字を逆方向（例えば、上から下に向かう方向）に移動させるには、各従属仮名文字
に対して設定された圧力閾値を下回るように、操作体が表示面を押圧する力を弱める。
【００５９】
　すなわち、表示面に対する圧力の大きさの時間変化は、図６のグラフに示すようになる
。図６の状態（ａ）に示す先頭仮名文字配列キーボード２１０から「な」キーが選択され
、スクロールリスト２２０が表示された状態では、「な」の文字がフォーカスされている
。スクロールリスト２２０には、文字「な」から順に、な行に属する従属文字（「に」、
「ぬ」、「ね」、「の」）が下側に表示されている。
【００６０】
　各従属仮名文字に対する圧力閾値は、文字の並びに応じて設定されており、例えば並び
順に次第に大きくなるように設定されている。各文字の圧力閾値は、図６のグラフのよう
に等間隔に（すなわち、最小圧力閾値である「な」の圧力閾値の整数倍となるように）設
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定してもよい。文字「な」がフォーカスされた状態において、操作体が表示面に押圧され
て、表示面を押圧する圧力が文字「に」の圧力閾値を超えると、次に並ぶ文字「に」にフ
ォーカスが移動する。同様に、さらに操作体が押圧されて文字「ぬ」の圧力閾値を超える
と、次に並ぶ文字「ぬ」にフォーカスが移動し、操作体が押圧されて文字「ね」の圧力閾
値を超えると、次に並ぶ文字「ね」にフォーカスが移動する。このように、表示面に接触
させている指Ｆで表示面を押し込んでいくことにより、スクロールリスト２２０を順方向
にスクロールさせることができる。
【００６１】
　ステップＳ１０６にて現在フォーカスされている文字の次に並ぶ文字の圧力閾値を上回
ったと判定された場合、操作制御部１２０は、次に並ぶ文字へフォーカスを移動させる（
ステップＳ１０８）。あるいは、操作制御部１２０は、ステップＳ１０６にて表示面に対
する圧力が上回る最大の圧力閾値を判定して、その圧力閾値が設定された文字までフォー
カスを移動させてもよい。例えば、図６の状態（ｂ）において、文字「に」にフォーカス
されているとき、表示面を押圧する圧力が上回る最大の圧力閾値が文字「ね」の圧力閾値
として設定されている場合、フォーカスを、文字「に」から文字「ね」まで移動させるよ
うにする。このように、指Ｆが表示面を押し込む力の大きさに応じて、フォーカスを後方
向へ移動させる量を調整することができる。
【００６２】
　なお、ステップＳ１０６にて表示面に対する圧力が一つ上の圧力閾値を上回っていない
場合には、フォーカスを移動させず、ステップＳ１０４からの処理を繰り返す。
【００６３】
　ステップＳ１０４にて圧力が減少したと判定された場合には、圧力が所定時間内に所定
の割合以上減少したか否かを判定する（ステップＳ１１０）。ステップＳ１１０では、ス
クロールリスト２２０中のフォーカスされた従属仮名文字の入力を決定するか否かを判定
している。この判定は、表示面を押圧する力の抜き方に基づき行われる。例えば、操作体
が表示面に押圧された状態から、操作体が表示面からリリースされたり、軽く触れられて
いる状態になった場合には、表示面に対する圧力が瞬間的に大幅に低減する。したがって
、圧力判定部１４０は、圧力が所定時間内に所定の割合以上減少したと判定する。本実施
形態では、このような操作が行われたときには、ユーザは現在フォーカスされている文字
の選択を決定する（ステップＳ１１２）。
【００６４】
　例えば、図７Ａに示すように、スクロールリスト２２０中の文字「の」がフォーカスさ
れている状態において、指Ｆを操作領域２０６からリリースさせたとする。このとき、操
作面に対する圧力は、図７Ａのグラフに示すように、文字「の」の圧力閾値を超えた後、
所定時間Ｔの間に急激に減少する。このとき、圧力判定部１４０は、ある時点から所定時
間Ｔだけ遡った区間において、当該区間での最大圧力を検出し、最大圧力に対する所定の
割合以上の圧力の減少があったか否かを判定する。操作制御部１２０は、この判定結果に
基づいて、フォーカスされていた文字「の」の選択を決定する。決定された文字には、図
７Ａに示すように、決定されたことを示す決定枠２０８によって囲むようにして、ユーザ
に対して文字が決定されたことを通知してもよい。ここで、所定時間Ｔは、例えば１００
ｍｓｅｃとすることができ、所定の割合は、例えば８０％とすることができる。
【００６５】
　一方、ステップＳ１１０にて圧力が所定時間内に所定の割合以上は減少していないと判
定された場合、現在フォーカスされている文字に対して設定された圧力閾値を下回ったか
否かを判定する（ステップＳ１１４）。ステップＳ１１４にて、現在フォーカスされてい
る文字の圧力閾値を下回ったと判定された場合には、操作制御部１２０は、現在フォーカ
スされている文字の前に並ぶ文字にフォーカスを移動させる（ステップＳ１１６）。ここ
で、フォーカスされている文字の前に並ぶ文字とは、スクロールリスト２２０の逆方向側
に隣接する文字をいう。例えば、スクロールリスト２２０中の文字「の」がフォーカスさ
れた状態から、表示面に接触させた指Ｆの押圧する力を緩やかに抜いていく。そして、図
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７Ｂのグラフに示すように、表示面に対する圧力が文字「の」の前に並ぶ文字「ね」の圧
力閾値を下回ったとき、操作制御部１２０によりスクロールリスト２２０が逆方向へ移動
されて、文字「ね」がフォーカスされる。
【００６６】
　同様に、さらに指Ｆが表示面を押圧する力を緩やかに抜いていき、次の前に並ぶ文字「
ぬ」の圧力閾値を下回ると文字「ぬ」にフォーカスが移動し、さらにその前に並ぶ文字「
に」の圧力閾値を下回ると文字「に」にフォーカスが移動する。すなわち、ステップＳ１
０およびＳ１０８、図６の状態（ｂ）と逆の操作を行うことにより、スクロールリスト２
２０を逆方向にスクロールさせることができる。
【００６７】
　あるいは、操作制御部１２０は、ステップＳ１０６にて、表示面に対する圧力が下回る
最大の圧力閾値を判定して、その圧力閾値が設定された文字までフォーカスを移動させて
もよい。例えば、文字「の」にフォーカスされているとき、表示面を押圧する圧力が下回
る最小の圧力閾値が文字「に」の圧力閾値として設定されている場合、フォーカスを、文
字「の」から文字「に」へ移動させるようにする。このように、指Ｆが表示面を押し込む
力を、急激な減少ではないが、フォーカスする文字の圧力閾値まで減少させることにより
、フォーカスを大きく逆方向に移動させることができる。
【００６８】
　なお、ステップＳ１１４にて操作体により加えられる表示面に対する圧力が、現在フォ
ーカスされている文字の圧力閾値を下回っていない場合には、フォーカスを移動させず、
ステップＳ１０４からの処理を繰り返す。
【００６９】
　以上、本発明の第１の実施形態にかかる操作制御部を備える入力表示装置１００の構成
と、操作制御方法について説明した。本実施形態のような仮名文字入力キーボードを用い
る際に、操作体により表示面を押圧して入力する先頭仮名文字を決定した後、従属仮名文
字を決定する際に、操作体によって表示面を押圧する力を強めたり弱めたりすることによ
り、従属仮名文字を表示するスクロールリスト２２０のスクロール方向を順方向に移動さ
せたり逆方向に移動させたりすることができる。このような操作制御により、ユーザは指
１本で入力する文字を決定することができるようになり、ユーザの操作負荷を低減すると
ともに、操作性を向上させることができる。
【００７０】
　＜２．第２の実施形態＞
　次に、図８～図１０に基づいて、本発明の第２の実施形態にかかる操作制御方法につい
て説明する。本実施形態では、操作制御方法を用いて、操作体が表示面を押圧する力を変
更させることにより表示内容のズーム率の変更を行う。本実施形態の操作制御方法は、第
１の実施形態にかかる操作制御部１２０を備える入力表示装置１００と同一の装置によっ
て実行することができる。以下では、本実施形態にかかる操作制御方法について詳細に説
明し、第１の実施形態と同一の操作制御部１２０を備える入力表示装置１００の構成およ
びその機能についての詳細な説明は省略する。
【００７１】
　なお、図８は、従来の表示内容のズーム率変更操作を示す説明図である。図９は、本実
施形態にかかる操作制御方法を示すフローチャートである。図１０は、本実施形態にかか
る表示内容のズーム率変更操作を示す説明図である。
【００７２】
　一般に、内容を表示するのに適したズーム率と、表示範囲を移動させるために適したズ
ーム率とは異なる。例えば、表示部１１６に表示された地図の表示範囲を移動させる際、
ズーム率が高いと、ズーム率が低い場合と比較して表示範囲の移動量が小さく、地図を大
きく移動させにくい。このため、ユーザは、表示範囲を移動させる場合、例えば図８の状
態（ａ）に示すように、まず、表示部１１６の表示領域３１０に表示された表示内容のズ
ーム率を低くして、表示内容を縮小させる。表示内容を縮小させる操作としては、例えば
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２本の指を近接させるピンチインのジェスチャ等を用いることができる。
【００７３】
　表示内容が縮小されると、ユーザは指を表示面に接触させて、表示領域３１０に表示さ
れた表示範囲を、移動させたい方向に指を移動させる（図８の状態（ｂ））。これにより
、表示領域３１０に表示された表示範囲は、指の移動に追従して移動し、表示範囲が変更
される。そして、所望の表示位置まで表示範囲を移動させると、ユーザは、表示内容のズ
ーム率を高くして、表示内容を拡大させる（図８の状態（ｃ））。表示内容を拡大させる
操作としては、例えば２本の指を離隔させるピンチアウトのジェスチャ等を用いることが
できる。
【００７４】
　このように、従来は、表示領域３１０において、ズーム率の変更、表示範囲の移動、ズ
ーム率の変更という３つの操作をそれぞれ行う必要があった。このような状況に対して、
本実施形態にかかる操作制御方法を用いることにより、これらの操作を１本の指で一連の
操作として行うことができ、ユーザの操作負荷を低減させることができる。
【００７５】
　［操作制御方法］
　入力表示装置１００を用いて地図を表示させるとき、ユーザは、例えば地図表示ボタン
を押下する等の所定の操作を行い、図１０の状態（ａ）示すような状態とする。初期に表
示される地図は、現在位置の地図であったり、ユーザが指定する場所の地図であったりす
ることができる。そして、ユーザは、地図の表示領域を変更させる場合、操作体である指
を表示面に接触させる。これにより、図９に示す操作制御処理が開始される。
【００７６】
　まず、本実施形態にかかる操作制御方法では、指Ｆ等の操作体が表示面に接触（タッチ
）したか否かを検出する（ステップＳ２００）。操作体の表示面への接触は、第１の実施
形態のステップＳ１００と同様に、接触判定部１３０により、接触検出部１１２の検出し
た静電容量の値が所定の静電容量の値を超えたか否かによって判定される。接触判定部１
３０は、検出された静電容量の値が所定の値を超えたとき、操作体が表示面に接触したと
判定し、検出された静電容量の値が所定の値未満であるとき、操作体は表示面に接触して
いないと判定する。かかる判定に基づき、操作体の表示面への接触が検出されない場合、
本操作制御処理は終了する。
【００７７】
　ステップＳ２００にて、操作体の表示面への接触が検出されると、操作体が接触位置か
ら移動されたか否かが判定される（ステップＳ２０２）。操作体の移動は、所定時間毎に
接触検出部１１２あるいは圧力検出部１１４のいずれかの検出結果から認識することがで
きる。例えば、圧力検出部１１４により圧力の増加が検出された位置が時間の経過に伴っ
て変化している場合、操作体が表示面をなぞるように移動されている状態であることが推
定される。このように、操作体が移動されていると判定すると、操作制御部１２０は、操
作体の移動方向に表示範囲を並進移動させる（ステップＳ２０４）。この場合、表示領域
３１０に表示された表示内容のズーム率は、直近のズーム率と同一であり、変更されない
。表示範囲の並進移動は、操作体が表示面からリリースされるか、あるいは移動されてい
た操作体の動きが停止するまで行われる。
【００７８】
　一方、ステップＳ２０２にて、表示面に接触された操作体が移動していないと判定され
た場合、表示面への圧力変化があるか否かが判定される（ステップＳ２０６）。操作体の
表示面に対する圧力の大きさは、圧力判定部１４０により判定される。圧力判定部１４０
は、まず、圧力検出部１１４により検知された圧力が、前時間における圧力から変化した
か否かを判定する。そして、圧力変化はないと判定された場合、あるいは圧力が増加した
と判定された場合は、検出された圧力が次に設定された圧力閾値を上回ったか否かを判定
する（ステップＳ２０８）。なお、ステップＳ２０６で圧力変化がないと判定された場合
には、ステップＳ２０８の処理を行わず、ステップＳ２０６の処理を繰り返してもよい。
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【００７９】
　本実施形態にかかる操作制御方法では、表示面に加えられる圧力を変化させることで表
示領域３１０に表示された表示内容のズーム率を変更させることができる。例えば、表示
面に対する圧力を増加させると、表示内容のズーム率が小さくなり、縮小される。一方、
表示面に対する圧力を減少させると、表示内容のズーム率が大きくなり、拡大される。こ
のように、表示面に対する圧力を変化させることによって、ズーム率を縮小方向および拡
大方向に変更させることが可能となる。
【００８０】
　ズーム率の変更は、例えば、表示面を押圧する力がズーム率に対応して設定された圧力
閾値を超えたり下回ったりする毎に行ってもよい。すなわち、ズーム率が所定の割合（例
えば１０％）ずつ大きくなる毎に所定の割合で減少する圧力閾値を設定する。このとき、
操作体が表示面を押圧する力が強くなり、圧力閾値を超える毎に、ズーム率が所定の割合
ずつ小さくなり表示内容は縮小される。一方、操作体が表示面を押圧する力が弱くなり、
圧力閾値を下回る毎に、ズーム率が所定の割合ずつ大きくなり表示内容は拡大される。こ
れにより、段階的に（離散的に）ズーム率を変更させることができる。
【００８１】
　あるいは、ズーム率の変更を、表示面を押圧する力の変化に応じて連続的に行ってもよ
い。この場合、表示面を押圧する力が強くなると、これに応じてズーム率が小さくなり表
示内容が縮小される。一方、表示面を押圧する力が弱くなると、これに応じてズーム率が
大きくなり表示内容が拡大される。このように、連続的なズーム率変更を可能とすること
により、ズーム率を細かく設定することが可能となる。
【００８２】
　ステップＳ２０８で操作体が表示面を押圧する力が圧力閾値を超えたと判定されると、
上述したような方法によって、表示領域３１０に表示された表示内容が縮小されるように
ズーム率が変更される。ステップＳ２１０のズーム率の変更が行われると、ステップＳ２
０６の処理へ戻る。
【００８３】
　一方、ステップＳ２０６において、表示面を押圧する力が減少したと判定された場合に
は、圧力が所定時間内に所定の割合以上減少したか否かが判定される（ステップＳ２１２
）。ステップＳ２１２では、ズーム率を決定し、固定させるか否かを判定する。この判定
は、第１の実施形態と同様に、表示面を押圧する力の抜き方に基づき行われる。例えば、
操作体が表示面に押圧された状態から、操作体が表示面からリリースされたり、軽く触れ
られている状態になった場合には、表示面に対する圧力が瞬間的に大幅に低減する。この
場合、圧力判定部１４０は、圧力が所定時間内に所定の割合以上減少したと判定する。本
実施形態では、このような操作が行われたとき、現在のズーム率に決定し、固定する（ス
テップＳ２１４）。なお、所定時間は、例えば１００ｍｓｅｃとすることができ、所定の
割合は、例えば８０％とすることができる。
【００８４】
　ズーム率が固定されると、操作制御部１２０は、表示面に接触された操作体が表示面上
で移動されたか否かを判定する（ステップＳ２１６）。操作体の移動は、ステップＳ２０
２と同様に認識することができる。操作体が表示面上を移動していると認識された場合、
操作制御部１２０は、操作体の移動にともなって表示部１１６の表示領域３１０に表示さ
れている表示範囲を移動させる（ステップＳ２１８）。このとき、表示領域３１０に表示
されている表示内容は、ステップＳ２１６で固定されたズーム率で表示されている。した
がって、ステップＳ２１６において、ズーム率を小さくして縮小すると、ステップＳ２１
８において表示範囲を大きく移動させることができる。一方、ステップＳ２１６において
、ズーム率を大きくして拡大すると、ステップＳ２１８において表示範囲を細かく移動さ
せることができる。
【００８５】
　ステップＳ２１８で表示範囲の移動が行われた場合、またはステップＳ２１６で操作体
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の移動が認識されなかった場合、圧力判定部１４０により操作体が表示面からリリースさ
れたか否かが判定される（ステップＳ２２０）。操作体が表示面からリリースされたか否
かは、接触判定部１３０により、接触検出部１１２の検出した静電容量の値が所定の静電
容量の値以下となったか否かによって判定される。接触判定部１３０は、検出された静電
容量の値が所定の値以下となったとき、操作体が表示面からリリースしたと判定し、検出
された静電容量の値が所定の値より大きいときには、操作体は表示面からリリースしてい
ないと判定する。あるいは、圧力判定部１４０により、圧力検出部１１４の検出した圧力
の値が所定の値以下となったとき、操作体が表示面からリリースしたと判定してもよい。
【００８６】
　かかる判定に基づき、ステップＳ２２０にて操作体が表示面からリリースされたと判定
されるまでは、ステップＳ２１６からの処理を繰り返す。一方、ステップＳ２２０にて操
作体が表示面からリリースしたと判定されると、操作制御部１２０は、操作体が最初に表
示面に接触した初期位置から移動したか否かを判定する（ステップＳ２２２）。操作制御
部１２０は、圧力判定部１４０により認識された操作体の表示面における現在位置と初期
位置とを比較して、所定の距離以上離れているとき操作体が初期位置から移動されたと判
定する。
【００８７】
　ステップＳ２２２では、操作体が表示面からリリースされるまでに初期位置から移動さ
れていれば、ステップＳ２１０でのズーム率の変更は表示領域３１０に表示された表示範
囲の移動を意図して行われたものと推定する。この場合、表示範囲の移動を終えた後はス
テップＳ２１０において変更する前のズーム率に戻し、ユーザが見やすい状態で情報を表
示させるようにする（ステップＳ２２４）。一方、ステップＳ２２２で操作体が表示面か
らリリースされるまでに初期位置からの移動がなかったと判定された場合には、ステップ
Ｓ２１０でのズーム率の変更は、ユーザが所望の状態で表示内容を見るために拡大／縮小
された操作と推定される。したがって、この場合には、操作体が表示面からリリースされ
たときも、現在のズーム率を保持するようにする（ステップＳ２２６）。その後、当該操
作制御処理を終了する。
【００８８】
　以上、本実施形態にかかる操作制御方法について説明した。このような操作制御を行う
ことにより、例えば図１０の状態（ａ）に示すように、表示領域３１０に地図が表示され
た状態で操作体である指を表示面に接触させて押し込むと、押圧する力に応じてズーム率
が小さくなり、表示領域３１０に表示された地図が縮小されていく。そして、所望のズー
ム率となったときに、指を表示面に接触させたまま表示面を押圧する力を急激に弱めると
、状態（ｂ）に示すように、その時点のズーム率が固定される。
【００８９】
　その後、ユーザは、表示範囲を移動させたい方向に表示面に接触させた指を移動させる
と、状態（ｃ）に示すように、表示領域３１０に表示される表示範囲が移動される。そし
て、表示範囲の移動を終え、指を表示面からリリースさせると、状態（ｄ）に示すように
、ズーム率を変更する前のズーム率で表示範囲が表示される。すなわち、状態（ａ）で縮
小される前のズーム率に表示内容が拡大して表示される。
【００９０】
　このように、本実施形態にかかる操作制御方法によれば、操作体によって表示面を押圧
する力を強めたり弱めたりすることにより、表示内容のズーム率を大きくしたり小さくし
たりすることができる。そして、かかる操作を利用して、移動に適したズーム率の変更を
行い、表示範囲の移動操作を行った後、再度表示に適したズーム率に変更する操作を１本
の指で一連の操作として行うことが可能となる。これにより、ユーザの操作負荷を低減さ
せることができる。
【００９１】
　＜３．第３の実施形態＞
　次に、図１１～図１９に基づいて、本発明の第３の実施形態にかかる操作制御方法につ



(18) JP 2011-53974 A 2011.3.17

10

20

30

40

50

いて説明する。本実施形態では、操作制御方法を用いて、コンテンツリストからコンテン
ツを選択する際に、リストをスクロールさせる方向を操作体が表示面を押圧する力を変更
させることにより行う。本実施形態の操作制御方法も、第１の実施形態にかかる操作制御
部１２０を備える入力表示装置１００と同一の装置によって実行することができる。以下
では、本実施形態にかかる操作制御方法について詳細に説明し、第１の実施形態と同一の
操作制御部１２０を備える入力表示装置１００の構成およびその機能についての詳細な説
明は省略する。
【００９２】
　［コンテンツリストの操作の概要］
　まず、図１１に基づいて、本実施形態にかかる操作制御方法を用いたコンテンツリスト
の操作の概要について説明する。なお、図１１は、本実施形態にかかる操作制御方法によ
るコンテンツリストの操作の概略を示す説明図である。本実施形態では、表示部１１６の
表示面の表示領域４００に表示されたコンテンツリスト４２０をスクロールさせて、所望
のコンテンツ４１０を決定する操作を示す。コンテンツリスト４２０は、図１１の状態（
ｂ）に示すように、複数のコンテンツ４１０が紙面の手前から奥に向かって積層して構成
されており、手前から奥、あるいは奥から手前に向かってスクロールさせることができる
。また、本実施形態でのコンテンツ４１０とは、コンピュータ等のようなマルチメディア
環境において提供される内容であって、例えば、映像や静止画、音声等の情報をいう。コ
ンテンツリスト４２０は、オブジェクトであるコンテンツ４１０からなるオブジェクトリ
ストとみることができる。
【００９３】
　まず、図１１の状態（ａ）に示すように、表示領域４００に表示されたコンテンツ４１
０を指Ｆで触れると、状態（ｂ）に示すように、複数のコンテンツ４１０が積層して構成
されたコンテンツリスト４２０が表示領域４００に表示される。ユーザは、コンテンツリ
スト４２０をスクロールし、選択するコンテンツ４１０をコンテンツリスト４２０の最前
面に表示させることにより、コンテンツ４１０を決定することができる。図１１の状態（
ｂ）に示すコンテンツリスト４２０は、ユーザが表示面を押圧する力を変化させることに
よって、図１１紙面の奥方向および手前方向にスクロールさせることができる。
【００９４】
　例えば、ユーザが表示面を押圧する力を強めると、状態（ｃ）に示すように、コンテン
ツリスト４２０を奥方向へスクロールさせることができる。一方、ユーザが表示面を押圧
する力を弱めると、状態（ｄ）に示すように、コンテンツリスト４２０を手前方向にスク
ロールさせることができる。このように、本実施形態の操作制御方法を用いることにより
、表示面を押圧する力を強めたり弱めたりすることによって、コンテンツリスト４２０の
スクロール方向を変化させることができる。
【００９５】
　状態（ｃ）あるいは（ｄ）のようにコンテンツリスト４２０をスクロールさせて、所望
のコンテンツをコンテンツリスト４２０の最前面に位置させると、ユーザは、操作体によ
り表示面を押圧する力を所定時間内に所定の割合以上減少させることでスクロールモード
を終了させることができる（状態（ｅ））。このとき、コンテンツリスト４２０を非表示
にして、最前面に表示されていたコンテンツ４１０のみを表示させるようにしてもよい。
これにより、選択されたコンテンツ４１０をわかりやすくユーザに通知することができる
。そして、状態（ｆ）に示すように、操作体を表示面からリリースさせることにより、表
示されているコンテンツ４１０を決定することができる。
【００９６】
　このように、本実施形態にかかる操作制御方法では、表示面を押圧する力を変化させる
ことにより、コンテンツリスト４２０をスクロールさせる方向を変更することができる。
以下、図１２～図１７に基づいて、本実施形態にかかる操作制御方法を用いたコンテンツ
リスト４２０のスクロール操作について具体的に説明する。なお、図１２は、本実施形態
にかかる操作制御方法を示すフローチャートである。図１３は、本実施形態にかかるコン
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テンツリスト４２０のスクロールモードの開始操作および終了操作を示す説明図である。
図１４は、本実施形態にかかるコンテンツリスト４２０のスクロール操作を示す説明図で
ある。図１５は、本実施形態にかかるコンテンツリスト４２０からのコンテンツ決定操作
を示す説明図である。図１６は、本実施形態にかかるコンテンツリスト４２０をスクロー
ルさせるスクロール速度を変化させる操作を示す説明図である。図１７は、本実施形態に
かかるコンテンツリスト４２０のスクロール中に操作体をリリースさせた場合の操作を示
す説明図である。
【００９７】
　［操作制御方法］
　ユーザは、まず、入力表示装置１００を用いて視聴したいコンテンツ４１０を選択する
ため、複数のコンテンツ４１０からなるコンテンツリスト４２０を表示させる。コンテン
ツリスト４２０は、例えば図１１の状態（ａ）に示すような表示領域４００に表示されて
いるコンテンツ４１０に接触して所定の閾値圧力（スクロールモード閾値）を超えるまで
押圧する等の所定の操作を行うことにより表示させることができる。このようにして、状
態（ｂ）のようにコンテンツリスト４２０が表示されると、コンテンツリスト４２０はス
クロール可能なスクロールモードとなる。
【００９８】
　すなわち、まず、本実施形態にかかる操作制御方法では、操作体が表示面に接触（タッ
チ）したか否かを検出する（ステップＳ３００）。操作体の表示面への接触は、第１の実
施形態のステップＳ１００と同様に、接触判定部１３０により、接触検出部１１２の検出
した静電容量の値が所定の静電容量の値を超えたか否かによって判定される。接触判定部
１３０は、検出された静電容量の値が所定の値を超えたとき、操作体が表示面に接触した
と判定し、検出された静電容量の値が所定の値未満であるとき、操作体は表示面に接触し
ていないと判定する。かかる判定に基づき、操作体の表示面への接触が検出されない場合
、本操作制御処理は終了する。
【００９９】
　ステップＳ３００にて、操作体の表示面への接触が検出されると、操作体が表示面を押
圧する力（タッチ圧力）がスクロールモード閾値を超えたか否かが判定される（ステップ
Ｓ３０２）。操作体の表示面に対する圧力の大きさは、圧力判定部１４０により判定され
る。スクロールモード閾値は、コンテンツリスト４２０のスクロールを可能とするか否か
を決定するために用いられる。操作体が表示面を押圧する力がスクロールモード閾値を超
えたとき、コンテンツリスト４２０のスクロールを可能とする。したがって、図１３の状
態（ａ）のように指Ｆで表示面を押し込み、図１３のグラフに示すように、表示面にかか
る圧力がスクロールモード閾値を超えたとき、スクロールモードが開始される（ステップ
Ｓ３０８）。このように、指Ｆによって表示面を押圧する力を意図的に変化させることに
より、スクロールモードの切り替えを行うことができ、コンテンツリスト４２０が誤って
スクロールされることも防止することができる。
【０１００】
　一方、ステップＳ３０２にてタッチ圧力がスクロールモード閾値以下であると判定され
た場合には、操作体が表示面からリリースされたか否かが判定される（ステップＳ３０４
）。操作体が表示面からリリースされたか否かは、第２の実施形態のステップＳ２２０と
同様に、接触判定部１３０により、接触検出部１１２の検出した静電容量の値が所定の静
電容量の値以下となったか否かによって判定することができる。接触判定部１３０は、検
出された静電容量の値が所定の値以下となったとき、操作体が表示面からリリースしたと
判定し、検出された静電容量の値が所定の値より大きいときには、操作体は表示面からリ
リースしていないと判定する。あるいは、圧力判定部１４０により、圧力検出部１１４の
検出した圧力の値が所定の値以下となったとき、操作体が表示面からリリースしたと判定
してもよい。
【０１０１】
　かかる判定に基づき、ステップＳ３０４にて操作体が表示面からリリースされたと判定
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されたと判定された場合には、図１５の状態（ａ）に示すように、その時点でスクロール
リスト４２０の最前面に表示されているコンテンツ４１０の選択を決定する（ステップＳ
３０６）。その後、処理を終了する。一方、ステップＳ３０４にて操作体が表示面からリ
リースされていないと判定された場合には、ステップＳ３０２に戻り、処理を繰り返す。
【０１０２】
　ステップＳ３０８に戻り、コンテンツリスト４２０のスクロールが可能となると、操作
体が表示面を押圧する力が変化したか否かが判定される（ステップＳ３１０）。操作体の
表示面に対する圧力の大きさは、第２の実施形態のステップＳ２０６と同様に、圧力判定
部１４０により判定される。圧力判定部１４０は、まず、圧力検出部１１４により検知さ
れた圧力が、前時間における圧力から変化したか否かを判定する。そして、圧力変化はな
いと判定された場合、あるいは圧力が増加したと判定された場合は、検出されたタッチ圧
力が所定の圧力閾値、例えばスクロールモード閾値を上回ったか否かを判定する（ステッ
プＳ３１２）。
【０１０３】
　図１４のグラフに示すように、ステップＳ３１２にて、タッチ圧力がスクロールモード
閾値を超えていると判定された場合、図１４の状態（ａ）に示すようにコンテンツリスト
４２０は奥方向にスクロールされる（ステップＳ３１４）。一方、後述するが、タッチ圧
力がスクロールモード閾値を超えていないと判定された場合、図１４の状態（ｂ）に示す
ようにコンテンツリスト４２０は手前方向にスクロールされる（ステップＳ３１６）。そ
して、ステップＳ３１０の処理へ戻り、処理を繰り返す。このように、本実施形態におけ
る表示制御部１２０による操作制御方法では、操作体が表示面を押圧する力の変化の有無
にかかわらず、当該押圧する力がスクロールモード閾値を超えているか否かに応じてコン
テンツリスト４２０のスクロール方向が決定される。
【０１０４】
　また、ステップＳ３１０にて圧力が減少したと判定された場合には、圧力が所定時間内
に所定の割合以上減少したか否かが判定される（ステップＳ３１８）。ステップＳ３１８
では、スクロールモードを終了するか否かを判定する。この判定は、第１の実施形態と同
様に、表示面を押圧する力の抜き方に基づき行われる。例えば、操作体が表示面に押圧さ
れた状態から、操作体が表示面からリリースされたり、軽く触れられている状態になった
場合には、図１３のグラフに示すように、表示面に対する圧力が瞬間的に大幅に低減する
。この場合、圧力判定部１４０は、圧力が所定時間内に所定の割合以上減少したと判定す
る。本実施形態では、このように、図１３の状態（ｂ）に示すような操作が行われたとき
、スクロールモードを終了する（ステップＳ３２０）。なお、所定時間は、例えば１００
ｍｓｅｃとすることができ、所定の割合は８０％とすることができる。
【０１０５】
　スクロールモードが終了した後、ステップＳ３０２の処理へ戻り、タッチ圧力がスクロ
ールモード閾値を超えたか否かを判定する（ステップＳ３０２）。そして、タッチ圧力が
スクロールモード閾値以下であり、ステップＳ３０４において操作体が表示面からリリー
スされたことが検出されると、図１５の状態（ｂ）に示すように、その時点でコンテンツ
リスト４２０の最前面に位置するコンテンツの選択が決定される（ステップＳ３０６）。
こうしてコンテンツ４１０の選択が行われる。
【０１０６】
　一方、ステップＳ３１８で圧力が所定時間内に所定の割合以上減少しなかったと判定さ
れた場合には、ステップＳ３１２の処理へ進む。そして、タッチ圧力がスクロールモード
閾値を超えているか否かに応じてコンテンツリスト４２０のスクロール方向を決定し（ス
テップＳ３１２）、奥行方向あるいは手前方向にコンテンツリスト４２０をスクロールさ
せる（ステップＳ３１４、Ｓ３１６）。
【０１０７】
　以上、本実施形態にかかる操作制御方法を用いたコンテンツリスト４２０のスクロール
について説明した。このように、指Ｆによって表示面を押圧する力を変更することによっ
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てコンテンツリスト４２０のスクロール方向を変更させることができるので、１本の指Ｆ
でコンテンツリスト４２０のスクロール操作や、コンテンツ４１０の決定操作を行うこと
ができる。
【０１０８】
　ここで、ステップＳ３１２～Ｓ３１６においてコンテンツリスト４２０をスクロールさ
せる際、操作体によって表示面を押圧する力の大きさに応じて、コンテンツリスト４２０
のスクロール速度を変化させるようにしてもよい。
【０１０９】
　例えば、スクロールリスト４２０を奥方向にスクロールさせる場合、図１６のグラフに
示すように、操作体はスクロールモード閾値を超える圧力で表示面を押圧している。この
とき、表示面を押圧する力が、スクロールモード閾値よりも大きい所定の圧力閾値を超え
たとき、スクロールリスト４２０がスクロールするスクロール速度を大きくするようにす
る。すなわち、操作体を表示面に押し込むほど、スクロール速度が速くなる。
【０１１０】
　一方、スクロールリスト４２０を手前方向にスクロールさせる場合、図１６のグラフに
示すように、操作体はスクロールモード閾値を下回る圧力で表示面を押圧している。この
とき、表示面を押圧する力が、さらにスクロールモード閾値よりも小さい所定の圧力閾値
を下回ったとき、スクロールリスト４２０がスクロールするスクロール速度を大きくする
ようにする。すなわち、操作体を表示面に押し込む力が弱くなるほど、スクロール速度が
速くなる。
【０１１１】
　このように、表示面を押圧する力を変化させてスクロール速度を変化させることにより
、コンテンツ４１０の探索時間を短縮することができ、より操作性をより向上させること
ができる。かかる操作は、例えばコンテンツリスト４２０に含まれるコンテンツ４１０の
数が多く、スクロールリスト４２０を移動させるスクロール量が大きくなる場合に、特に
効果的である。なお、図１６に示したように、スクロール速度を変更させるための所定の
圧力閾値を設けて、段階的にスクロール速度を変更させてもよいが、例えば、操作体が表
示面を押圧する力の変化に応じて、連続的にスクロール速度を変更するようにしてもよい
。
【０１１２】
　また、図１２に示す操作制御方法では、スクロールモード中に操作体が表示面からリリ
ースされた場合については説明しなかったが、このような場合、例えばスクロールモード
の終了と同時にコンテンツ４１０の決定を行うようにしてもよい。すなわち、図１７のグ
ラフに示すように、操作体によってスクロールモード閾値を超える力で表示面を押圧して
、コンテンツリスト４２０を奥方向へスクロールさせていたとする。ここで、コンテンツ
リスト４２０のスクロール中に操作体を表示面からリリースさせると、操作制御部１２０
は、スクロールモードを終了させ、スクロールが終了したときにコンテンツリスト４２０
の最前面に表示されているコンテンツ４１０の選択を決定する。このように、１つの操作
によって２つの処理を実行させるようにして、操作性をより向上させることもできる。
【０１１３】
　［横方向コンテンツリストのスクロール］
　本実施形態にかかる操作制御方法は、上述した奥行き方向のコンテンツリスト４２０の
スクロール以外にも、例えば、表示領域４００の横方向にコンテンツ４１０が配列された
横方向コンテンツリスト４４０のスクロールにも適用することができる。図１８Ａおよび
図１８Ｂは、横方向コンテンツリスト４４０におけるスクロール操作を示す説明図である
。
【０１１４】
　図１８Ａおよび図１８Ｂに示す入力表示装置１００の表示領域４００は、横方向に長く
延びた形状となっている。横方向コンテンツリスト４４０は、表示領域４００の形状に合
わせて、複数のコンテンツ４１０を横方向に配列して構成されている。このような横方向
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コンテンツリスト４４０は、横方向、すなわち図１８Ａにおいては紙面の左右にスクロー
ル可能である。このような入力表示装置１００の表示領域４００に表示されたコンテンツ
リスト４２０も、上述のコンテンツリスト４２０のスクロールと同様に、表示面を押圧す
る力に応じてコンテンツリストを左右にスクロールさせることができる。また、本例では
、操作体が表示面に接触する位置に応じてスクロール方向を決定することによって、操作
性を高めることができる。
【０１１５】
　すなわち、ユーザが直感的に操作し易くするため、操作体が表示面を押圧する力を強め
たときに操作体が操作を行っている表示領域４００の方向へ横方向コンテンツリスト４４
０をスクロールさせる。このように、操作体が位置する側への横方向コンテンツリスト４
４０のスクロール方向を順方向とする。一方、操作体が表示面を押圧する力を弱めたとき
には、操作体が操作を行っている表示領域４００とは反対側の方向へ横方向コンテンツリ
スト４４０をスクロールさせる。このように、操作体が位置する側とは反対側への横方向
コンテンツリスト４４０のスクロール方向を逆方向とする。こうして操作体が表示面に接
触する位置に応じて横方向コンテンツリスト４４０のスクロール方向を決定することによ
り、ユーザは直感的に横方向コンテンツリスト４４０をスクロールさせることができ、操
作性を向上させることができる。
【０１１６】
　例えば、右利きのユーザは、右手による入力操作が行いやすい。このため、図１８Ａに
示すように、右手の指ＲＦを表示領域４００の中心位置Ｃよりも右側の右領域４００Ｒに
おいて表示面を押圧して、横方向コンテンツリスト４４０のスクロール操作を行うのが通
常である。この場合、指ＲＦを表示面に押圧させると、指ＲＦが操作を行っている右領域
４００Ｒ側へ横方向コンテンツリスト４４０がスクロールされる。一方、指ＲＦを表示面
に押圧する力を弱めると、横方向コンテンツリスト４４０は指ＲＦが操作する領域と反対
側の左領域４００Ｌ側へスクロールされる。
【０１１７】
　一方、左利きのユーザは、左手による入力操作が行いやすい。このため、図１８Ｂに示
すように、左手の指ＬＦを表示領域４００の中心位置Ｃよりも左側の左領域４００Ｌにお
いて表示面を押圧して、横方向コンテンツリスト４４０のスクロール操作を行うのが通常
である。この場合、指ＬＦを表示面に押圧させると、指ＬＦが操作を行っている左領域４
００Ｌ側へ横方向コンテンツリスト４４０がスクロールされる。一方、指ＬＦを表示面に
押圧する力を弱めると、横方向コンテンツリスト４４０は指ＬＦが操作する領域と反対側
の右領域４００Ｒ側へスクロールされる。
【０１１８】
　このように、横方向コンテンツリスト４４０のスクロール方向を、操作体が表示面を押
圧する力を変更させることで切り替えることができる。また、操作体が操作を行う表示領
域の位置に応じて、横方向コンテンツリスト４４０のスクロール方向を決定することによ
り、ユーザは直感的に操作することができるので、操作性を高めることができる。
【０１１９】
　［時系列を有するコンテンツの操作］
　また、本実施形態にかかる操作制御部１２０は、横方向コンテンツリスト４４０を構成
するコンテンツ４１０に動画等の時系列を有する動画コンテンツ４１０ｍが含まれる場合
、操作体が表示面を押圧する力に応じて動画コンテンツ４１０ｍの再生方向も制御するこ
ともできる。
【０１２０】
　図１９は、時系列を持つ動画コンテンツ４１０ｍの再生操作を示す説明図である。図１
９に示すように、横方向コンテンツリスト４４０は、表示領域４００の横方向に複数配列
された動画コンテンツ４１０ｍからなる。例えば、横方向コンテンツリスト４４０から一
の動画コンテンツ４１０ｍをタップすると、動画コンテンツ４１０ｍが選択され、コンテ
ンツの再生が開始される。一方、操作体で動画コンテンツ４１０ｍに接触して所定の圧力



(23) JP 2011-53974 A 2011.3.17

10

20

30

40

50

閾値（再生モード閾値）を超える圧力を表示面に加わると、動画コンテンツ４１０ｍの再
生状態を操作することのできる再生モードに切り替わる。
【０１２１】
　再生モード時、ユーザは、表示面を押圧する力を所定の再生モード閾値より大きくした
り小さくしたり変更することにより、動画コンテンツ４１０ｍの再生方向を変更すること
ができる。例えば、再生モード閾値を超える圧力で表示面を押圧すると、先のチャプター
へ移動するように、時間の経過方向に動画コンテンツ４１０ｍが再生される。一方、表示
面を押圧する力が再生モード閾値以下となると、前のチャプターへ移動するように、動画
コンテンツ４１０ｍが巻き戻し再生される。なお、動画コンテンツ４１０ｍの再生移動は
、所定の時間単位ごとに移動させてもよく、チャプター単位で移動させてもよい。そして
、再生モードにおいて、所定時間内に所定の割合（例えば、１００ｍｓｅｃで８０％）以
上表示面を押圧する力が減少すると、再生モードを終了させることができる。
【０１２２】
　このように、本実施形態にかかる操作制御方法は、横方向コンテンツリスト４４０のス
クロールだけでなく、動画コンテンツ４１０の再生操作にも適用することができる。これ
により、ユーザは、簡易な操作で多様な入力操作を行うことができる。
【０１２３】
　以上、本実施形態にかかる操作制御方法について説明した。このように、本実施形態に
かかる操作制御方法によれば、操作体によって表示面を押圧する力を強めたり弱めたりす
ることにより、コンテンツリスト４２０、４４０のスクロール方向を切り替えることがで
きる。そして、かかる操作を利用して、例えば動画コンテンツ４１０ｍが選択された場合
には、更に操作体が表示面を押圧する力を変更することによって、動画コンテンツ４１０
ｍの再生操作も行うことができる。このように、操作を１本の指で一連の操作として行う
ことが可能となり、ユーザの操作負荷を低減させることができる。
【０１２４】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【０１２５】
　例えば、上記実施形態では、入力装置として静電式タッチパネル１０５および感圧セン
サ１０６を備えたが、本発明はかかる例に限定されない。例えば、感圧センサ１０６のみ
を備えるようにしてもよい。この場合、操作体が表示面に接触したか否かは、感圧センサ
１０６によって検知される。例えば感圧センサ１０６が検出する圧力が所定の値以上とな
ったとき、操作体が表示面に接触したと検知するようにしてもよい。
【０１２６】
　また、上記第２の実施形態では、操作体により表示面を押圧する力を強めるとズーム率
を小さくして表示内容を縮小し、操作体により表示面を押圧する力を弱めるとズーム率を
大きくして表示内容を拡大したが、本発明はかかる例に限定されない。例えば、操作体に
より表示面を押圧する力を強めるとズーム率を大きくして表示内容を拡大し、操作体によ
り表示面を押圧する力を弱めるとズーム率を小さくして表示内容を縮小してもよい。
【符号の説明】
【０１２７】
　１００　　　　　　入力表示装置
　１１０　　　　　　入力表示部
　１１２　　　　　　接触検出部
　１１４　　　　　　圧力検出部
　１１６　　　　　　表示部
　１２０　　　　　　操作制御部
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　１３０　　　　　　接触判定部
　１４０　　　　　　圧力判定部
　１５０　　　　　　記憶部
　１６０　　　　　　表示制御部
　２２０　　　　　　スクロールリスト
　３１０、４００　　表示領域
　４１０　　　　　　コンテンツ
　４１０ｍ　　　　　動画コンテンツ
　４２０　　　　　　コンテンツリスト
　４４０　　　　　　横方向コンテンツリスト
 

【図１】 【図２】
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【図１８Ａ】 【図１８Ｂ】

【図１９】 【図２０】
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