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(57)【要約】
【課題】ユーザが円滑な操作を行うことが可能な携帯端
末装置、画面制御方法およびプログラムを提供する。
【解決手段】携帯電話機１は、キャビネット２の正面に
設けられ、オブジェクトを含む画面を表示するディスプ
レイ３と、ディスプレイ３と重なるように設けられ、デ
ィスプレイ３に対する操作を検出するフロントタッチパ
ネル４と、キャビネット２の背面に設けられ、画面を移
動させるための移動操作を検出するバックタッチパネル
７と、移動操作が検出された場合に、画面の中から、オ
ブジェクトを含む少なくとも一部の領域を切り取り、切
り取られた領域を移動操作に応じて移動させる制御部１
１と、を備える。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の面を有する筺体と、
　前記筺体の第１の面に設けられ、オブジェクトを含む画面を表示する表示部と、
　前記表示部の少なくとも一部と重なるように設けられ、前記表示部に対する操作を検出
する第１の検出部と、
　前記第１の面と反対側の第２の面に設けられ、前記画面を移動させるための移動操作を
検出する第２の検出部と、
　前記移動操作が検出された場合に、前記画面の中から、前記オブジェクトを含む少なく
とも一部の領域を切り取り、切り取られた領域を前記移動操作に応じて移動させる制御部
と、を備える、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯端末装置において、
　オブジェクトを含む画面を少なくとも２以上記憶する記憶部をさらに備え、
　前記制御部は、
　　第１の画面が前記表示部に表示されている場合において、前記第１の検出部がユーザ
による操作を検出すると、前記第１の画面に代えて、前記第１の画面とは異なる第２の画
面を前記表示部に表示させ、
　　前記第１の画面が前記表示部に表示されている場合において、前記第２の検出部が移
動操作を検出すると、前記第２の画面を前記表示部に表示させる代わりに、前記第１の画
面から少なくとも一部の領域を切り取り、切り取られた領域を前記移動操作に応じて移動
させる、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の携帯端末装置において、
　前記第２の検出部は、前記第２の面にユーザがタッチしたタッチ位置が移動するタッチ
操作を検出でき、
　前記制御部は、前記タッチ位置の移動方向に対応する方向に前記切り取られた領域を移
動させる、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の携帯端末装置において、
　前記タッチ操作は、フリック操作および前記切り取られた領域を対象とするドラッグ操
作の少なくとも一つを含む、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の携帯端末装置において、
　前記タッチ操作は、前記ドラッグ操作を含み、
　前記制御部は、
　　前記ドラッグ操作に追従させて前記切り取られた領域を移動させるとともに、
　　前記ドラッグ操作が完了する前に前記表示部に対する操作がなされると、当該操作に
対応する処理を実行する、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項６】
　請求項４または５に記載の携帯端末装置において、
　前記タッチ操作は、前記フリック操作を含み、
　前記制御部は、
　　前記フリック操作により前記切り取られた領域を前記フリック操作の方向に対応する
方向に所定量だけ移動させるとともに、
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　　前記フリック操作により前記切り取られた領域が前記表示部から消滅する位置に移動
することに基づいて、前記切り取られた領域を、前記消滅する位置に替えて、前記表示部
の所定の位置に配置させる、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項７】
　請求項２ないし６の何れか一項に記載の携帯端末装置において、
　前記制御部は、前記表示部に対する操作がなされると、当該操作の後所定時間が経過す
るまで、前記移動操作を受け付けない、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項８】
　請求項１ないし７の何れか一項に記載の携帯端末装置において、
　移動した前記切り取られた領域を移動前の位置に戻すためのバックキーを、さらに備え
る、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の携帯端末装置において、
　前記制御部は、前記バックキーを前記画面における切り取りの対象となる領域以外の領
域に配置する、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１０】
　請求項１ないし９の何れか一項に記載の携帯端末装置において、
　ユーザに知らせるべき通知情報を表示する通知部をさらに、備え、
　前記制御部は、前記通知部を前記画面における切り取りの対象となる領域以外の領域に
配置する、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の携帯端末装置において、
　前記制御部は、前記通知部に表示された通知情報の詳細内容を前記表示部に表示させる
ために操作される通知オブジェクトを前記画面における切り取りの対象となる領域に配置
する、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１２】
　複数の面を有する筺体と、前記筺体の第１の面に設けられ、オブジェクトを含む画面を
表示する表示部と、前記表示部の少なくとも一部と重なるように設けられ、前記表示部に
対する操作を検出する第１の検出部と、前記第１の面と反対側の第２の面に設けられ、前
記第２の面に対する操作を検出する第２の検出部とを備える携帯端末装置の画面制御方法
であって、
　前記第２の検出部により前記画面を移動させるための移動操作が検出されたか否かを判
定するステップと、
　前記移動操作が検出されたと判定されると、前記画面の中から、前記オブジェクトを含
む少なくとも一部の領域を切り取り、切り取られた領域を前記移動操作に応じて移動させ
るステップと、を含む、
ことを特徴とする画面制御方法。
【請求項１３】
　複数の面を有する筺体と、前記筺体の第１の面に設けられ、オブジェクトを含む画面を
表示する表示部と、前記表示部の少なくとも一部と重なるように設けられ、前記表示部に
対する操作を検出する第１の検出部と、前記第１の面と反対側の第２の面に設けられ、前
記第２の面に対する操作を検出する第２の検出部とを備える携帯端末装置のコンピュータ
に、
　前記第２の検出部により前記画面を移動させるための移動操作が検出されたか否かを判
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定する機能と、
　前記移動操作が検出されたと判定されると、前記画面の中から、前記オブジェクトを含
む少なくとも一部の領域を切り取り、切り取られた領域を前記移動操作に応じて移動させ
る機能と、を付与する、
ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、タブレットＰＣ（Ta
blet PC）および電子書籍端末等の携帯端末装置に関する。また、本発明は、かかる携帯
端末装置に用いて好適な画面制御方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、筐体の正面側にディスプレイが配置された携帯電話機が知られている（たとえば
、特許文献１参照）。かかる携帯電話機では、たとえば、略長方形の輪郭を有する筺体の
正面側に、筺体より僅かに小さい略長方形のディスプレイが配置される。さらに、このデ
ィスプレイに重なるようにタッチパネルが配置され、ディスプレイに対するユーザのタッ
チ操作に基づいて、各種アプリケーションプログラム（以下、単に「アプリケーション」
と称する。）が実行される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２０３８９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　図１８は、ユーザが携帯電話機を操作する様子を示している。図１８に示すように、携
帯電話機のやや下側を片手で持ち、親指でディスプレイ、即ちディスプレイに配されたタ
ッチパネルに対する操作を行う、というユーザが増えている。
【０００５】
　近年、携帯電話機のディスプレイは大型化してきており、上記のように親指で操作が行
われる場合、図１８に一点鎖線で示すような、ディスプレイの上部から親指のつけ根とは
反対側の側部にかけての領域には、親指が届きにくい。
【０００６】
　ユーザは、このように親指が届きにくい領域にある操作用のオブジェクト（アイコン、
ソフトキー等）を操作するために、携帯電話機を持ち変えるといった煩雑な動作を行わな
ければならない。
【０００７】
　携帯電話機では、一般に、スクロール機能が備えられており、ディスプレイに表示され
た画面に続く画面（ページ）がある場合には、画面をスクロールして次の画面を表示する
ことができる。よって、スクロールが可能な方向に親指から離れているオブジェクトに対
しては、画面をスクロールすることにより、親指の近くに移動させることが可能である。
しかしながら、スクロール機能を備える携帯電話機においても、スクロールできない方向
に親指から離れているオブジェクトや、続く画面がなく何れの方向にもスクロールができ
ない画面において親指から離れているオブジェクトを親指の近くに移動させることはでき
ない。
【０００８】
　上記課題に鑑み、本発明は、ユーザが円滑な操作を行うことが可能な携帯端末装置、画
面制御方法およびプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　本発明の第１の態様に係る携帯端末装置は、複数の面を有する筺体と、前記筺体の第１
の面に設けられ、オブジェクトを含む画面を表示する表示部と、前記表示部の少なくとも
一部と重なるように設けられ、前記表示部に対する操作を検出する第１の検出部と、前記
第１の面と反対側の第２の面に設けられ、前記画面を移動させるための移動操作を検出す
る第２の検出部と、前記移動操作が検出された場合に、前記画面の中から、前記オブジェ
クトを含む少なくとも一部の領域を切り取り、切り取られた領域を前記移動操作に応じて
移動させる制御部と、を備える。
【００１０】
　本態様に係る携帯端末装置は、オブジェクトを含む画面を少なくとも２以上記憶する記
憶部をさらに備えるような構成とされ得る。この場合、前記制御部は、第１の画面が前記
表示部に表示されている場合において、前記第１の検出部がユーザによる操作を検出する
と、前記第１の画面に代えて、前記第１の画面とは異なる第２の画面を前記表示部に表示
させ、前記第１の画面が前記表示部に表示されている場合において、前記第２の検出部が
移動操作を検出すると、前記第２の画面を前記表示部に表示させる代わりに、前記第１の
画面から少なくとも一部の領域を切り取り、切り取られた領域を前記移動操作に応じて移
動させる。
【００１１】
　このような構成とされた場合、前記第２の検出部は、前記第２の面にユーザがタッチし
たタッチ位置が移動するタッチ操作を検出できる。この場合、前記制御部は、前記タッチ
位置の移動方向に対応する方向に前記切り取られた領域を移動させる、
　なお、前記タッチ操作は、フリック操作および前記切り取られた領域を対象とするドラ
ッグ操作の少なくとも一つを含み得る。
【００１２】
　前記タッチ操作が前記ドラッグ操作を含む場合、前記制御部は、前記ドラッグ操作に追
従させて前記切り取られた領域を移動させるとともに、前記ドラッグ操作が完了する前に
前記表示部に対する操作がなされると、当該操作に対応する処理を実行するような構成と
され得る。
【００１３】
　前記タッチ操作が前記フリック操作を含む場合、前記制御部は、前記フリック操作によ
り前記切り取られた領域を前記フリック操作の方向に対応する方向に所定量だけ移動させ
るとともに、前記フリック操作により前記切り取られた領域が前記表示部から消滅する位
置に移動することに基づいて、前記切り取られた領域を、前記消滅する位置に替えて、前
記表示部の所定の位置に配置させるような構成とされ得る。
【００１４】
　本態様に係る携帯端末装置において、前記制御部は、前記表示部に対する操作がなされ
ると、当該操作の後所定時間が経過するまで、前記移動操作を受け付けないような構成と
され得る。
【００１５】
　本態様に係る携帯端末装置は、移動した前記切り取られた領域を移動前の位置に戻すた
めのバックキーを、さらに備えるような構成とされ得る。
【００１６】
　このような構成とされた場合、前記制御部は、前記バックキーを前記画面における切り
取りの対象となる領域以外の領域に配置するような構成とされ得る。
【００１７】
　本態様に係る携帯端末装置は、ユーザに知らせるべき通知情報を表示する通知部をさら
に、備えるような構成とされ得る。この場合、前記制御部は、前記通知部を前記画面にお
ける切り取りの対象となる領域以外の領域に配置する。
【００１８】
　このような構成とされた場合、前記制御部は、前記通知部に表示された通知情報の詳細
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内容を前記表示部に表示させるために操作される通知オブジェクトを前記画面における切
り取りの対象となる領域に配置するような構成とされ得る。
【００１９】
　本発明の第２の態様は、複数の面を有する筺体と、前記筺体の第１の面に設けられ、オ
ブジェクトを含む画面を表示する表示部と、前記表示部の少なくとも一部と重なるように
設けられ、前記表示部に対する操作を検出する第１の検出部と、前記第１の面と反対側の
第２の面に設けられ、前記第２の面に対する操作を検出する第２の検出部とを備える携帯
端末装置の画面制御方法に関する。本態様に係る画面制御方法は、前記第２の検出部によ
り前記画面を移動させるための移動操作が検出されたか否かを判定するステップと、前記
移動操作が検出されたと判定されると、前記画面の中から、前記オブジェクトを含む少な
くとも一部の領域を切り取り、切り取られた領域を前記移動操作に応じて移動させるステ
ップと、を含む。
【００２０】
　本発明の第３の態様に係るプログラムは、複数の面を有する筺体と、前記筺体の第１の
面に設けられ、オブジェクトを含む画面を表示する表示部と、前記表示部の少なくとも一
部と重なるように設けられ、前記表示部に対する操作を検出する第１の検出部と、前記第
１の面と反対側の第２の面に設けられ、前記第２の面に対する操作を検出する第２の検出
部とを備える携帯端末装置のコンピュータに、前記第２の検出部により前記画面を移動さ
せるための移動操作が検出されたか否かを判定する機能と、前記移動操作が検出されたと
判定されると、前記画面の中から、前記オブジェクトを含む少なくとも一部の領域を切り
取り、切り取られた領域を前記移動操作に応じて移動させる機能と、を付与する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、ユーザが円滑な操作を行うことが可能な携帯端末装置、画面制御方法
およびプログラムを提供することができる。
【００２２】
　本発明の効果ないし意義は、以下に示す実施形態の説明によりさらに明らかとなろう。
ただし、以下の実施形態は、あくまでも、本発明を実施化する際の一つの例示であって、
本発明は、以下の実施形態に記載されたものに何ら制限されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】実施の形態に係る、携帯電話機の構成を示す図である。
【図２】実施の形態に係る、携帯電話機の全体構成を示すブロック図である。
【図３】実施の形態に係る、アプリケーションの実行によりディスプレイに表示される画
面について説明するための図である。
【図４】実施の形態に係る、ディスプレイに対するタッチ操作に応じた処理が行われる場
合の画面遷移の例を示す図である。
【図５】実施の形態に係る、操作領域に対するドラッグ操作によりウィンドウ領域が移動
する例を示す図である。
【図６】実施の形態に係る、操作領域に対するドラッグ操作によりウィンドウ領域が移動
する例を示す図である。
【図７】実施の形態に係る、操作領域に対するドラッグ操作によりウィンドウ領域が移動
する例を示す図である。
【図８】実施の形態に係る、操作領域に対するフリック操作によりウィンドウ領域が移動
する例を示す図である。
【図９】実施の形態に係る、フリック操作が繰り返されることにより、ウィンドウ領域が
初期位置に復帰する例を示す図である。
【図１０】実施の形態に係る、移動したウィンドウ領域がバックキーの操作により、初期
位置に復帰する例を示す図である。
【図１１】実施の形態に係る、画面制御処理のフローチャートである。
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【図１２】実施の形態に係る、バックドラッグ処理のフローチャートである。
【図１３】実施の形態に係る、バックフリック処理のフローチャートである。
【図１４】実施の形態に係る、ウィンドウ領域の消滅判定について説明するための図であ
る。
【図１５】変更例１の携帯電話機について説明するための図である。
【図１６】変更例２の携帯電話機について説明するための図である。
【図１７】変更例３の携帯電話機について説明するための図である。
【図１８】ユーザが携帯電話機を操作する様子を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
【００２５】
　図１（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、それぞれ、携帯電話機１の正面図、背面図および右側
面図である。以下、説明の便宜上、図１（ａ）～（ｃ）に示すように、キャビネット２の
長手方向を上下方向と定義し、キャビネット２の短手方向を左右方向と定義する。
【００２６】
　図１に示されるように、携帯電話機１は、キャビネット２と、ディスプレイ３と、フロ
ントタッチパネル４と、マイクロフォン５と、通話スピーカ６と、バックタッチパネル７
と、外部スピーカ８を備えている。
【００２７】
　キャビネット２は、正面から見て、ほぼ長方形の輪郭を有する。キャビネット２の正面
側に、ディスプレイ３が配されている。ディスプレイ３には、各種の画像（画面）が表示
される。ディスプレイ３は、たとえば、液晶ディスプレイである。ディスプレイ３は、有
機ＥＬディスプレイ等、他の種類のディスプレイであってもよい。さらに、ディスプレイ
３を覆うように、フロントタッチパネル４が配置されている。フロントタッチパネル４は
、透明なシート状に形成されている。フロントタッチパネル４として、静電容量式、超音
波式、感圧式、抵抗膜式、光検知式等、各種方式のタッチパネルが用いられ得る。
【００２８】
　キャビネット２の内部には、下端部にマイクロフォン５が配されている。また、キャビ
ネット２の内部には、上端部に通話スピーカ６が配されている。マイクロフォン５は、キ
ャビネット２の正面に形成されたマイク孔５ａを通過した音声を受け付ける。マイクロフ
ォン５は、入力された音に応じた電気信号を生成する。通話スピーカ６は、音を出力する
。出力された音声は、キャビネット２の正面に形成された出力孔６ａを通過してキャビネ
ット２の外に放出される。通話の際には、通信先の機器（携帯電話機等）から受信された
受話音声が通話スピーカ６から出力され、ユーザが発した発話音声がマイクロフォン５に
入力される。なお、音は、音声、報知音等、様々な音を含む。
【００２９】
　キャビネット２の背面には、略長方形の輪郭を有する凹部２ａが形成され、この凹部２
ａの裏面に、バックタッチパネル７が配置されている。凹部２ａの底面は、ユーザにより
操作が行われる操作領域ＲＯとなる。ユーザは、通常、人差し指により操作領域ＲＯに対
するタッチ操作を行う。バックタッチパネル７は、フロントタッチパネル４と同様、透明
なシート状に形成されている。バックタッチパネル７として、静電容量式、超音波式、感
圧式、抵抗膜式、光検知式等、各種方式のタッチパネルが用いられ得る。
【００３０】
　キャビネット２の内部には、外部スピーカ８が配されている。キャビネット２の背面に
は、外部スピーカ８と対向する領域に出力孔８ａが形成されている。外部スピーカ８から
出力された音は、出力孔８ａを通過してキャビネット２の外に放出される。
【００３１】
　図２は、携帯電話機１の全体構成を示すブロック図である。
【００３２】
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　図２に示されるように、携帯電話機１は、制御部１１と、記憶部１２と、画像出力部１
３と、フロントタッチ検出部１４と、バックタッチ検出部１５と、音声入力部１６と、音
声出力部１７と、音声処理部１８と、キー入力部１９と、通信部２０とを備えている。
【００３３】
　記憶部１２は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、外部メモリを含む。記憶部１２には、各種のプログラ
ムが記憶されている。記憶部１２に記憶されるプログラムは、携帯電話機１の各部を制御
するための制御プログラムの他、各種アプリケーション（たとえば、ホーム、電話、電子
メール、ウェブブラウザ、地図、ゲーム、スケジュール管理、等）を含む。プログラムは
、メーカによって携帯電話機１の製造時に記憶部１２に記憶される他、ユーザによって通
信網やメモリカード、ＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体を介して記憶部１２に記憶される。
【００３４】
　記憶部１２には、プログラムの実行の際、一時的に利用または生成されるデータを記憶
するワーキング領域も含まれる。
【００３５】
　制御部１１は、ＣＰＵを含む。制御部１１は、記憶部１２に記憶されたプログラムに従
って、携帯電話機１を構成する各部（記憶部１２、画像出力部１３、フロントタッチ検出
部１４、バックタッチ検出部１５、音声入力部１６、音声出力部１７、音声処理部１８、
キー入力部１９、通信部２０等）を制御する。
【００３６】
　画像出力部１３は、図１に示すディスプレイ３を含む。画像出力部１３は、制御部１１
からの制御信号と画像信号に基づき、ディスプレイ３に画像（画面）を表示する。
【００３７】
　フロントタッチ検出部１４は、図１に示すフロントタッチパネル４を含む。フロントタ
ッチ検出部１４は、図１に示すディスプレイ３へのユーザによるタッチ操作を、フロント
タッチパネル４により検出する。すなわち、フロントタッチ検出部１４は、ユーザがディ
スプレイ３の領域内を触れた場合に、フロントタッチパネル４を用いて、ユーザが触れた
位置（以下、「タッチ位置」と称する）を検出する。フロントタッチ検出部１４は、検出
したタッチ位置に基づいて生成された位置信号を制御部１１へ出力する。図１（ａ）に示
すように、ディスプレイ３上には、たとえば、ディスプレイ３の左上の角を原点とし、左
右方向をＸ軸、上下方向をＹ軸とする直交座標系が設定されている。ディスプレイ３に指
がタッチされると、フロントタッチパネル４は、ディスプレイ３におけるタッチ位置を示
す座標値を出力する。
【００３８】
　ユーザは、フロントタッチパネル４が設けられることにより、ディスプレイ３に指を触
れることにより様々なタッチ操作を行うことができる。タッチ操作は、たとえば、タップ
操作、フリック操作、スライド操作、ドラッグ操作等を含む。タップ操作とは、ユーザが
ディスプレイ３に指を接触させた後、短時間のうちに指をディスプレイ３から離す操作で
ある。フリック操作とは、ユーザがディスプレイ３に指を接触させた後、ディスプレイ３
を指で任意の方向に弾く操作である。スライド操作とは、ユーザがディスプレイ３に指を
接触させたまま、任意の方向へ指を移動させる操作である。ドラッグ操作とは、ユーザが
アイコン、後述するウィンドウ領域等の移動対象物に対してスライド操作を行った後、デ
ィスプレイ３から指を離す操作である。フリック操作、スライド操作およびドラッグ操作
は、タッチ位置の移動を伴うタッチ操作である。
【００３９】
　たとえば、フロントタッチ検出部１４がタッチ位置を検出した場合に、タッチ位置が検
出されてから予め定められた第１時間以内にタッチ位置が検出されなくなると、制御部１
１は、タッチ操作をタップ操作と判定する。タッチ位置が検出されてから予め定められた
第２時間以内に予め定められた第１距離以上タッチ位置が移動した後、タッチ位置が検出
されなくなった場合、制御部１１は、タッチ操作をフリック操作と判定する。タッチ位置
が検出された後、予め定めた第２距離以上タッチ位置が移動すると、制御部１１は、タッ
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チ操作をスライド操作と判定する。
【００４０】
　バックタッチ検出部１５は、図１に示すバックタッチパネル７を含む。バックタッチ検
出部１５は、図１に示す操作領域ＲＯへのユーザによるタッチ操作を、バックタッチパネ
ル７により検出する。すなわち、バックタッチ検出部１５は、ユーザが、操作領域ＲＯ内
を触れた場合に、バックタッチパネル７を用いて、タッチ位置を検出する。バックタッチ
検出部１５は、検出したタッチ位置に基づいて生成された位置信号を制御部１１へ出力す
る。図１（ｂ）に示すように、操作領域ＲＯ上には、携帯電話機１を正面から見たときに
、ディスプレイ３の直交座標系とＸ軸の正負の方向およびＹ軸の正負の方向と同じとなる
よう、たとえば、操作領域ＲＯの右上の角を原点とし、左右方向をＸ軸、上下方向をＹ軸
とする直交座標系が設定されている。操作領域ＲＯに指がタッチされると、バックタッチ
パネル７は、操作領域ＲＯにおけるタッチ位置を示す座標値を出力する。
【００４１】
　音声入力部１６は、マイクロフォン５を含む。音声入力部１６は、マイクロフォン５か
らの電気信号を音声処理部１８へ出力する。
【００４２】
　音声出力部１７は、通話スピーカ６および外部スピーカ８を含む。音声出力部１７には
、音声処理部１８からの電気信号が入力される。音声出力部１７は、通話スピーカ６また
は外部スピーカ８から音を出力させる。
【００４３】
　音声処理部１８は、音声入力部１６からの電気信号にＡ／Ｄ変換等を施し、変換後のデ
ジタルの音声信号を制御部１１へ出力する。音声処理部１８は、制御部１１からのデジタ
ルの音声信号にデコード処理およびＤ／Ａ変換等を施し、変換後の電気信号を音声出力部
１７に出力する。
【００４４】
　キー入力部１９は、少なくとも１つ以上のハードキーを含む。たとえば、キー入力部１
９は、携帯電話機１に電源を投入するための電源キーなどを含む。キー入力部１９は、携
帯電話機１に配された各種ハードキー（図示せず）のうち、少なくとも一つのキーが押下
されたときに、押下されたハードキーに対応する信号を制御部１１に出力する。
【００４５】
　通信部２０は、通話や通信を行うため、信号を変換するための回路、電波を送受信する
アンテナ等を備える。通信部２０は、制御部１１から入力される通話や通信のための信号
を無線信号に変換し、変換された無線信号を、アンテナを介して基地局や他の通信装置等
の通信先へ送信する。さらに、通信部２０は、アンテナを介して受信した無線信号を制御
部１１が利用できる形式の信号へ変換し、変換された信号を制御部１１へ出力する。
【００４６】
　図３は、アプリケーションの実行によりディスプレイ３に表示される画面について説明
するための図である。制御部１１は、上述のように、各種のアプリケーションを実行する
。アプリケーションが実行された後は、制御部１１は、ユーザによるディスプレイ３に対
するタッチ操作に応じた処理を実行し、当該処理に基づく画面をディスプレイ３に表示す
る。
【００４７】
　図３に示すように、ディスプレイ３に表示される画面は、ピクト領域ＲＰ、ウィンドウ
領域ＲＷおよびキー領域ＲＫにより構成される。ピクト領域ＲＰには、通知バー１００が
表示される。通知バー１００は、現在時刻１０１、バッテリー残量を示す残量メータ１０
２、電波の強度を示す強度メータ１０３等を含む。さらに、通知バー１００は、現在時刻
１０１、残量メータ１０２、強度メータ１０３以外のユーザに知らされるべきその他の通
知情報に対応する通知アイコン１０４を含む。その他の通知情報として、たとえば、電話
の不在着信に係る情報（電話番号、発信者名等）、電子メールの新規着信に係る情報（メ
ールアドレス、送信者名等）、アラーム報知の時刻が経過した旨の情報、スケジュールの
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予定時刻が経過した旨の情報、携帯電話機１の更新に関する情報、携帯電話機１に外部メ
モリが接続された旨の情報などが挙げられる。ユーザは、通知バー１００を確認すること
により、通知情報を大凡確認することができる。
【００４８】
　キー領域ＲＫには、操作キー群１０５が表示される。操作キー群１０５は、設定キー１
０５ａ、ホームキー１０５ｂ、およびバックキー１０５ｃから構成されている。設定キー
１０５ａは、主に、各種設定を行う設定画面をディスプレイ３に表示させるためのキーで
ある。ホームキー１０５ｂは、主に、ディスプレイ３の表示を他の画面からホーム画面に
移行させるためのキーである。バックキー１０５ｃは、主に、実行された処理を１ステッ
プ前の処理に戻すためのキーである。
【００４９】
　ウィンドウ領域ＲＷには、アプリケーションが実行された場合に表示される画面が表示
される。たとえば、ホームのアプリケーションが実行された場合、ウィンドウ領域ＲＷに
は、ホーム画面が表示される。ホーム画面には、電話、電子メールなど、各種のアプリケ
ーションを起動するための起動用アイコンが配列される。また、電話のアプリケーション
が実行された場合、ウィンドウ領域ＲＷには、ダイヤル画面、着信一覧画面等が表示され
る。さらに、ウェブブラウザのアプリケーションが実行された場合、ウィンドウ領域ＲＷ
には、外部のサーバから取得したデータに基づき、ウェブ画面が表示される。
【００５０】
　ウィンドウ領域ＲＷには、実行されるアプリケーションに関係なく、通知タグ１０６が
配置される。たとえば、通知タグ１０６は、ウィンドウ領域ＲＷの左角部に配置される。
ユーザは、通知バー１００に表示された通知情報の詳細内容を確認する場合に、通知タグ
１０６を操作できる。なお、通知タグ１０６に表わされた数字は、詳細内容が表示される
通知情報の数を示す。
【００５１】
　なお、実行されるアプリケーションによっては、ピクト領域ＲＰおよびキー領域ＲＫの
少なくとも一つが表示されなくてもよい。この場合、ピクト領域ＲＰまたはキー領域ＲＫ
の領域まで、ウィンドウ領域ＲＷが広がっても良い。即ち、画面全体がウィンドウ領域Ｒ
Ｗで構成される場合がある。たとえば、ピクト領域ＲＰが表示されない場合には、アプリ
ケーションが実行された場合に表示される画面は、ウィンドウ領域ＲＷとピクト領域ＲＰ
の２つの領域を用いて表示されてもよい。キー領域ＲＫが表示されない場合には、アプリ
ケーションが実行された場合に表示される画面は、ウィンドウ領域ＲＷとキー領域ＲＫの
２つの領域を用いて表示されてもよい。また、ピクト領域ＲＰおよびキー領域ＲＫの両方
が表示されない場合には、アプリケーションが実行された場合に表示される画面は、ウィ
ンドウ領域ＲＷとピクト領域ＲＰとキー領域ＲＫの３つの領域を用いて表示されてもよい
。なお、本実施の形態において、表示される画面がウィンドウ領域ＲＷとキー領域ＲＫの
２つの領域に表示される場合には、２つの領域をウィンドウ領域ＲＷと称する場合がある
。表示される画面がウィンドウ領域ＲＷとピクト領域ＲＰの２つの領域に表示される場合
には、２つの領域をウィンドウ領域ＲＷと称する場合がある。表示される画面が、ウィン
ドウ領域ＲＷとピクト領域ＲＰとキー領域ＲＫの３つの領域に表示される場合には、３つ
の領域をウィンドウ領域ＲＷと称する場合がある。
【００５２】
　図４は、ディスプレイ３に対するタッチ操作に応じた処理が行われる場合の画面遷移の
例を示す図である。
【００５３】
　制御部１１は、ホームキー１０５ｂに対するタップ操作を検出すると、ホームのアプリ
ケーションを実行し、ディスプレイ３にホーム画面を表示させる。ホーム画面には、各種
のアプリケーションを起動するための起動用アイコン１０７が配列される。たとえば、図
４（ａ）に示すように、ユーザにより、電話のアプリケーションの起動用アイコン１０７
に対するタップ操作がなされると、電話のアプリケーションが起動し、電話番号の入力に
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より電話の発信が行われるダイヤル画面がディスプレイ３に表示される。
【００５４】
　また、図４（ｂ）に示すように、ホーム画面は複数のページにより構成される。たとえ
ば、左方向にページが続く場合、ホーム画面の任意の位置に対して右方向へのフリック操
作がなされると、ホーム画面がスクロールし、次のページがディスプレイ３に表示される
。また、複数のページは、互いに順位付けされていてもよく、たとえば、制御部１１は、
何れかの画面が表示されている場合にフリック操作を検出すると、フリック操作がなされ
た画面に付与された順位の前後の順位に対応づけられた画面の中から、フリック操作に基
づいて一つの画面を選択し、選択した画面をディスプレイ３に表示してもよい。
【００５５】
　ところで、ユーザは、携帯電話機１を片手で持ち、親指でディスプレイ３に対するタッ
チ操作を行う場合が多い。先に図１８を参照して説明した通り、親指から遠く離れたディ
スプレイ３の位置には親指が届きにくい。よって、ユーザは、親指が届きにくい位置に起
動用アイコン１０７等の操作対象となるオブジェクトがあり、ユーザが、そのオブジェク
トに対してタッチ操作を行う場合、ユーザは携帯電話機１を持ち替える必要がある。
【００５６】
　そこで、本実施の形態の携帯電話機１には、ウィンドウ領域ＲＷを、キャビネット２の
背面に設けられた操作領域ＲＯに対するドラッグ操作またはフリック操作により、ディス
プレイ３上において移動させることができる画面移動機能が備えられている。
【００５７】
　以下、図５ないし図１０を参照して、画面移動機能について説明する。
【００５８】
　図５なしい図７は、操作領域ＲＯに対するドラッグ操作によりウィンドウ領域ＲＷが移
動する例を示す図である。
【００５９】
　図５には、ユーザが、ホーム画面を移動させて、ウェブブラウザの起動用アイコン１０
７を操作し、ウェブブラウザを起動させる例が示されている。
【００６０】
　ホーム画面がディスプレイ３に表示された状態において、ユーザは、親指から遠く離れ
た起動用アイコン１０７を親指の近くへ移動させたい場合、人差し指によって、操作領域
ＲＯ対し、起動用アイコン１０７を移動させたい方向にドラッグ操作を行う。すなわち、
ユーザは、携帯電話機１を正面から見たときに起動用アイコン１０７を移動させる方向と
同じ方向となるようにドラッグ操作を行う。たとえば、ホーム画面を右下方向に移動させ
たい場合、ユーザは、携帯電話機１を正面から見て右下方向に人差し指を移動させる。図
５のように携帯電話機１の背面から見た場合、人差し指は、左下方向に移動することとな
る。以下、本実施の形態では、説明の便宜上、操作領域ＲＯに対するドラッグ操作の方向
は、携帯電話機１を正面から見たときの方向を言うものとする。
【００６１】
　ドラッグ操作が開始されると、ホーム画面（ウィンドウ領域ＲＷ）の周縁に所定の色（
たとえば、赤色）の枠１０８が形成される。これにより、ユーザは、ウィンドウ領域ＲＷ
が移動される移動モードに移行したことを把握できる。
【００６２】
　ディスプレイ３には、ウィンドウ領域ＲＷが表示されるウィンドウ表示領域ＲＤが設定
されている。ユーザによりドラッグ操作が継続されると、ホーム画面（ウィンドウ領域Ｒ
Ｗ）は、ウィンドウ表示領域ＲＤ内を、ドラッグ操作に追従して、携帯電話機１の正面か
ら見たときのドラッグ操作の方向と同じ方向に移動する。たとえば、ユーザにより右下方
向へのドラッグ操作がなされると、ウィンドウ領域ＲＷが右下方向へ移動する。ここで、
移動後にウィンドウ表示領域ＲＤから外れたウィンドウ領域ＲＷの構成部分については、
ディスプレイ３に表示されない。ウィンドウ領域ＲＷの移動により、ウィンドウ領域ＲＷ
が存在しなくなったウィンドウ表示領域ＲＤの部分は、表示する画像がないため、黒色の
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表示とされる。なお、黒色でなく、他の色であってもよい。
【００６３】
　なお、操作領域ＲＯに対するドラッグ操作が行われることにより、ウィンドウ領域ＲＷ
が移動しても、ピクト領域ＲＰに配された通知バー１００およびキー領域ＲＫに配された
操作キー群１０５（設定キー１０５ａ、ホームキー１０５ｂ、およびバックキー１０５ｃ
）は移動しない。
【００６４】
　ユーザが操作領域ＲＯから指をリリースすると、ホーム画面は移動後の位置に保持され
る。ユーザは、所望の起動用アイコン１０７が親指の近くまで移動すると、その起動用ア
イコン１０７に対して親指によりタップ操作を行う。これにより、タップ操作がなされた
起動用アイコン１０７に対応するアプリケーションが起動する。たとえば、ユーザがウェ
ブブラウザの起動用アイコン１０７に対してタップ操作を行った場合、ウェブブラウザが
起動して、ウェブ画面がディスプレイ３に表示される。
【００６５】
　ユーザにより、バックキー１０５ｃに対するタップ操作がなされると、再度、ホームの
アプリケーションが起動し、ホーム画面がディスプレイ３に表示される。このとき、ホー
ム画面（ウィンドウ領域ＲＷ）は、初期位置に配置される。なお、初期位置とは、操作領
域ＲＯに対するドラッグ操作やフリック操作により移動される前にウィンドウ領域ＲＷが
配置されている位置である。
【００６６】
　図６には、ユーザが、ホーム画面を移動させて、通知タグ１０６を操作し、通知一覧画
面をディスプレイ３に表示させる例が示されている。
【００６７】
　ホーム画面がディスプレイ３に表示された状態において、ユーザは、ピクト領域ＲＰに
示された通知情報の詳細内容を知りたい場合、通知タグ１０６を操作する必要がある。通
知タグ１０６はホーム画面の右上角部に配されているため、通知タグ１０６にはユーザの
親指が届きにくい。ユーザは、通知タグ１０６を親指の近くへ移動させるために操作領域
ＲＯに対してドラッグ操作を行う。図５の例と同様、ホーム画面がウィンドウ表示領域Ｒ
Ｄ内を移動する。ホーム画面とともに通知タグ１０６が移動する。ユーザは、通知タグ１
０６が親指の近くまで移動すると、操作領域ＲＯから指をリリースし、通知タグ１０６に
対して親指によりタップ操作を行う。これにより、各種の通知情報１０９が一覧表示され
た通知一覧画面がディスプレイ３に表示される。
【００６８】
　図７は、ウェブブラウザが起動してウェブ画面がディスプレイ３に表示された状態にお
いて、ユーザが、ウェブ画面を移動させ、ハイパーリンクが設定されたリンク画像１１０
を操作して、リンク画像１１０による指定先の画面をディスプレイ３に表示させる例が示
されている。
【００６９】
　ディスプレイ３に表示されたウェブ画面には、ハイパーリングが設定されたリンク画像
１１０（文字列、写真等）が含まれ得る。リンク画像１１０が、ユーザの親指から遠くに
離れている場合、ユーザは、リンク画像１１０を親指の近くに移動させるために操作領域
ＲＯ対してドラッグ操作を行う。ドラッグ操作に追従して、ウェブ画面がウィンドウ表示
領域ＲＤ内を移動する。ユーザは、リンク画像１１０が親指の近くまで移動すると、操作
領域ＲＯから指をリリースし、リンク画像１１０に対して親指によりタップ操作を行う。
これにより、リンク画像１１０により指定された指定先の画面がディスプレイ３に表示さ
れる。
【００７０】
　図８は、操作領域ＲＯに対するフリック操作によりウィンドウ領域ＲＷが移動する例を
示す図である。図８には、ユーザが、ホーム画面を移動させて、ウェブブラウザの起動用
アイコン１０７を操作し、ウェブブラウザを起動させる例が示されている。
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【００７１】
　ユーザは、操作領域ＲＯに対して、上下左右の方向にフリック操作を行うことによって
も、ホーム画面（ウィンドウ領域ＲＷ）を移動させることができる。図８に示すように、
ユーザが操作領域ＲＯに対し下方向へのフリック操作を行うと、ウィンドウ領域ＲＷが、
ウィンドウ表示領域ＲＤ内を所定量だけ下方向に移動し、移動後の位置に保持される。さ
らに、ユーザが操作領域ＲＯに対し、携帯電話機１を正面から見て右方向へのフリック操
作を行うと、すなわち、図８のように、携帯電話機１を背面から見た場合には左方向へフ
リック操作を行うと、ウィンドウ領域ＲＷが、ウィンドウ表示領域ＲＤ内を所定量だけ右
方向に移動し、移動後の位置に保持される。たとえば、上下方向における所定量は、ウィ
ンドウ表示領域ＲＤの上下方向の長さの３分の１の長さに設定され、左右方向における所
定量は、ウィンドウ表示領域ＲＤの左右方向の長さの３分の１の長さに設定される。以下
、本実施の形態では、説明の便宜上、操作領域ＲＯに対するフリック操作の方向は、携帯
電話機１を正面から見たときの方向を言うものとする。
【００７２】
　図９は、フリック操作が繰り返されることにより、ウィンドウ領域ＲＷが初期位置に復
帰する例を示す図である。
【００７３】
　上記のように、上下方向、左右方向の何れにおいても、１回のフリック操作によって、
ウィンドウ表示領域ＲＤの３分の１の長さだけウィンドウ領域ＲＷが移動する場合には、
同じ方向に３回フリック操作がなされると、ウィンドウ領域ＲＷがウィンドウ表示領域Ｒ
Ｄから消滅する。このように、フリック操作によってウィンドウ領域ＲＷがウィンドウ表
示領域ＲＤから消滅した場合には、ウィンドウ領域ＲＷが初期位置に復帰する。ウィンド
ウ領域ＲＷは、瞬時に初期位置に復帰してもよいし、徐々に移動して初期位置に復帰して
もよい。
【００７４】
　図１０は、移動したウィンドウ領域ＲＷがバックキー１０５ｃの操作により、初期位置
に復帰する例を示す図である。
【００７５】
　バックキー１０５ｃに対するタップ操作がなされると、ウィンドウ領域ＲＷが初期位置
に復帰する。ウィンドウ領域ＲＷは、瞬時に初期位置に復帰してもよいし、徐々に移動し
て初期位置に復帰してもよい。本実施の形態では、さらに、ウィンドウ領域ＲＷが移動し
た後、ディスプレイ３または操作領域ＲＯに対するタッチ操作が行われないまま所定の時
間が経過すると、バックキー１０５ｃが操作された場合と同様に、ウィンドウ領域ＲＷが
初期位置に移動する。
【００７６】
　さて、画面移動機能は、制御部１１により実行される画面制御処理により実現される。
【００７７】
　図１１は、画面制御処理のフローチャートである。以下、画面制御処理について詳細に
説明する。
【００７８】
　制御部１１は、ディスプレイ３に画面が表示された状態において、フロントタッチパネ
ル４がタッチ操作を検出したか否か、およびバックタッチパネル７がタッチ操作を検出し
たか否かを監視する（Ｓ１０１、Ｓ１０２）。
【００７９】
　制御部１１は、フロントタッチパネル４がタッチ操作を検出したと判定すると（Ｓ１０
１：ＹＥＳ）、検出されたタッチ操作に処理の割り当てがあるか否かを判定し（Ｓ１０３
）、割り当てがあれば（Ｓ１０３：ＹＥＳ）、第１タイマーを初期化（リセット）してス
タートさせる（Ｓ１０４）。第１タイマーは、たとえば、制御部１１に設けられている。
【００８０】
　次に、制御部１１は、現在、ウィンドウ領域ＲＷが初期位置に位置しているか否かを判
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定する（Ｓ１０５）。制御部１１は、ウィンドウ領域ＲＷが初期位置に位置していると判
定すると（Ｓ１０５：ＹＥＳ）、アプリケーションの起動等、検出されたタッチ操作に割
り当てられた処理を実行する（Ｓ１０６）。
【００８１】
　一方、制御部１１は、ウィンドウ領域ＲＷが初期位置に位置していない、即ち、ウィン
ドウ領域ＲＷが、移動中か、移動後の位置に位置していると判定すると（Ｓ１０５：ＮＯ
）、タッチ操作の対象がバックキー１０５ｃであるか否かを判定する（Ｓ１０７）。制御
部１１は、タッチ操作の対象がバックキー１０５ｃでない場合（Ｓ１０７：ＮＯ）、検出
されたタッチ操作に割り当てられた処理を実行し（Ｓ１０６）、バックキー１０５ｃであ
る場合（Ｓ１０７：ＹＥＳ）、ウィンドウ領域ＲＷを初期位置に戻す（Ｓ１０８）。ステ
ップＳ１０６、Ｓ１０８の処理が終了すると、画面制御処理は、一旦終了し、再度開始さ
れる。第１タイマーは継続して動作する。
【００８２】
　制御部１１は、バックタッチパネル７がタッチ操作を検出したと判定すると（Ｓ１０２
：ＹＥＳ）、第１タイマーにより計測された時間が所定の閾値（たとえば、１秒）を超え
ているか否かを判定する（Ｓ１０９）。制御部１１は、第１タイマーの計測時間が閾値を
超えていなければ（Ｓ１０９：ＮＯ）、検出されたタッチ操作を無効とする。
【００８３】
　ユーザが親指でディスプレイ３に対するタッチ操作を行った場合、親指の動きに人差し
指が連動し、操作の意図なく、操作領域ＲＯに対するタッチ操作が行われてしまう場合が
ある。上記のように、ディスプレイ３に対するタッチ操作から一定時間は操作領域ＲＯに
対するタッチ操作は無効とされるため、上記のような人差し指の連動による誤操作が防止
される。
【００８４】
　制御部１１は、第１タイマーの計測時間が閾値を超えていれば（Ｓ１０９：ＹＥＳ）、
検出されたタッチ操作がドラッグ操作であるか否か、またはフリック操作であるか否かを
判定する（Ｓ１１０、Ｓ１１１）。制御部１１は、どちらのタッチ操作でもない場合（Ｓ
１１１：ＮＯ）、検出されたタッチ操作（たとえば、タップ操作）を無効とする。
【００８５】
　制御部１１は、検出されたタッチ操作がドラッグ操作である判定すると（Ｓ１１０：Ｙ
ＥＳ）、ドラッグ操作に基づく処理であるバックドラッグ処理を実行する（Ｓ１１２）。
また、制御部１１は、検出されたタッチ操作がフリック操作である判定すると（Ｓ１１１
：ＹＥＳ）、フリック操作に基づく処理であるバックフリック処理を実行する（Ｓ１１３
）。
【００８６】
　図１２は、バックドラッグ処理のフローチャートである。
【００８７】
　操作領域ＲＯに対してドラッグ操作がなされると、制御部１１は、まず、ディスプレイ
３に現在表示されている画面からウィンドウ領域ＲＷを切り取る（Ｓ２０１）。制御部１
１は、切り取ったウィンドウ領域ＲＷの周囲に枠１０８を付加する（Ｓ２０２）。次に、
制御部１１は、現在のタッチ位置の座標値を検出する（Ｓ２０３）。制御部１１は、今回
検出された座標値と前回の検出タイミングで検出された座標値（今回がバックドラッグ処
理開始後の最初の座標値の検出であればドラッグ操作において最初に触れられたタッチ位
置の座標値）とに基づいて、タッチ値の移動量と移動方向とを算出し、算出結果に基づい
てウィンドウ領域ＲＷの移動量と移動方向とを決定する（Ｓ２０４）。本実施の形態では
、操作領域ＲＯは、ウィンドウ表示領域ＲＤより小さい。よって、制御部１１は、タッチ
位置の移動量を決められた倍率で増大させた値をウィンドウ領域ＲＷの移動量に決定する
。また、ウィンドウ領域ＲＷを移動させる方向は、操作領域ＲＯでのタッチ位置の移動方
向と同じとなる。よって、制御部１１は、タッチ位置の移動方向をウィンドウ領域ＲＷの
移動方向に決定する。
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【００８８】
　制御部１１は、切り取ったウィンドウ領域ＲＷを、ディスプレイ３のウィンドウ表示領
域ＲＤにおいて、決定された移動方向に決定された移動量だけ移動させる（Ｓ２０５）。
【００８９】
　制御部１１は、操作領域ＲＯから指がリリースされたか否かを判定する（Ｓ２０６）。
制御部１１は、検出されていたタッチ位置が検出されなくなると、指がリリースされたと
判定する。また、制御部１１は、フロントタッチパネル４がタッチ操作を検出したか否か
を判定する（Ｓ２０７）。制御部１１は、指がリリースされたと判定するか、フロントタ
ッチパネル４がタッチ操作を検出したと判定するまで、ステップＳ２０３ないしＳ２０５
の処理を繰り返す。これにより、操作領域ＲＯに対するドラッグ操作に追従して、ウィン
ドウ領域ＲＷがディスプレイ３のウィンドウ表示領域ＲＤ内を移動する。
【００９０】
　ユーザは、ウィンドウ領域ＲＷを所望の位置まで移動させると操作領域ＲＯから指をリ
リースする。制御部１１は、操作領域ＲＯから指がリリースされたと判定すると（Ｓ２０
６：ＹＥＳ）、第２タイマーを初期化（リセット）しスタートさせ（Ｓ２０８）、バック
ドラッグ処理を終了する。第２タイマーは、たとえば、制御部１１に設けられている。
【００９１】
　ユーザは、操作領域ＲＯから指をリリースする前に、ディスプレイ３に対するタッチ操
作を行う場合もある。制御部１１は、操作領域ＲＯから指がリリースされる前に、フロン
トタッチパネル４がタッチ操作を検出したと判定し（Ｓ２０７：ＹＥＳ）、さらに、その
タッチ操作に処理が割り当てられていると判定した場合も（Ｓ２０９：ＹＥＳ）、バック
ドラッグ処理を終了する。
【００９２】
　図１０に戻り、制御部１１は、指のリリースによらずにバックドラッグ処理が終了した
場合、すなわち、ユーザが指のリリースを行う前にディスプレイ３に対するタッチ操作が
行われ、フロントタッチパネル４がタッチ操作を検出したことによりバックドラッグ操作
が終了した場合（Ｓ１１４：ＮＯ）、ステップＳ１０７の処理に移行する。制御部１１は
、タッチ操作の対象がバックキー１０５ｃであれば（Ｓ１０７：ＹＥＳ）、ウィンドウ領
域ＲＷを初期位置に戻し（Ｓ１０８）、バックキー１０５ｃでなければ（Ｓ１０７：ＮＯ
）、タッチ操作に割り当てられた処理を実行する（Ｓ１０６）。
【００９３】
　制御部１１は、指のリリースによりバックドラッグ処理が終了した場合（Ｓ１１４：Ｙ
ＥＳ）、ステップＳ１０１の処理に戻り、フロントタッチパネル４がタッチ操作を検出し
たか否か、およびバックタッチパネル７がタッチ操作を検出したか否かを監視する（Ｓ１
０１、Ｓ１０２）。
【００９４】
　図１３は、バックフリック処理のフローチャートである。
【００９５】
　操作領域ＲＯに対してフリック操作がなされると、検出されたフリック操作におけるタ
ッチ位置の移動距離が所定距離を超えている否を判定する（Ｓ３０１）。制御部１１は、
移動距離が所定距離を超えていなければ（Ｓ３０１：ＮＯ）、検出されたフリック操作を
無効とし、バックフリック処理を終了する。このように、接触距離を有するフリック操作
が操作領域ＲＯに対して行われなければ操作が受け付けられないため、ユーザによる誤操
作を抑制できる。
【００９６】
　制御部１１は、移動距離が所定距離を超えていれば（Ｓ３０１：ＹＥＳ）、ディスプレ
イ３に現在表示されている画面からウィンドウ領域ＲＷを切り取る（Ｓ３０２）。制御部
１１は、切り取ったウィンドウ領域ＲＷの周囲に枠１０８を付加する（Ｓ３０３）。
【００９７】
　次に、制御部１１は、フリック操作が携帯電話機１の正面視における上下左右、何れの
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方向へのフリック操作であるかを判定する（Ｓ３０４）。制御部１１は、たとえば、携帯
電話機１の正面視における右真横方向を基準方向（０度）とした場合、フリック操作の携
帯電話機１の正面視における方向が基準方向から４５度以上１３５度未満の範囲、１３５
度以上２２５度未満の範囲、２２５度以上３１５度未満の範囲、３１５度以上４５度未満
の範囲である場合、それぞれ、上方向、左方向、下方向、右方向のフリック操作がなされ
たと判定する。なお、実際にユーザにより行われるフリック操作の方向とのずれを解消す
るため、携帯電話機１が、たとえば、予めユーザに右真横方向のフリック操作を行わせ、
ユーザが右真横方向としてフリック操作を行った方向を基準方向に設定するような構成と
されてもよい。
【００９８】
　制御部１１は、切り取ったウィンドウ領域ＲＷを、判定したフリック操作の方向と同じ
方向へ所定量だけ移動させる（Ｓ３０５、Ｓ３０６、Ｓ３０７、Ｓ３０８）。
【００９９】
　制御部１１は、第２タイマーを初期化（リセット）しスタートさせる（Ｓ３０９）さら
に、制御部１１は、今回のウィンドウ領域ＲＷの移動によって、ウィンドウ領域ＲＷがデ
ィスプレイ３のウィンドウ表示領域ＲＤから消滅したか否かを判定する（Ｓ３１０）。
【０１００】
　図１４は、ウィンドウ領域ＲＷの消滅判定について説明するための図である。図１４（
ａ）に示すように、右方向のフリック操作により、ウィンドウ領域ＲＷが右方向に移動し
た場合、移動前のウィンドウ領域ＲＷの左上の角のＸ軸の座標値「Ｘ１」または左下の角
のＸ軸の座標値「Ｘ３」に移動量分を加算した結果、移動後の座標値「Ｘ１」または「Ｘ
３」がウィンドウ表示領域ＲＤの右辺のＸ軸の座標値「Ｘｍａｘ」に到達すると、制御部
１１は、ウィンドウ領域ＲＷがウィンドウ表示領域ＲＤから消滅したと判定する。
【０１０１】
　図１４（ｂ）に示すように、左方向のフリック操作により、ウィンドウ領域ＲＷが左方
向に移動した場合、移動前のウィンドウ領域ＲＷの右上の角のＸ軸の座標値「Ｘ２」また
は右下の角のＸ軸の座標値「Ｘ４」から移動量分を減算した結果、移動後の座標値「Ｘ２
」または「Ｘ４」がウィンドウ表示領域ＲＤの左辺のＸ軸の座標値「０」に到達すると、
制御部１１は、ウィンドウ領域ＲＷがウィンドウ表示領域ＲＤから消滅したと判定する。
【０１０２】
　図１４（ｃ）に示すように、下方向のフリック操作により、ウィンドウ領域ＲＷが下方
向に移動した場合、移動前のウィンドウ領域ＲＷの左上の角のＹ軸の座標値「Ｙ１」また
は右上の角のＹ軸の座標値「Ｙ２」に移動量分を加算した結果、移動後の座標値「Ｙ１」
または「Ｙ２」がウィンドウ表示領域ＲＤの下辺のＹ軸の座標値「Ｙｍａｘ」に到達する
と、制御部１１は、ウィンドウ領域ＲＷがウィンドウ表示領域ＲＤから消滅したと判定す
る。
【０１０３】
　図１４（ｄ）に示すように、上方向のフリック操作により、ウィンドウ領域ＲＷが上方
向に移動した場合、移動前のウィンドウ領域ＲＷの左下の角のＹ軸の座標値「Ｙ３」また
は右下の角のＹ軸の座標値「Ｙ４」から移動量分を減算した結果、移動後の座標値「Ｙ３
」または「Ｙ４」がウィンドウ表示領域ＲＤの左辺のＹ軸の座標値「Ｙｍｉｎ」に到達す
ると、制御部１１は、ウィンドウ領域ＲＷがウィンドウ表示領域ＲＤから消滅したと判定
する。
【０１０４】
　制御部１１は、ウィンドウ領域ＲＷがウィンドウ表示領域ＲＤから消滅していないと判
定すると（Ｓ３１０：ＮＯ）、バックフリック処理を終了する。一方、制御部１１は、ウ
ィンドウ領域ＲＷがウィンドウ表示領域ＲＤから消滅したと判定すると（Ｓ３１０：ＹＥ
Ｓ）、ウィンドウ領域ＲＷを初期位置に戻した後（Ｓ３１１）、バックフリック処理を終
了する。
【０１０５】
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　図４に戻り、バックフリック処理が終了すると、制御部１１は、ステップＳ１０１の処
理に戻る。そして、制御部１１は、フロントタッチパネル４がタッチ操作を検出したか否
か、およびバックタッチパネル７がタッチ操作を検出したか否かを監視する（Ｓ１０１、
Ｓ１０２）。
【０１０６】
　なお、制御部１１は、ディスプレイ３および操作領域ＲＯに対するタッチ操作を監視す
る間、第２タイマーの計測時間が所定の閾値（たとえば、１０秒）を超えたか否かを判定
する（Ｓ１１５）。制御部１１は、操作領域ＲＯに対するドラッグ操作またはフリック操
作によりウィンドウ領域ＲＷが移動した後、ディスプレイ３および操作領域ＲＯに対する
タッチ操作が行われないまま、第２タイマーの計測時間が閾値を超えると（Ｓ１１５：Ｙ
ＥＳ）、タイムアウトであるとして、ウィンドウ領域ＲＷを初期位置に戻す（Ｓ１０８）
。
【０１０７】
　以上、本実施の形態によれば、ユーザによる移動操作に応じて、ディスプレイ３に表示
されているウィンドウ領域ＲＷが切り取られ、切り取られたウィンドウ領域ＲＷがディス
プレイ３上において移動する。よって、ユーザは、片手で携帯電話機１を持ってディスプ
レイ３を親指で操作する場合、親指から遠く離れた操作対象となるオブジェクト（起動用
アイコン１０７等）を親指の近くに移動させることができる。これにより、ユーザは、携
帯電話機１を持ち替えることなくオブジェクトに対する操作を行うことが可能となる。
【０１０８】
　さらに、本実施の形態によれば、キャビネット２の背面に、バックタッチパネル７が配
された操作領域ＲＯが設けられ、操作領域ＲＯに対する操作（ドラッグ操作、フリック操
作）により、ウィンドウ領域ＲＷを移動させることができる。よって、ディスプレイ３に
対する操作の妨げることなく、ウィンドウ領域ＲＷの移動操作が可能となる。さらに、ユ
ーザは、人差し指等、親指以外の指で操作領域ＲＯに対する操作を行った後に、直ちに親
指でディスプレイ３に対する操作を行うことができ、素早い操作が可能となる。
【０１０９】
　さらに、本実施の形態によれば、操作領域ＲＯに対するドラッグ操作が完了する前にデ
ィスプレイ３に対する操作がなされると、当該操作に応じた処理が実行される。よって、
ユーザは、操作領域ＲＯに対するドラッグ操作の途中において、所望の処理を実行させる
ためにディスプレイ３に対する操作を行うことができるので、ユーザの使い勝手が良くな
る。
【０１１０】
　さらに、本実施の形態によれば、操作領域ＲＯに対するフリック操作が繰り返されるこ
とにより、ウィンドウ領域ＲＷがディスプレイ３の外に移動してディスプレイ３から消滅
すると、ウィンドウ領域ＲＷがディスプレイ３の所定の位置（本実施の形態では、初期位
置）に復帰する。よって、ユーザは、消滅したウィンドウ領域ＲＷがディスプレイ３に再
び現れるよう、ウィンドウ領域ＲＷを戻すフリック操作を行わなくて済むので、ユーザの
使い勝手が良くなる。
【０１１１】
　さらに、本実施の形態によれば、ユーザは、移動したウィンドウ領域ＲＷをバックキー
１０５ｃに対する操作を行うだけで、操作領域ＲＯに対するドラッグ操作やフリック操作
を行うことなく、容易にウィンドウ領域ＲＷを初期位置に戻すことができる。
【０１１２】
　さらに、本実施の形態によれば、バックキー１０５ｃがキー領域ＲＫに配されており、
ウィンドウ領域ＲＷの移動に伴って移動しない。よって、バックキー１０５ｃがディスプ
レイ３から消滅し、操作が行えなくなる虞がない。
【０１１３】
　さらに、本実施の形態によれば、通知バー１００がピクト領域ＲＰに配されており、ウ
ィンドウ領域ＲＷの移動に伴って移動しない。よって、通知バー１００が移動することに
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より通知バー１００の一部がディスプレイ３から外れて、ユーザが通知バー１００に表示
された通知情報の一部を見ることができなくなる、という虞がない。
【０１１４】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上記実施の形態等によって
何ら制限されるものではなく、また、本発明の実施の形態も、上記以外に種々の変更が可
能である。
【０１１５】
　＜変更例１＞
　図１５は、変更例１の携帯電話機１について説明するための図である。
【０１１６】
　上記実施の形態では、バックフリック処理において、操作領域ＲＯに対する上下左右の
方向へのフリック操作が制御部１１により受け付けられた。
【０１１７】
　しかしながら、本変更例のように、上下左右の方向に加え、右上方向、左上方向、左下
方向、右下方向へのフリック操作が制御部１１により受け付けられてもよい。
【０１１８】
　この場合、たとえば、図１５に示すように、ユーザが、操作領域ＲＯに対して携帯電話
機１の正面視における右下方向へフリック操作を行うと、制御部１１は、ウィンドウ領域
ＲＷを右下方向に所定量だけ移動させる。
【０１１９】
　このようにすれば、ウィンドウ領域ＲＷを斜め方向に移動させる場合に、ユーザは２回
のフリック操作を行う必要がなくなる。
【０１２０】
　＜変更例２＞
　図１６は、変更例２の携帯電話機１について説明するための図である。
【０１２１】
　上記実施の形態では、バックフリック処理において、ウィンドウ領域ＲＷがウィンドウ
表示領域ＲＤから消滅した場合、ウィンドウ領域ＲＷが初期位置に復帰する。
【０１２２】
　しかしながら、本変更例のように、フリック操作により、ウィンドウ領域ＲＷが、Ｘ軸
およびＹ軸の一方の軸方向にはウィンドウ表示領域ＲＤから外れていないが、他方の軸方
向にウィンドウ表示領域ＲＤから外れた場合、他方の軸方向にウィンドウ領域ＲＷが移動
し、他方の軸方向のみウィンドウ領域ＲＷが初期位置に戻るようにされてもよい。
【０１２３】
　図１６（ａ）示すように、ウィンドウ領域ＲＷが、Ｙ軸方向にはウィンドウ表示領域Ｒ
Ｄから外れていないが、Ｘ軸方向にウィンドウ表示領域ＲＤから外れた場合、Ｘ軸方向に
ウィンドウ領域ＲＷが移動し、Ｘ軸方向のみウィンドウ領域ＲＷが初期位置に戻る。ウィ
ンドウ領域ＲＷは、Ｙ軸方向には移動したままとなる。
【０１２４】
　図１６（ｂ）示すように、ウィンドウ領域ＲＷが、Ｘ軸方向にはウィンドウ表示領域Ｒ
Ｄから外れていないが、Ｙ軸方向にウィンドウ表示領域ＲＤから外れた場合、Ｙ軸方向に
ウィンドウ領域ＲＷが移動し、Ｙ軸方向のみウィンドウ領域ＲＷが初期位置に戻る。ウィ
ンドウ領域ＲＷは、Ｘ軸方向には移動したままとなる。
【０１２５】
　＜変更例３＞
　図１７は、変更例３の携帯電話機１について説明するための図である。
【０１２６】
　上記実施の形態では、図５に示すように、ウィンドウ領域ＲＷが移動した状態で、他の
アプリケーションが起動された後、バックキー１０５ｃの操作によって元のアプリケーシ
ョンが再度起動された場合、ウィンドウ領域ＲＷは、ディスプレイ３において初期位置に
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配置される。
【０１２７】
　本変更例では、図１７に示すように、ウィンドウ領域ＲＷが移動した状態で、他のアプ
リケーションが起動されると、制御部１１が、起動される前のウィンドウ領域ＲＷの位置
を記憶部１２に記憶する。そして、制御部１１は、バックキー１０５ｃの操作によって元
のアプリケーションが再度起動されると、記憶した位置を記憶部１２から読み出し、ウィ
ンドウ領域ＲＷを読み出した位置に配置させる。
【０１２８】
　このような構成とすれば、前回の位置にウィンドウ領域ＲＷが配置されるので、ユーザ
は、前回と同じオブジェクト（起動用アイコン１０７等）を操作する場合に、ウィンドウ
領域ＲＷを移動さる手間を省くことができる。
【０１２９】
　なお、制御部１１は、新たなアプリケーションを起動すると、制限時間の計測を開始し
、バックキー１０５ｃの操作が制限時間内であれば、ウィンドウ領域ＲＷを記憶部１２に
記憶された位置に配置させ、バックキー１０５ｃの操作が制限時間経過後であれば、ウィ
ンドウ領域ＲＷを初期位置に配置させてもよい。
【０１３０】
　＜その他の変更例＞
　上記実施の形態では、操作領域ＲＯに対する移動操作により、ディスプレイ３に表示さ
れた画面のうち、操作対象となるオブジェクトが含まれたウィンドウ領域ＲＷのみが切り
取られ、切り取られたウィンドウ領域ＲＷが移動する。しかしながら、ウィンドウ領域Ｒ
Ｗおよびピクト領域ＲＰからなる領域が切り取られ、切り取られた領域が移動してもよい
。あるいは画面全体が切り取られ、切り取られた画面全体が移動してもよい。
【０１３１】
　さらに、上記実施の形態では、キャビネット２の背面に設けた操作領域ＲＯに対する移
動操作により、ウィンドウ領域ＲＷが移動する。しかしながら、移動操作は他の操作部に
対して行われてもよい。たとえば、ディスプレイ３に対するドラッグ操作やフリック操作
により、ウィンドウ領域ＲＷが移動してもよい。ただし、この場合、ユーザは、移動操作
が受け付けられる状態とするため、ディスプレイ３に対するロングタッ操作等の操作によ
り、通常の操作モードからウィンドウ領域ＲＷを移動させるための移動モードに移行させ
る必要が生じる。このため、ユーザによる移動操作がやや複雑になる。
【０１３２】
　さらに、上記実施の形態では、通知タグ１０６がウィンドウ領域ＲＷの左上角部に配置
されている。ユーザが右利きであり、図１８のように、右手で携帯電話機１を持った場合
には、ウィンドウ領域ＲＷが右方向に移動される場合が多いため、ウィンドウ領域ＲＷの
移動により通知タグ１０６がディスプレイ３から消滅しにくい。しかしながら、ユーザが
左利きであり、左手で携帯電話機１を持った場合には、ウィンドウ領域ＲＷが左方向に移
動される場合が多いため、ウィンドウ領域ＲＷの移動により通知タグ１０６がディスプレ
イ３から消滅やすい。このような課題を解消するため、通知タグ１０６がディスプレイ３
の端まで移動すると、その位置に維持されてもよい。また、通知タグ１０６配置位置をウ
ィンドウ領域ＲＷの右上角部とするか左上角部とするかをユーザが設定できてもよい。さ
らに、通知タグ１０６がウィンドウ領域ＲＷの上部中央に配置されてもよい。
【０１３３】
　さらに、上記実施の形態では、ドラッグ操作が完了すると、すなわち、指が操作領域Ｒ
Ｏからリリースされると、移動されたウィンドウ領域ＲＷが移動後の位置に保持される。
しかしながら、指が操作領域ＲＯからリリースされたときに、ウィンドウ領域ＲＷが初期
位置に復帰してもよい。この場合、ユーザは、ウィンドウ領域ＲＷが移動した状態におい
て、指をリリースせずに起動用アイコン１０７等を操作する必要がある。
【０１３４】
　さらに、上記実施の形態では、１回のフリック操作によるウィンドウ領域ＲＷの移動量
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は一定である。しかしながら、フリック操作におけるタッチ位置の移動距離に応じてウィ
ンドウ領域ＲＷの移動量が設定されてもよい。この場合、タッチ位置の移動距離が長いほ
ど、ウィンドウ領域ＲＷの移動量が多くなる。
【０１３５】
　さらに、上記実施の形態では、キャビネット２に形成された操作領域ＲＯがウィンドウ
表示領域ＲＤより小さくされている。しかしながら、操作領域ＲＯは、ウィンドウ表示領
域ＲＤと同じ大きさとされてもよい。また、操作領域ＲＯは、ウィンドウ表示領域ＲＤよ
り大きくされてもよく、たとえば、ディスプレイ３と同じ大きさとされてもよい。
【０１３６】
　本発明は、携帯電話機に限られず、ＰＤＡ（Personal DigitalAssistant）、タブレッ
トＰＣ（Tablet PC）、電子書籍端末等の各種の携帯端末装置に適用可能である。
【０１３７】
　この他、本発明の実施形態は、特許請求の範囲に示された技術的思想の範囲内において
、適宜、種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０１３８】
　　　　　　　２　キャビネット
　　　　　　　３　ディスプレイ
　　　　　　１１　制御部
　　　　　　１３　表示部
　　　　　　１４　フロントタッチ検出部
　　　　　　１５　バックタッチ検出部
　　　　　１００　通知バー
　　　　１０５ｃ　バックキー
　　　　　１０６　通知タグ
　　　　　１０７　起動用アイコン
　　　　　１１０　リンク画像
　　　　　　ＲＰ　ピクト領域
　　　　　　ＲＷ　ウィンドウ領域
　　　　　　ＲＫ　キー領域
　　　　　　ＲＯ　操作領域
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