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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のタッチ表示部が設けられた第１の筐体と、
　第２のタッチ表示部が設けられた第２の筐体と、
　前記第１の筐体と前記第２の筐体とを回転可能に連結する連結部と、
　前記第１のタッチ表示部及び第２のタッチ表示部に、他方のタッチ表示部の画面の表示
状態を示す画面状態情報を表示する制御手段と、
　を備えたことを特徴とする携帯型情報処理装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記第１の筐体に対する前記第２の筐体の角度θが１８０度＜θ≦３
６０度の場合に、前記画面状態情報を表示することを特徴とする請求項１に記載の携帯型
情報処理装置。
【請求項３】
　前記画面状態情報は、画面の点灯及び消灯を示す情報を含むことを特徴とする請求項１
又は請求項２に記載の携帯型情報処理装置。
【請求項４】
　前記画面状態情報は、画面の表示内容を示す情報を含むことを特徴とする請求項１～請
求項３のいずれか１つに記載の携帯型情報処理装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記第１のタッチ表示部及び前記第２のタッチ表示部の少なくとも一
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方に対する入力操作に応じて、前記第１のタッチ表示部及び前記第２のタッチ表示部の少
なくとも一方の画面の状態を切り替えることを特徴とする請求項１～４のいずれか１つに
記載の携帯型情報処理装置。
【請求項６】
　前記画面の状態の切り替えは、画面の点灯、画面の消灯、及び表示画面の切り替えの少
なくとも１つを含むことを特徴とする請求項５に記載の携帯型情報処理装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記第１のタッチ表示部及び前記第２のタッチ表示部の少なくとも一
方に対するタッチする指の本数に基づいて、切り替える画面の内容を選択することを特徴
とする請求項６に記載の携帯型情報処理装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記第１のタッチ表示部及び前記第２のタッチ表示部の少なくとも一
方に対してタッチする指の本数に基づいて、プライマリ画面又はセカンダリ画面に表示を
切り替えることを特徴とする請求項７に記載の携帯型情報処理装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記第１のタッチ表示部及び前記第２のタッチ表示部の少なくとも一
方に対してタッチする指の本数に基づいて、前記第１のタッチ表示部に表示されている画
面又は前記第２のタッチ表示部に表示されている画面に表示を切り替えることを特徴とす
る請求項７に記載の携帯型情報処理装置。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記第１のタッチ表示部及び第２のタッチ表示部の少なくとも一方に
対して、第１の入力操作が行われた場合には、前記第１のタッチ表示部及び第２のタッチ
表示部に同一の画面を表示することを特徴とする請求項６～請求項９のいずれか１つに記
載の携帯型情報処理装置。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記第１のタッチ表示部及び第２のタッチ表示部の少なくとも一方に
対して、第２の入力操作が行われた場合には、前記第１のタッチ表示部及び第２のタッチ
表示部に２画面表示を行うことを特徴とする請求項６～請求項１０のいずれか１つに記載
の携帯型情報処理装置。
【請求項１２】
　第１のタッチ表示部が設けられた第１の筐体と、第２のタッチ表示部が設けられた第２
の筐体とを回転可能に連結した携帯型情報処理装置の画面切り替え方法であって、
　前記第１のタッチ表示部及び第２のタッチ表示部に、他方のタッチ表示部の画面の表示
状態を示す画面状態情報を表示する工程を含むことを特徴とする携帯型情報処理装置の画
面切り替え方法。
【請求項１３】
　さらに、
　前記第１のタッチ表示部及び前記第２のタッチ表示部の少なくとも一方に対する入力操
作に応じて、前記第１のタッチ表示部及び前記第２のタッチ表示部の少なくとも一方の画
面の状態を切り替える工程を含むことを特徴とする請求項１２に記載の携帯型情報処理装
置の画面切り替え方法。
【請求項１４】
　第１のタッチ表示部が設けられた第１の筐体と、第２のタッチ表示部が設けられた第２
の筐体とを回転可能に連結した携帯型情報処理装置に搭載されたプログラムであって、
　前記第１のタッチ表示部及び第２のタッチ表示部に、他方のタッチ表示部の画面の表示
状態を示す画面状態情報を表示する工程をコンピュータに実行させることを特徴とするコ
ンピュータが実行可能なプログラム。
【請求項１５】
　さらに、
　前記第１のタッチ表示部及び前記第２のタッチ表示部の少なくとも一方に対する入力操
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作に応じて、前記第１のタッチ表示部及び前記第２のタッチ表示部の少なくとも一方の画
面の状態を切り替える工程を含むことを特徴とする請求項１４に記載のコンピュータが実
行可能なプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯型情報処理装置、その画面切り替え方法、及びコンピュータが実行可能
なプログラムに関する。　
【背景技術】
【０００２】
　近時、スマートフォンやノートＰＣ等の携帯型情報処理装置では、２画面を有するもの
が普及している。２画面を有する携帯型情報処理装置では、第１の画面が配置された第１
の筐体と、第２の画面が配置された第２の筐体とを回転可能に連結した構成となっており
、第１の筐体に対して、第２の筐体を実質的に３６０度回転可能になっている。２画面を
有する携帯型情報処理装置では、第１の画面と第２の画面が内側を向いて対向するクロー
ズ構成、第１の画面と第２の画面が外側を向いて対向するベーシック構成、タブレット構
成、テント構成、及びブック構成等の各種構成を取ることができる。
【０００３】
　例えば、２画面を有する携帯型情報処理装置では、その構成によっては（例えば、テン
ト構成やベーシック構成の場合等）、反対側の画面の表示状態を直接視認できない場合が
あり、反対側の画面にユーザが他人に見せたくない画像が表示されている場合等には、ユ
ーザにとって望ましくない状況となる。そのため、ユーザは一方の画面を見て他方の画面
の表示状態等を簡単に確認できるようにして、ユーザビリティを向上させることが望まれ
る。
【０００４】
　また、１つの画面を有する携帯型情報処理装置では、画面の内容を切り替えるのは比較
的簡単に行うことができるが、２画面を有する携帯型情報処理装置でも２つの画面の状態
を簡単に切り替え可能として、ユーザビリティを向上させることが望まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－３３４９号公報
【特許文献２】特開２０１１－２３２８４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、２画面を有する携帯型情報処理装置にお
いて、２つの画面に関するユーザビリティを向上させることが可能な携帯型情報処理装置
、その画面切り替え方法、及びコンピュータが実行可能な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】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、第１のタッチ表示部が設け
られた第１の筐体と、第２のタッチ表示部が設けられた第２の筐体と、前記第１の筐体と
前記第２の筐体とを回転可能に連結する連結部と、前記第１のタッチ表示部及び第２のタ
ッチ表示部に、他方のタッチ表示部の画面の表示状態を示す画面状態情報を表示する制御
手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記制御手段は、前記第１の筐体に対する前記
第２の筐体の角度θが１８０度＜θ≦３６０度の場合に、前記画面状態情報を表示するこ



(4) JP 5966059 B1 2016.8.10

10

20

30

40

50

とが望ましい。
【０００９】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記画面状態情報は、画面の点灯又は消灯を示
す情報を含むことが望ましい。
【００１０】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記画面状態情報は、画面の表示内容を示す情
報を含むことが望ましい。
【００１１】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記制御手段は、前記第１のタッチ表示部及び
前記第２のタッチ表示部の少なくとも一方に対する入力操作に応じて、前記第１のタッチ
表示部及び前記第２のタッチ表示部の少なくとも一方の画面の状態を切り替えることが望
ましい。
【００１２】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記画面の状態の切り替えは、画面の点灯、画
面の消灯、及び表示画面の切り替えの少なくとも１つを含むことが望ましい。
【００１３】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記制御手段は、前記第１のタッチ表示部及び
前記第２のタッチ表示部の少なくとも一方に対するタッチする指の本数に基づいて、切り
替える画面の内容を選択することが望ましい。
【００１４】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記制御手段は、前記第１のタッチ表示部及び
前記第２のタッチ表示部の少なくとも一方に対してタッチする指の本数に基づいて、プラ
イマリ画面又はセカンダリ画面に表示を切り替えることが望ましい。
【００１５】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記制御手段は、前記第１のタッチ表示部及び
前記第２のタッチ表示部の少なくとも一方に対してタッチする指の本数に基づいて、前記
第１のタッチ表示部に表示されている画面又は前記第２のタッチ表示部に表示されている
画面に表示を切り替えることが望ましい。
【００１６】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記制御手段は、前記第１のタッチ表示部及び
第２のタッチ表示部の少なくとも一方に第１のタッチ操作が行われた場合には、前記第１
のタッチ表示部及び第２のタッチ表示部に同一の画面を表示することが望ましい。
【００１７】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記制御手段は、前記第１のタッチ表示部及び
第２のタッチ表示部の少なくとも一方に第２のタッチ操作が行われた場合には、前記第１
のタッチ表示部及び第２のタッチ表示部に２画面表示を行うことが望ましい。
【００１８】
　また、上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、第１のタッチ表示部
が設けられた第１の筐体と、第２のタッチ表示部が設けられた第２の筐体とを回転可能に
連結した携帯型情報処理装置の画面切り替え方法であって、前記第１のタッチ表示部及び
第２のタッチ表示部に、他方のタッチ表示部の画面の表示状態を示す画面状態情報を表示
する工程を含むことを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明の好ましい態様によれば、さらに、前記第１のタッチ表示部及び前記第２
のタッチ表示部の少なくとも一方に対する入力操作に応じて、前記第１のタッチ表示部及
び前記第２のタッチ表示部の少なくとも一方の画面の状態を切り替える工程を含むことが
望ましい。
【００２０】
　また、上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、第１のタッチ表示部
が設けられた第１の筐体と、第２のタッチ表示部が設けられた第２の筐体とを回転可能に
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連結した携帯型情報処理装置に搭載されたプログラムであって、前記第１のタッチ表示部
及び第２のタッチ表示部に、他方のタッチ表示部の画面の表示状態を示す画面状態情報を
表示する工程をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明の好ましい態様によれば、さらに、前記第１のタッチ表示部及び前記第２
のタッチ表示部の少なくとも一方に対する入力操作に応じて、前記第１のタッチ表示部及
び前記第２のタッチ表示部の少なくとも一方の画面の状態を切り替える工程を含むことが
望ましい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、２画面を有する携帯型情報処理装置において、２つの画面に関するユ
ーザビリティを向上させることが可能となるという効果を奏する。　
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、本実施の形態にかかる携帯型情報処理装置の外観構成を示す斜視図であ
る。
【図２－Ａ】図２－Ａは、携帯型情報処理装置１の各種状態を説明するための図であり、
クローズ状態を示す図である。
【図２－Ｂ】図２－Ｂは、携帯型情報処理装置の各種状態を説明するための模式図であり
、ブック状態を示す図である。
【図２－Ｃ】図２－Ｃは、携帯型情報処理装置の各種状態を説明するための模式図であり
、クラムシェル状態を示す図である。
【図２－Ｄ】図２－Ｄは、携帯型情報処理装置の各種状態を説明するための模式図であり
、タブレット状態を示す図である。
【図２－Ｅ】図２－Ｅは、携帯型情報処理装置の各種状態を説明するための模式図であり
、テント状態を示す図である。
【図２－Ｆ】図２－Ｆは、携帯型情報処理装置の各種状態を説明するための模式図であり
、ベーシック状態を示す図である。
【図３】図３は、携帯型情報処理装置のブロック図である。
【図４】図４は、画面状態情報の表示例を説明するための図である。
【図５－Ａ】図５－Ａは、画面切り替え処理の一例を説明するためのマトリクスを示す図
である。
【図５－Ｂ】図５－Ｂは、画面切り替え処理の一例を説明するためのマトリクスを示す図
である。
【図６】図６は、画面切り替え処理のユーザの操作例と画面表示例を説明するための図で
ある。
【図７】図７は、画面切り替え処理のユーザの操作例と画面表示例を説明するための図で
ある。
【図８】図８は、画面切り替え処理のユーザの操作例と画面表示例を説明するための図で
ある。
【図９】図９は、制御部により実行される画面切り替え処理及び画面状態情報表示処理の
一例を説明するためのフローチャートである。
【図１０】図１０は、画面切り替え処理の他の例を説明するための図である。
【図１１－Ａ】図１１－Ａは、携帯型情報処理装置が手で把持されている状態（テント状
態の場合）を説明するための図である。
【図１１－Ｂ】図１１－Ｂは、携帯型情報処理装置が手で把持されている状態（ベーシッ
ク状態の場合）を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下に、この発明にかかる携帯型情報処理装置、その画面切り替え方法、及びコンピュ
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ータが実行可能なプログラムを図面に基づいて詳細に説明する。本発明の構成要素は、本
明細書の図面に一般に示してあるが、様々な構成で広く多様に配置し設計してもよいこと
は容易に理解できる。したがって、本発明の装置、システム及び方法の実施形態について
の以下のより詳細な説明は、特許請求の範囲に示す本発明の範囲を限定するものではなく
、単に本発明の選択した実施形態の一例を示すものであって、特許請求の範囲に示す本発
明と矛盾無く装置、システム及び方法についての選択した実施形態を単に示すものである
。当業者は、特定の細目の１つ以上が無くても、又は他の方法、部品、材料でも本発明を
実現できることが理解できる。また、フローチャートの各ステップを実行する順番はフロ
ーチャートに示す順番に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で順番
を変更してもよい。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。ま
た、下記実施の形態における構成要素には、当業者が容易に想定できるもの又は実質的に
同一のものが含まれる。　
【００２５】
　図１～図３を参照して、本実施の形態にかかる携帯型情報処理装置の構成を説明する。
本実施の形態にかかる携帯型情報処理装置は、２つのディスプレイを有する携帯型情報処
理装置であり、例えば、ノートＰＣ，タブレット、スマートフォン、及びファブレット等
である。
【００２６】
　図１は、本実施の形態にかかる携帯型情報処理装置の外観構成を示す斜視図である。本
実施の形態にかかる携帯型情報処理装置１は、第１の筐体１０と、第２の筐体２０と、を
備えている。また、携帯型情報処理装置１は、第１の筐体１０と第２の筐体２０との間に
ヒンジ（連結部）３０を備えている。　
【００２７】
　ヒンジ３０は、第１の筐体１０と第２の筐体２０とを回転可能に連結する。回転軸δに
対する第１の筐体１０と第２の筐体２０との角度を「θ」と規定する。より詳細には、ヒ
ンジ３０は、第１の筐体１０と第２の筐体２０とを回転軸δを中心に実質的に３６０度回
転可能に連結する。携帯型情報処理装置１は、ヒンジ３０により各種状態を取ることが可
能となっている。　
【００２８】
　第１の筐体１０は、第１のタッチ表示部１１と、スピーカー１５と、第１の加速度セン
サ１７と、回路基板（不図示）を備えている。第１の筐体１０は、略矩形であり、第１の
タッチ表示部１１が配置される第１の面１０Ａ、第１の面１０Ａに対向する第２の面１０
Ｂ、短手方向の互いに対向する側面１０Ｃ、１０Ｄ、長手方向の互いに対向する側面１０
Ｅ、１０Ｆを備えている。
【００２９】
　第１のタッチ表示部１１は、第１の面１０Ａの略中央に配置されている。第１のタッチ
表示部１１は、表示部１１ｂと、表示部１１ｂに重畳されたタッチパネル１１ａとを有す
る。第１のタッチ表示部１１は、表示部１１ｂに文字、図形、画像等の情報を表示すると
ともに、指、スタイラス、ペン等（以下、「指示体」と称する）を用いてタッチパネル１
１ａに対して行われる各種操作を検出する。タッチパネル１１ａが各種操作を検出する方
式は、静電容量式、感圧式等の方式を採用することができる。　
【００３０】
　スピーカー１５は、側面１０Ｃに互いに近接して配置されている。第１の加速度センサ
１７は、第１の筐体１０の内部に配置され、第１のタッチ表示部１１（第１の面１０Ａ）
に対して、その長手方向に平行なＸ１方向、その短手方向に平行なＹ１方向、Ｘ１及びＹ

１方向に垂直なＺ１方向の加速度を検出する。第１の加速度センサ１７がＸ１Ｙ１Ｚ１方
向の加速度を検出することにより、後述するように、第１のタッチ表示部１１の向きを検
出することができる。　
【００３１】
　第２の筐体２０は、第２のタッチ表示部２１と、カメラ２２と、第２の加速度センサ２
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７と、回路基板（不図示）を備えている。　
【００３２】
　第２の筐体２０は、略矩形であり、第２のタッチ表示部２１及びカメラ２２が配置され
る第１の面２０Ａ、第１の面２０Ａに対向する第２の面２０Ｂ、短手方向の互いに対向す
る側面２０Ｃ、２０Ｄ、長手方向の互いに対向する側面２０Ｅ、２０Ｆを備えている。　
【００３３】
　第２のタッチ表示部２１は、第１の面２０Ａの略中央に配置されている。第２のタッチ
表示部２１は、表示部２１ｂと、表示部２１ａに重畳されたタッチパネル２１ａとを有す
る。第２のタッチ表示部２１は、表示部２１ｂに文字、図形、画像等の情報を表示すると
ともに、指、スタイラス、ペン等（以下、「指示体」と称する）を用いてタッチパネル２
１ａに対して行われる各種操作を検出する。タッチパネル２１ａが各種操作を検出する方
式は、静電容量式、感圧式等の方式を採用することができる。　
【００３４】
　カメラ２２は、第１の面２０Ａのタッチ表示部２１の上方に配置されている。カメラ２
２は、ユーザの操作に応じて撮像処理を実行し、画像データや動画データを生成する。　
【００３５】
　第２の加速度センサ２７は、第２の筐体２０の内部に配置され、第２のタッチ表示部２
１に対して、その長手方向に平行なＸ２方向、その短手方向に平行なＹ２方向、Ｘ２及び
Ｙ２方向に垂直なＺ２方向の加速度を検出する。第２の加速度センサ２７がＸ１Ｙ１Ｚ１

方向の加速度を検出することにより、後述するように、第２のタッチ表示部２１の向きを
検出することができる。　
【００３６】
　図２－Ａ～図２－Ｆは、携帯型情報処理装置１の各種状態を説明するための模式図であ
る。携帯型情報処理装置１は、第１のタッチ表示部１１（第１の筐体１０の第１の面１０
Ａ）と第２のタッチ表示部２１（第２の筐体２０の第１の面２０Ａ）の向きで規定される
各種構成を取ることができる。　
【００３７】
　図２－Ａは、クローズ（Ｃｌｏｓｅ）状態を示しており、角度θ＝０度で、第１のタッ
チ表示部１１と第２のタッチ表示部２１が内側を向いて対向する状態である。　
【００３８】
　図２－Ｂは、ブック（Ｂｏｏｋ）状態を示しており、０度＜θ＜１８０度で、第１のタ
ッチ表示部１１の側面１０Ｄ側と第２のタッチ表示部２１の側面２０Ｄ側が概ね鉛直方向
の上方向側にある状態である。　
【００３９】
　図２－Ｃは、クラムシェル（Ｃｌａｍｓｈｅｌｌ）状態を示しており、０度＜θ＜１８
０度で、第１のタッチ表示部１１又は第２のタッチ表示部１２が概ね水平にある状態であ
る。　
【００４０】
　図２－Ｄは、タブレット（Ｔａｂｌｅｔ）状態を示しており、θ＝１８０度で、第１の
タッチ表示部１１と第２のタッチ表示部２１が概ね面一にある状態である。　
【００４１】
　図２－Ｅは、テント（Ｔｅｎｔ）状態を示しており、１８０度＜θ＜３６０度にある状
態であり、第１のタッチ表示部１１の側面１０Ｅ側及び第２のタッチ表示部２１の側面２
０Ｅ側が概ね鉛直方向の下方向側にある状態である。　
【００４２】
　図２－Ｆは、ベーシック（Ｂａｓｉｃ）状態を示しており、角度θ＝３６０度で、第１
のタッチ表示部１１と第２のタッチ表示部２１が外側を向いて対向する状態である。　
【００４３】
　図３は、携帯型情報処理装置１の概略のブロック図である。携帯型情報処理装置１は、
図３に示すように、第１のタッチ表示部１１と、第２のタッチ表示部２１と、スピーカー
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１５と、第１の加速度センサ１７と、第２の加速度センサ２７と、制御部１００と、メモ
リ１０１と、記憶部１０２と、通信部１０３と、電源部１０４と、を備えている。　
【００４４】
　第２のタッチ表示部１１は、表示部１１ｂと、表示部１１ｂに重畳されたタッチパネル
１１ａとを有する。タッチパネル１１ａは、指やペン等の指示体を用いてタッチパネル１
１ａに対して行われた各種操作を、操作が行われた場所のタッチパネル１１ａ上での位置
とともに検出し、制御部１００に通知する。タッチパネル１１ａによって検出される操作
には、タッチ操作、スライド操作、及びピッチ操作が含まれる。表示部１１ｂは、例えば
、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid　Crystal　Display）や有機ＥＬ（Organic　Elect
ro－Luminescence）パネルなどで構成され、制御部１００の制御に従って文字や図形等を
表示する。　
【００４５】
　第２のタッチ表示部２１は、表示部２１ｂと、表示部２１ｂに重畳されたタッチパネル
２１ａとを有する。タッチパネル２１ａは、指やペン等の指示体を用いてタッチパネル２
１ａに対して行われた各種操作を、操作が行われた場所のタッチパネル２１ａ上での位置
とともに検出し、制御部１００に通知する。タッチパネル２１ａによって検出される操作
には、タッチ操作、スライド操作、及びピッチ操作が含まれる。表示部２１ｂは、例えば
、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid　Crystal　Display）や有機ＥＬ（Organic　Elect
ro－Luminescence）パネルなどで構成され、制御部１００の制御に従って文字や図形等を
表示する。　
【００４６】
　通信部１０３は、制御部１００の制御に従って、ネットワークを介して又は直接、無線
又は有線で外部とデータ通信を行うためのものである。
【００４７】
　スピーカー１５は、制御部１００の制御に従って動作し、制御部１００から送信される
音声信号を音声として出力する。カメラ２２は、被写体を撮像して得られる画像データを
制御部１００に出力する。電源部１０４は、制御部１００の制御に従って、蓄電池又はＡ
Ｃアダプタから得られる電力を、制御部１００を含む携帯型情報処理装置１の各機部へ供
給する。　　　
【００４８】
　第１の加速度センサ１７は、第１のタッチ表示部１１に対して、その長手方向に平行な
Ｘ１方向、その短手方向に平行なＹ１方向、Ｘ１及びＹ１方向に垂直なＺ１方向の加速度
を検出し、Ｘ１Ｙ１Ｚ１方向の加速度値Ａｘ１（ｔ）、Ａｙ１（ｔ）、Ａｚ１（ｔ）を、
制御部１００に出力する。　
【００４９】
　第２の加速度センサ２７は、第２のタッチ表示部２１に対して、その長手方向に平行な
Ｘ２方向、その短手方向に平行なＹ２方向、Ｘ２及びＹ２方向に垂直なＺ２方向の加速度
を検出し、Ｘ２Ｙ２Ｚ２方向の加速度値Ａｘ２（ｔ）、Ａｙ２（ｔ）、Ａｚ２（ｔ）を、
制御部１００に出力する。　
【００５０】
　メモリ１０１は、例えば、ＲＡＭやＤＲＡＭ等で構成されており、制御部１００によっ
て実行されるプログラム、制御部１００が参照するデータ、制御部１００の演算結果等が
一時的に記憶されるワークエリアとして使用される。　
【００５１】
　記憶部１０２は、制御部１００によって実行されるプログラム（ＯＳ、アプリケーショ
ンプログラム、ドライバプログラム、及びユーティリティプログラム等を含む）やデータ
を保持するコンピュータで読み取り可能な記憶媒体であって、ＥＥＰＲＯＭやＳＳＤ等の
不揮発性メモリである。　
【００５２】
　制御部１００は、例えば、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）、マイクロプロセッ
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サ、ＤＳＰ等であり、携帯型情報処理装置１の動作を統括的に制御して各種の機能を実現
する。具体的には、制御部１００は、記憶部１０２に記憶されているデータやメモリ１０
１に展開したデータを必要に応じて参照しつつ、記憶部１０２に記憶されているプログラ
ムに含まれる命令を実行して、メール機能、Ｗｅｂブラウジング機能、及び表示機能等の
各種機能を実現する。　
【００５３】
　また、制御部１００は、第１の加速度センサ１７及び第２の加速度センサ２７の検出結
果に基づいて、携帯型情報処理装置１の状態（ベーシック状態、クローズ状態、タブレッ
ト状態、テント状態、ブック状態、クラムシェル状態）を検出する。　
【００５４】
　より具体的には、制御部１００は、第１の加速度センサ１７から出力されるＸ１Ｙ１Ｚ

１方向の加速度値Ａｘ１（ｔ）、Ａｙ１（ｔ）、Ａｚ１（ｔ）に基づいて、第１のタッチ
表示部１１の向きを判定し、また、第２の加速度センサ２７から出力されるＸ２Ｙ２Ｚ２

方向の加速度値Ａｘ２（ｔ）、Ａｙ２（ｔ）、Ａｚ２（ｔ）に基づいて、第２のタッチ表
示部２１の向きを判定し、さらに、第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１
の向きに基づいて、ベーシック状態、タブレット状態、テント状態、ブック状態、クラム
シェル状態、及びクローズ状態を判別する。
【００５５】
　制御部１００、第１の加速度センサ１７及び第２の加速度センサ２７は、携帯型情報処
理装置１の状態を検出する状態検出手段として機能する。なお、携帯型情報処理装置１の
状態を検出する方法はこれに限られるものはなく、他の方法を使用してもよく、例えば、
筐体の開閉を検出するためのマグネット及びホール素子や、ヒンジ３０の回転角度を検出
するための角度センサ等を使用してもよい。　
【００５６】
　上述したように、制御部１００は表示機能を制御する。制御部１００は、検出した携帯
型情報処理装置１の状態に応じて、第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１
に表示する画像の向きを変更する。また、制御部１００は、第１のタッチ表示部１１又は
第２のタッチ表示部２１に対して、所定時間入力操作がない場合には、第１のタッチ表示
部１１又は第２のタッチ表示部２１の画面を消灯する（表示部１１ｂ又は表示部２１ｂの
画面をＯＦＦとし、タッチパネル１１ａ又はタッチパネル２１ａは稼働状態のままとし、
第１のタッチ表示部１１又は第２のタッチ表示部２１の画面が消灯状態でも入力操作を受
け付け可能な状態としてもよい）。また、制御部１００は、第１のタッチ表示部１１又は
第２のタッチ表示部２１の画面を消灯する場合は、表示画面の情報をレジュームし、画面
を再度点灯する場合にはレジュームした表示画面を復帰させる。
【００５７】
　制御部１００は、例えば、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　ＯＳと同じように、拡張デス
クトップ機能を備えており、第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１をプラ
イマリ画面（プライマリモニタ）又はセカンダリ画面（セカンダリモニタ）として設定可
能となっている。ユーザは、拡張デスクトップの環境設定を行うための画面（不図示）で
第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１をプライマリ画面又はセカンダリ画
面として設定可能となっており、制御部１００は、設定された内容に従って、第１のタッ
チ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１をプライマリ画面又はセカンダリ画面に設定す
ることができる。
【００５８】
　また、制御部１００は、第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１に、少な
くとも他方のタッチ表示部の画面の表示状態を示す画面状態情報を表示する画面状態情報
表示処理を実行する。画面状態情報は、画面の点灯及び消灯を示す情報を含むことにして
もよい。例えば、制御部１００は、第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１
に、第１のタッチ表示部１１の画面が点灯している場合には「１」、第２のタッチ表示部
２１の画面が点灯している場合には「２」、他方のタッチ表示部が消灯している場合には
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「０」を表示することにしてもよい。
【００５９】
　図４は、画面状態情報２００の表示例を説明するための図である。例えば、制御部１０
０は、第１のタッチ表示部１１の画面が点灯している場合には「１」、第２のタッチ表示
部２１の画面が点灯している場合には「２」を表示する。他方のタッチ表示部が表示され
ていない場合は、「０」を表示する。例えば、図４に示すように、第１のタッチ表示部１
１の画面と第２のタッチ表示部２１の両方の画面が消灯している場合には、第１のタッチ
表示部１１の画面と第２のタッチ表示部２１に画面状態情報２００を表示しない（Ｓ５１
）。第１のタッチ表示部１１の画面が点灯、第２のタッチ表示部２１の画面が消灯してい
る場合には、第１のタッチ表示部１１に「１」、「０」の画面状態情報２００を表示する
（Ｓ５２）。第１のタッチ表示部１１の画面が消灯、第２のタッチ表示部２１の画面が点
灯している場合には、第２のタッチ表示部２１に「０」、「２」の画面状態情報２００を
表示する（Ｓ５３）。第１のタッチ表示部１１の画面と第２のタッチ表示部２１の両方の
画面が点灯している場合には、第１のタッチ表示部１１の画面と第２のタッチ表示部２１
に「１」，「２」の画面状態情報２００を表示する（Ｓ５４）。画面状態情報は、画面の
どの位置に表示してもよいが、他の画像の表示の妨げとならない隅の位置に表示するのが
望ましい。また、制御部１００は、画面状態情報の表示位置を画面の表示方向に応じて変
更してもよい。
【００６０】
　また、画面状態情報２００は、画面の表示内容を示す情報を含むことにしてもよい。例
えば、制御部１００は、第１のタッチ表示部１１にブラウザの画面が表示されている場合
には、「１（ブ）」、メールの画面が表示されている場合には、「１（メ）」、第２のタ
ッチ表示部２１に写真が表示されている場合には、「２（写）」、音楽アプリの画面が表
示されている場合には「２（音）」を表示することにしてもよい。
【００６１】
　また、制御部１００は、画面状態情報表示処理を、第１の筐体１０に対する第２の筐体
２０の回転角度θが１８０度＜θ≦３６０度の場合（テント状態、ベーシック状態）に実
行することにしてもよい。テント状態やベーシック状態では、ユーザが第１のタッチ表示
部１１及び第２のタッチ表示部２１の一方のタッチ表示部しか視認できず、他方のタッチ
表示部の表示状態を視認できない場合があるので、一方のタッチ表示部を見ることで、他
方のタッチ表示部の表示状態を確認できるため、ユーザにとっての利便性が向上する。
【００６２】
　また、制御部１００は、第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１の少なく
とも一方に対する入力操作（例えば、ジェスチャー操作を含むタッチ入力操作）に応じて
、第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１の少なくとも一方の画面の状態を
切り替える画面切り替え処理を実行する。
【００６３】
　画面の状態の切り替えは、画面の点灯、画面の消灯、及び表示画面の切り替えの少なく
とも１つを含むことにしてもよい。
【００６４】
　画面切り替え処理では、第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１の少なく
とも一方に対するタッチする指の本数に基づいて、切り替える画面の内容を選択すること
にしてもよい。
【００６５】
　また、画面切り替え処理では、第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１の
少なくとも一方に対してタッチする指の本数に基づいて、プライマリ画面又はセカンダリ
画面に表示を切り替えることにしてもよい。
【００６６】
　また、画面切り替え処理では、第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１の
少なくとも一方に対してタッチする指の本数に基づいて、第１のタッチ表示部１１に表示
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されている（いた）画面又は第２のタッチ表示部２１に表示されている（いた）画面に表
示を切り替えることにしてもよい。
【００６７】
　また、画面切り替え処理では、第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１の
少なくとも一方に対して、第１の入力操作が行われた場合には、第１のタッチ表示部１１
及び第２のタッチ表示部２１に同一の画面を表示することにしてもよい。
【００６８】
　また、画面切り替え処理では、第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１の
少なくとも一方に対して、第２の入力操作が行われた場合には、第１のタッチ表示部１１
及び第２のタッチ表示部２１に２画面表示を行うことにしてもよい。
【００６９】
　図５－Ａ及び図５－Ｂは、画面切り替え処理の一例を説明するためのマトリクスを示す
図である。図６～図８は、画面切り替え処理におけるユーザの操作例と画面表示例を説明
するための図である。
【００７０】
　制御部１００は、図５－Ａ及び図５－Ｂのマトリクスに示すデータをテーブルとして保
持しており、入力操作が行われた場合には、当該テーブルに従って、画面切り替え処理を
行う。
【００７１】
　図５－Ａ及び図５－Ｂにおいて、マトリクスを（行Ｘ，列Ｙ）で規定すると、縦軸（Ｘ

１，０）～（Ｘ１１，０）は、第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１に対
して入力操作が行われる前の画面の状態、縦軸（０，Ｙ１）～（０，Ｙ１１）を、第１の
タッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１に対して、マトリクス内の入力操作が行わ
れた後の画面の状態を示している。
【００７２】
　第１のタッチ表示部１１、第２のタッチ表示部２１の画面内に何も記載されていない状
態は、画面が消灯している状態を示しており、Ａと記載されている状態は、プライマリ画
面が表示されている状態を示しており、Ｂと記載されている状態は、セカンダリ画面が表
示されている状態を示している。
【００７３】
　例えば、（Ｘ１，０）、（０、Ｙ１）は、第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表
示部２１の画面が消灯している状態、（Ｘ２，０）、（０、Ｙ２）は、第１のタッチ表示
部１１にプライマリ画面が表示され、第２のタッチ表示部２１の画面が消灯している状態
、（Ｘ３，０）、（０、Ｙ３）は、第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１
にプライマリ画面が表示されている状態（同じ画面が表示されている状態）、（Ｘ７，０
）、（０、Ｙ７）は、第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチパネルにプライマリ画面
が２画面表示されている状態、（Ｘ１１，０）、（０、Ｙ１１）は、第１のタッチ表示部
１１及び第２のタッチ表示部２１にプライマリ画面が２画面表示されている状態を示して
いる。
【００７４】
　マトリクス内の「１」、「２」、「０」は、タッチした指の本数を示しており、「１」
は１本の指でのタッチ、「２」は２本の指でのタッチ、「０」は０本の指のタッチ（タッ
チしていないこと）及び３本以上の指のタッチを示している。１本の指のタッチ「１」は
プライマリ画面を選択するためのものであり、２本の指のタッチ「２」はセカンダリ画面
を選択するためのものである。画面切り替え処理では、０本及び３本以上の指のタッチ「
０」では現在の画面の状態を維持する。
【００７５】
　また、「長」はタッチを第１の所定時間（例えば、３秒）継続したこと、「長々」はタ
ッチを第３の所定時間（例えば、８秒）継続したこと、「長ス」は、タッチが継続し、第
２の所定期間（例えば、３～６秒）以内にタッチした状態からのスワイプ操作（タッチを
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開始してから３～６秒以内のスワイプ操作）を示している。
【００７６】
　例えば、（Ｘ５，０）の画面から（０、Ｙ４）の画面に切り替えるためには、第１のタ
ッチ表示部１１に対して１本の指のタッチを３秒間継続し「１，長」、また、第２のタッ
チ表示部２１に二本の指のタッチを３秒間継続する「２，長」。
【００７７】
　より詳細には、１本の指のタッチが第１の所定時間（例えば、３秒）継続した場合「１
，長」には、（１）画面が消灯している場合は、プライマリ画面（Ａ）を表示し、画面が
点灯している場合において、セカンダリ画面（Ｂ）が表示されている場合には、プライマ
リ画面（Ａ）に画面を切り替え、プライマリ画面（Ａ）が表示されている場合には、プラ
イマリ画面（Ａ）を維持し、（２）タッチが継続して第２の所定期間（例えば、３～６秒
）以内にスワイプ操作が行われると「１，長ス」、他方のタッチ表示部とプライマリ画面
（Ａ）の２画面表示を行い、（３）１本の指のタッチが第３の所定期間（例えば、８秒）
継続した場合には「１，長々」、画面を消灯する。
【００７８】
　図６を参照して、１本の指を使用したタッチ操作と２画面表示の例を説明する。例えば
、図６に示すように、第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１が消灯してい
る場合に（Ｓ１００）、第１の表示部１１に対して、１本の指でタッチ操作を３秒継続さ
せると、制御部１００は、第１の表示部１１にプライマリ画面を表示すると共に、画面状
態情報２００（第１の表示部１１の画面が点灯していることを示す「１」と、第２の表示
部２１が消灯していることを示す「０」）を表示する（Ｓ１０１）。１本の指のタッチ操
作が継続した状態で３～６秒以内にタッチした状態からスワイプ操作が行われると、制御
部１００は、第２のタッチ表示部２１の画面を点灯させると共に、プライマリ画面を第１
のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１に２画面表示する。また、制御部１００
は、第１のタッチ表示部１１の画面状態情報２００を更新（第２の表示部２１が点灯して
いることを示す「２」に更新）すると共に、第２のタッチ表示部２１に画面状態情報２０
０（第１の表示部１１の画面が点灯していることを示す「１」と、第２の表示部２１が点
灯していることを示す「２」）を表示する（Ｓ１０２）。他方、制御部１００は、１本の
指のタッチ操作が８秒継続すると、第１のタッチ表示部１１の画面を消灯する（Ｓ１０３
）。
【００７９】
　また、図５－Ａ及び図５－Ｂにおいて、２本の指のタッチが第１の所定時間（例えば、
３秒）継続した場合には「２、長」、（１）画面が消灯している場合は、セカンダリ画面
（Ｂ）を表示し、（２）画面が点灯している場合において、プライマリ画面（Ａ）が表示
されている場合には、セカンダリ画面（Ｂ）に画面を切り替え、セカンダリ画面（Ｂ）が
表示されている場合には、セカンダリ画面（Ｂ）を維持し、（２）タッチが継続した状態
で第２の所定期間（例えば、３～６秒）以内にタッチした状態からスワイプ操作が行われ
ると「２、長ス」、他方のタッチ表示部とセカンダリ画面の２画面表示を行い、（３）タ
ッチ操作が第３の所定期間（例えば、８秒）継続した場合には「２、長々」、画面を消灯
する。
【００８０】
　図７を参照して２本の指を使用したタッチ操作と２画面表示の例を説明する。例えば、
図７に示すように、第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１が消灯している
場合に（Ｓ１１０）、第１の表示部１１に対して、２本の指でタッチを３秒継続させると
、制御部１００は、第１の表示部１１にセカンダリ画面を表示すると共に、画面状態情報
２００（第１の表示部１１の画面が点灯していることを示す「１」と、第２の表示部２１
が消灯していることを示す「０」）を表示する（Ｓ１１１）。２本の指のタッチ操作が継
続した状態で３～６秒以内にタッチした状態でスワイプされると、制御部１００は、第２
のタッチ表示部２１の画面を点灯させると共に、セカンダリ画面を第１のタッチ表示部１
１及び第２のタッチ表示部２１で２画面表示する。また、制御部１００は、第１のタッチ
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表示部１１の画面状態情報２００を更新（第２の表示部２１が点灯していることを示す「
２」に更新）すると共に、第２のタッチ表示部２１に画面状態情報２００（第１の表示部
１１の画面が点灯していることを示す「１」と、第２の表示部２１が点灯していることを
示す「２」）を表示する（Ｓ１１２）。他方、制御部１００は、２本の指のタッチ操作が
８秒継続すると、第１のタッチ表示部１１の画面を消灯する（Ｓ１１３）。
【００８１】
　図８を参照して、第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１に同じ画面を表
示するためのタッチ操作の例を説明する。例えば、図８に示すように、第１のタッチ表示
部１１にプライマリ画面（画面状態情報２００の「１」、「０」）が表示されており、第
２のタッチ表示部２１が消灯している場合に（Ｓ１２１）、第２の表示部２１に対して、
２本の指でタッチを３秒継続させると、制御部１００は、第２の表示部２１にセカンダリ
画面を表示すると共に、画面状態情報２００の「１」、「２」を表示し、また、第１のタ
ッチ表示部１１に表示されている画面状態情報２００を「１」、「２」に更新する（Ｓ１
２２）。ここで、一旦、ユーザが第２のタッチ表示部２１から２本の指を離したものとす
る。
【００８２】
　Ｓ１２３に示すように、第１のタッチ表示部１１を２本の指でタッチし、タッチが３秒
継続すると、Ｓ１２６に示すように、制御部１００は、第１のタッチ表示部１１にセカン
ダリ画面を表示し、これにより、第１のタッチ表示部１１と第２のタッチ表示部２１にセ
カンダリ画面が表示される。
【００８３】
　また、Ｓ１２４に示すように、第２のタッチ表示部２１を１本の指でタッチし、タッチ
が３秒継続すると、Ｓ１２５に示すように、制御部１００は、第２のタッチ表示部１１に
プライマリ画面を表示し、これにより、第１のタッチ表示部１１と第２のタッチ表示部２
１にプライマリ画面が表示される。
【００８４】
　図９は、制御部１００により実行される画面切り替え処理及び画面状態情報表示処理の
一例を説明するためのフローチャートである。
【００８５】
　図９において、制御部１００は、第１のタッチ表示部１１又は第２のタッチ表示部２１
へのタッチが行われたか否かを判断し（ステップＳ１）、第１のタッチ表示部１１又は第
２のタッチ表示部２１へのタッチが行われた場合には（ステップＳ１の「Ｙｅｓ」）、制
御部１００は、タッチが第１の所定時間（例えば、３秒）以上継続したか否かを判断する
（ステップＳ２）。タッチが、第１の所定時間（例えば、３秒）以上継続していない場合
は（ステップＳ２の「Ｎｏ」）、ステップＳ１に戻る。他方、タッチが第１の所定時間以
上継続した場合には（ステップＳ２の「Ｙｅｓ」）、制御部１００は、タッチした指の本
数を判断する（ステップＳ３）。
【００８６】
　ステップＳ３において、タッチした指の本数が２本の場合には、制御部１００は、タッ
チされたタッチ表示部に対して、セカンダリ画面の維持／点灯／切替を行う（ステップＳ
５）。具体的には、制御部１００は、セカンダリ画面が表示されている場合にはセカンダ
リ画面の表示を維持し、画面が消灯している場合には画面を点灯してセカンダリ画面を表
示し、プライマリ画面が表示されている場合にはセカンダリ画面に表示を切り替える。制
御部１００は、画面を点灯する場合には、画面を点灯させるタッチ表示部に画面表示状態
情報を表示し、また、他方のタッチ表示部に表示されている画面状態情報を更新する。
【００８７】
　他方、ステップＳ３において、タッチした指の本数がそれ以外の場合には、ステップＳ
１に戻る。
【００８８】
　ステップＳ６では、制御部１００は、タッチが継続している状態で第２の所定期間内（
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例えば、タッチを開始してから３秒～６秒内）にスワイプが行われたか否かを判断する。
タッチが継続している状態で第２の所定期間内にスワイプが行われた場合には（ステップ
Ｓ６の「Ｙｅｓ」）、制御部１００は、スワイプされた画面を２画面表示して（ステップ
Ｓ７）、ステップＳ１に戻る。他方、タッチが継続している状態で第２の所定期間内にス
ワイプが行われない場合には、ステップＳ８に移行する。
【００８９】
　ステップＳ８では、制御部１００は、タッチが第３の所定期間（例えば、８秒）継続し
たか否かを判断する（ステップＳ８）。タッチが第３の所定期間（例えば、８秒）継続し
ていない場合には（ステップＳ８の「Ｎｏ」）、ステップＳ１に戻る。タッチが第３の所
定期間（例えば、８秒）継続した場合には（ステップＳ８の「Ｙｅｓ」）、制御部１００
は、タッチが行われているタッチ表示部の画面を消灯する（ステップＳ９）。また、制御
部１００は、画面を消灯する場合には、他方のタッチ表示部に表示されている画面状態情
報を更新する。
【００９０】
　なお、画面を消灯させる操作は、タッチを第３の所定時間継続させた場合に限らず、他
のタッチ操作が行われた場合に、画面を消灯させることにしてもよい。例えば、制御部１
００は、画面に対して所定時間内にタップ操作が所定回数行われた場合に、当該画面を消
灯することにしてもよい。
【００９１】
　また、タッチする指の本数に基づいて、プライマリ画面又はセカンダリ画面に表示を切
り替えることとしたが、これに限らず、タッチする指の本数に基づいて、第１のタッチ表
示部１１に表示されている（いた）画面又は第２のタッチ表示部２１に表示されている（
いた）画面に表示を切り替えることにしてもよい。
【００９２】
　また、２画面表示させるための操作は、タッチが継続している状態で第２の所定期間内
にスワイプする操作に限られるものではなく、他のタッチ操作が行われた場合に、２画面
表示させることにしてもよい。例えば、制御部１００は、「２」を描くタッチ操作が行わ
れた場合に、２画面表示することにしてもよい。
【００９３】
（変形例１）
　上述した画面切り替え処理では、制御部１００は、第１のタッチ表示部１１及び第２の
タッチ表示部に対して略同時に同じ所定の操作が行われた場合に、第１のタッチ表示部１
１及び第２のタッチ表示部に同じ画面を表示することにしてもよい。例えば、制御部１０
０は、第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１に対して略同時に１本の指で
２回タップされた場合には、第１のタッチ表示部１１の画面と同一の画面を第２のタッチ
表示部２１に表示することにしてもよい。また、制御部１００は、第１のタッチ表示部１
１及び第２のタッチ表示部２１に対して略同時に２本の指で２回タップされた場合には、
第２のタッチ表示部２１の画面と同一の画面を第１のタッチ表示部１１に表示することに
してもよい。
【００９４】
　図１０は、画面切り替え処理の他の例を説明するための図である。図１０は、携帯型情
報処理装置１のテント状態を示している。同図において、Ａさんは、第１のタッチ表示部
１１の画面を視認可能であるが、第２のタッチ表示部２１の画面を直接視認することがで
きない。他方、Ｂさんは、第１のタッチ表示部１１の画面を視認可能であるが、第２のタ
ッチ表示部２１の画面を直接視認することができない。この場合に、例えば、Ｂさんに、
Ａさんと同じ画面を見せたい場合は、図１０に示すように、Ａさんと、Ｂさんは、それぞ
れ、第１のタッチ表示部１１と第２のタッチ表示部２１に対して略同時に１本の指で２回
タップすると、第２のタッチ表示部２１に第１のタッチ表示部１１と同じ画面が表示され
る。他方、Ａさんに、Ｂさんと同じ画面を見せたい場合は、Ａさんと、Ｂさんは、それぞ
れ、第１のタッチ表示部１１と第２のタッチ表示部２１に対して略同時に２本の指で２回
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タップすると、第１のタッチ表示部２１に第２のタッチ表示部２１と同じ画面が表示され
る（不図示）。
【００９５】
（変形例２）
　制御部１００は、携帯型情報処理装置１が手（片手または両手）で把持されている場合
には、上述の画面切り替え処理を実行しないことにしてもよい。ユーザが携帯型情報処理
装置１を手で把持している状態では、指がタッチ表示部に所定時間以上触れている場合が
あるので、ユーザの意図に反して画面の切り替えが行われるのを防止するためである。ユ
ーザの把持を検出する方法としては、例えば、タッチ表示部の周囲に配置されている筐体
に接触センサを設けて接触センサで手の接触を検出して把持を検出する方法、タッチ表示
部と筐体との境界部分がタッチされたことを検出して把持を検出する方法、タッチ表示部
に対する接触面積が所定値以上の場合に把持を検出する方法、これらの方法の組み合わせ
、または、これらの少なくとも１つの方法での検出状態が所定時間以上継続した場合に把
持と判断する方法等の各種の方法を使用することができる。
【００９６】
　また、制御部１００は、第１の筐体１０に対する第２の筐体２０の回転角度θが１８０
度＜θ≦３６０度の場合（テント状態、ベーシック状態）において、携帯型情報処理装置
１が手（片手または両手）で把持されている場合に、上述の画面切り替え処理を実行しな
いことにしてもよい。
【００９７】
　図１１－Ａ及び図１１－Ｂは、携帯型情報処理装置１が手で把持されている状態を説明
するための図である。同図に示す例は、片手で携帯型情報処理装置１（テント状態、ベー
シック状態）を把持している状態を示しており、前面側が親指で、背面側が残りの指（２
～４本）で把持された状態を示している。図１１－Ａでは、テント状態において、第１の
タッチ表示部１１ａ及び第１の筐体１０の第１の面１０Ａに親指が触れており、第１の筐
体１０の第２の面１０Ｂに残りの指（２～４本）が接触している。この状態では、親指（
１本の指）が第１のタッチ表示部１１ａに所定時間以上触れている可能性があるので、上
述したように、画面切り替え処理を実行しないのが望ましい。なお、図１１－Ａの例に限
定されず、テント状態において、第２の筐体２０の第２の面２０Ｂに親指が触れており、
第２の筐体のタッチ表示部２１ａ及び第２の筐体２０の第１の面２０Ａに残りの指（２～
４本）が接触している状態でも、同様の可能性があるので、上述したように、画面切り替
えを実行しないのが望ましい。
【００９８】
　図１１－Ｂでは、ベーシック状態において、第１のタッチ表示部１１ａ及び第１の筐体
１０の第１の面１０Ａに親指が触れており、第２のタッチ表示部２１ａ及び第２の筐体２
０の第１の面２０Ａに残りの指（２～４本）が接触している。この状態では、親指（１本
の指）が第１のタッチ表示部１１ａに、残りの指（２～４本）が第２のタッチ表示部２１
Ａに、所定時間以上触れている可能性があるので、上述したように、画面切り替え処理を
実行しないのが望ましい。
【００９９】
　制御部１００は、例えば、一方のタッチ表示部が一本の指でタッチされ、かつ、他方の
タッチ表示部が２～４本の指でタッチされた状態が所定時間継続した場合には、携帯型情
報処理装置１が手で把持されていると判断して、上述の画面切り替え処理を実行しないこ
とにしてもよい。
【０１００】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、制御部１００は、第１のタッチ表示部１
１及び第２のタッチ表示部２１に、少なくとも他方のタッチ表示部の画面の表示状態を示
す画面状態情報を表示する画面状態情報表示処理を実行することとしたので、ユーザは、
一方のタッチ表示部を見るだけで、他方のタッチ表示部の画面の表示状態を知ることがで
き、２つの画面のユーザビリティを向上させることが可能となる。
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【０１０１】
　また、本実施の形態によれば、画面状態情報は、画面の点灯及び消灯を示す情報を含む
こととしたので、ユーザは、一方のタッチ表示部を見るだけで、他方のタッチ表示部の画
面の点灯及び消灯の状態を知ることが可能となる。
【０１０２】
　また、本実施の形態によれば、画面状態情報は、画面の表示内容を示す情報を含むこと
としたので、ユーザは、一方のタッチ表示部を見るだけで、他方のタッチ表示部の画面に
何が表示されているかを知ることが可能となる。
【０１０３】
　また、本実施の形態によれば、制御部１００は、画面状態情報表示処理を、第１の筐体
１０に対する第２の筐体２０の回転角度θが１８０度＜θ≦３６０度の場合（テント状態
、ベーシック状態）に実行することにしたので、ユーザが一方のタッチ表示部しか直接視
認できない場合でも、他方のタッチ表示部の画面の表示状態を確認することが可能となる
。
【０１０４】
　また、本実施の形態によれば、制御部１００は、第１のタッチ表示部１１及び第２のタ
ッチ表示部２１の少なくとも一方に対する入力操作に応じて、第１のタッチ表示部１１及
び第２のタッチ表示部２１の少なくとも一方の画面の状態を切り替える画面切り替え処理
を実行することとしたので、ユーザは、２つの画面を有する携帯型情報処理装置において
、簡単な操作で画面を切り替えることができ、２つの画面に関するユーザビリティを向上
させることが可能となる。
【０１０５】
　また、本実施の形態によれば、画面の状態の切り替えは、画面の点灯、画面の消灯、及
び表示画面の切り替えの少なくとも１つを含むこととしたので、ユーザは、簡単な操作で
、画面の点灯、画面の消灯、及び表示画面の切り替えの少なくとも１つを切り替えること
が可能となる。
【０１０６】
　また、本実施の形態によれば、画面切り替え処理では、第１のタッチ表示部１１及び第
２のタッチ表示部２１の少なくとも一方に対するタッチする指の本数に基づいて、切り替
える画面の内容を選択することとしたので、ユーザは、タッチする指の本数に基づいて、
切り替える画面の内容を選択することが可能となる。
【０１０７】
　また、本実施の形態によれば、画面切り替え処理では、第１のタッチ表示部１１及び第
２のタッチ表示部２１の少なくとも一方に対してタッチする指の本数に基づいて、プライ
マリ画面又はセカンダリ画面に表示を切り替えることとしたので、ユーザは、タッチする
指の本数に基づいて、プライマリ画面又はセカンダリ画面に表示を切り替えることが可能
となる。
【０１０８】
　また、本実施の形態によれば、画面切り替え処理では、第１のタッチ表示部１１及び第
２のタッチ表示部２１の少なくとも一方に対してタッチする指の本数に基づいて、第１の
タッチ表示部１１に表示されている（いた）画面又は第２のタッチ表示部２１に表示され
ている（いた）画面に表示を切り替えることとしたので、ユーザは、タッチする指の本数
に基づいて、第１のタッチ表示部１１に表示されている（いた）画面又は第２のタッチ表
示部２１に表示されている（いた）画面に表示を切り替えることが可能となる。
【０１０９】
　また、本実施の形態によれば、画面切り替え処理では、第１のタッチ表示部１１及び第
２のタッチ表示部２１の少なくとも一方に対する第１の入力操作が行われた場合には、第
１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１に同一の画面を表示することとしたの
で、ユーザは簡単な操作で同一の画面を表示することが可能となる。
【０１１０】
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　また、本実施の形態によれば、画面切り替え処理では、第１のタッチ表示部１１及び第
２のタッチ表示部２１の少なくとも一方に対する第２の入力操作が行われた場合には、第
１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１に２画面表示を行うこととしたので、
ユーザは簡単な操作で第１のタッチ表示部１１及び第２のタッチ表示部２１に２画面表示
を行うことが可能となる。
【符号の説明】
【０１１１】
　１　携帯型情報処理装置
　１０　第１の筐体
　１０Ａ　第１の面
　１０Ｂ　第２の面
　１１　第１のタッチ表示部
　１１ａ　タッチパネル
　１１ｂ　表示部
　１５　スピーカー
　１７　第１の加速度センサ
　２０　第２の筐体
　２０Ａ　第１の面
　２０Ｂ　第２の面
　２１　第１のタッチ表示部
　２１ａ　タッチパネル
　２１ｂ　表示部
　２２　カメラ
　２７　第２の加速度センサ
　１００　制御部
　１０１　メモリ
　１０２　記憶部
　１０３　電源部　

【要約】
【課題】２画面を有する携帯型情報処理装置において、２つの画面に関するユーザビリテ
ィを向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】携帯型情報処理装置は、第１のタッチ表示部が設けられた
第１の筐体と、第２のタッチ表示部が設けられた第２の筐体と、前記第１の筐体と前記第
２の筐体とを回転可能に連結する連結部と、前記第１のタッチ表示部及び第２のタッチ表
示部に、他方のタッチ表示部の画面の表示状態を示す画面状態情報を表示する制御手段と
、を備えている。
【選択図】図１
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【図２－Ｂ】
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【図３】 【図４】

【図５－Ａ】 【図５－Ｂ】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１－Ａ】
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