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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１表示部と、
　第２表示部と、
　前記第１表示部および前記第２表示部の表示を制御する表示制御部と、
　前記第１表示部に重ねて配置され、入力を検出する第１検出部と、
　前記第２表示部に重ねて配置され、入力を検出する第２検出部と、
　前記第１検出部の検出結果に対応する第１処理および前記第２検出部の検出結果に対応
する第２処理の他、前記第１検出部の検出結果と前記第２検出部の検出結果との特定の組
合せに対応する第３処理を記憶する記憶部と、
　前記第１検出部の検出結果および前記第２検出部の検出結果が、前記記憶部に記憶され
る前記第１、第２および前記第３処理に対応する検出結果のいずれに一致するか否かを判
断する判断部を備え、
　前記表示制御部は、前記第１表示部に複数の写真を含む第１の画面を表示するとともに
、前記第２表示部に前記複数の写真よりサイズの大きな第１の写真を含む第２の画面を表
示し、
　前記第１表示部に前記第１の画面が表示され、前記第２表示部に前記第２画面が表示さ
れている状態において、
　前記判断部が、前記第１検出部の検出結果および前記第２検出部の検出結果が、前記記
憶部に記憶される前記第３処理に対応する検出結果に一致すると判断した場合、
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　前記表示制御部は、前記第３処理に従って、前記第１の写真よりサイズの大きな第２の
写真と前記複数の写真のうち一部の写真とを含む第３の画面を前記第１表示部および前記
第２表示部に表示する、
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、
　前記第１検出部は、入力された位置を検出し、
　前記第２検出部は、入力された位置を検出し、
　前記特定の組合せは、前記第１検出部および前記第２検出部のいずれか一方の検出部が
前記入力を検出してから所定の第１時間以内に他方の検出部が入力を検出した後、前記第
１検出部および前記第２検出部の少なくともいずれか一方の検出部が前記位置の変化を検
出する態様を含む、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の携帯端末装置において、
　前記特定の組合せは、前記第１検出部および前記第２検出部のいずれか一方の検出部が
前記入力を検出してから所定の第１時間以内に他方の検出部が入力を検出した後、さらに
所定の第２時間の経過後に前記第１検出部および前記第２検出部が同時にまたは異なるタ
イミングで前記入力がなくなったこと検出する態様を含む、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の携帯端末装置において、
　前記特定の組合せは、前記第１検出部および前記第２検出部のいずれか一方の検出部が
前記入力を検出してから所定の第１時間以内に他方の検出部が入力を検出する態様を含む
、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか一項に記載の携帯端末装置において、
　前記判断部が、前記第１検出部の検出結果および前記第２検出部の検出結果が、前記記
憶部に記憶される前記第３処理に対応する検出結果に一致すると判断した場合、
　前記表示制御部は、前記第３処理に従って、前記第１表示部に表示される画面の画像と
前記第２表示部に表示される画面の画像とを入れ替える、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項６】
　請求項１ないし４のいずれか一項に記載の携帯端末装置において、
　前記判断部が、前記第１検出部の検出結果および前記第２検出部の検出結果が、前記記
憶部に記憶される前記第３処理に対応する検出結果に一致すると判断した場合、
　前記表示制御部は、前記第３処理に従って、前記第１表示部および前記第２表示部のい
ずれか一方に表示されていた画面を前記第１表示部および前記第２表示部に表示する、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項７】
　請求項１ないし４のいずれか一項に記載の携帯端末装置において、
　前記判断部が、前記第１検出部の検出結果および前記第２検出部の検出結果が、前記記
憶部に記憶される前記第３処理に対応する検出結果に一致すると判断した場合、
　前記表示制御部は、前記第３処理に従って、当該携帯端末装置に備えられた所定の機能
を選択するための画面を前記第１表示部および前記第２表示部に表示する、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、携帯電話機やＰＤＡ（Personal Digital Assistant）等の携帯端末装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数のタッチパネルを備える所謂マルチタッチパネル装置が知られている。この
種のマルチタッチパネル装置では、複数のタッチパネルが接続され、各タッチパネルへの
操作に応じて、タッチパネル毎に設定された機能が実行される（たとえば、特許文献１参
照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－９８９４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の構成では、複数のタッチパネルが、個別の機能を実行するために個別に用いられ
るに留まる。このため、複数のタッチパネルを連携させた操作により、個々のタッチパネ
ルでの操作によるものとは異なる、新たな機能を実行することはできない。
【０００５】
　本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、操作性に優れた携帯端末装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の携帯端末装置は、第１表示部と、第２表示部と、前記第１表示部および前記第
２表示部の表示を制御する表示制御部と、前記第１表示部に重ねて配置され、入力を検出
する第１検出部と、前記第２表示部に重ねて配置され、入力を検出する第２検出部と、前
記第１検出部の検出結果に対応する第１処理および前記第２検出部の検出結果に対応する
第２処理の他、前記第１検出部の検出結果と前記第２検出部の検出結果との特定の組合せ
に対応する第３処理を記憶する記憶部と、前記第１検出部の検出結果および前記第２検出
部の検出結果が、前記記憶部に記憶される前記第１、第２および前記第３処理に対応する
検出結果のうちのいずれに一致するか否かを判断する判断部を備える。ここで、前記表示
制御部は、前記第１表示部に複数の写真を含む第１の画面を表示するとともに、前記第２
表示部に前記複数の写真よりサイズの大きな第１の写真を含む第２の画面を表示する。そ
して、前記第１表示部に前記第１の画面が表示され、前記第２表示部に前記第２画面が表
示されている状態において、前記判断部が、前記第１検出部の検出結果および前記第２検
出部の検出結果が、前記記憶部に記憶される前記第３処理に対応する検出結果に一致する
と判断した場合、前記表示制御部は、前記第３処理に従って、前記第１の写真よりサイズ
の大きな第２の写真と前記複数の写真のうち一部の写真とを含む第３の画面を前記第１表
示部および前記第２表示部に表示する。
【０００７】
　本態様に係る携帯端末装置において、前記第１検出部は、入力された位置を検出し、
　前記第２検出部は、入力された位置を検出し、前記特定の組合せは、前記第１検出部お
よび前記第２検出部のいずれか一方の検出部が前記入力を検出してから所定の第１時間以
内に他方の検出部が入力を検出した後、前記第１検出部および前記第２検出部の少なくと
もいずれか一方の検出部が前記位置の変化を検出する態様を含み得る。
【０００８】
　本態様に係る携帯端末装置において、前記特定の組合せは、前記第１検出部および第２
検出部のいずれか一方の検出部が前記入力を検出してから所定の第１時間以内に他方の検
出部が入力を検出した後、さらに所定の第２時間の経過後に前記第１検出部および前記第
２検出部が同時にまたは異なるタイミングで前記入力がなくなったこと検出する態様を含
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み得る。
【０００９】
　本態様に係る携帯端末装置において、前記特定の組合せは、前記第１検出部および前記
第２検出部のいずれか一方の検出部が前記入力を検出してから所定の第１時間以内に他方
の検出部が入力を検出する態様を含み得る。
　本態様に係る携帯端末装置において、前記判断部が、前記第１検出部の検出結果および
前記第２検出部の検出結果が、前記記憶部に記憶される前記第３処理に対応する検出結果
に一致すると判断した場合、前記表示制御部は、前記第３処理に従って、前記第１表示部
に表示される画面の画像と前記第２表示部に表示される画面の画像とを入れ替え得る。
【００１１】
　本態様に係る携帯端末装置において、前記判断部が、前記第１検出部の検出結果および
前記第２検出部の検出結果が、前記記憶部に記憶される前記第３処理に対応する検出結果
に一致すると判断した場合、前記表示制御部は、前記第３処理に従って、前記第１表示部
および前記第２表示部のいずれか一方に表示されていた画面を前記第１表示部および前記
第２表示部に表示し得る。
【００１２】
　本態様に係る携帯端末装置において、前記判断部が、前記第１検出部の検出結果および
前記第２検出部の検出結果が、前記記憶部に記憶される前記第３処理に対応する検出結果
に一致すると判断した場合、前記表示制御部は、前記第３処理に従って、当該携帯端末装
置に備えられた所定の機能を選択するための画面を前記第１表示部および前記第２表示部
に表示し得る。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、操作性に優れた携帯端末装置を提供することができる。
【００１４】
　本発明の効果ないし意義は、以下に示す実施の形態の説明により更に明らかとなろう。
ただし、以下の実施の形態は、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、以下の実施の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】
【００１５】
【図１】実施の形態に係る携帯電話機の外観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状態の切り替えを説明するための図である。
【図３】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４】実施の形態に係る画面を制御する処理手順を示すフローチャートである。
【図５】実施の形態に係る各表示面に表示される画面を示す図である。
【図６】実施の形態に係る各表示面に表示される画面を示す図である。
【図７】実施の形態に係る各表示面に表示される画面を示す図である。
【図８】実施の形態に係る画面を制御する処理手順を示すフローチャートである。
【図９】実施の形態に係る各表示面に表示される画面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００１７】
　＜携帯電話機の構成＞
　図１は、携帯電話機１の構成を示す図（分解斜視図）である。携帯電話機１は、第１キ
ャビネット１０と、第２キャビネット２０と、これら第１、第２キャビネット１０、２０
を保持する保持体３０とで構成されている。
【００１８】
　第１キャビネット１０は、横長の直方体形状を有する。第１キャビネット１０には、第
１タッチパネルが配されている。第１タッチパネルは、第１ディスプレイ１１、第１タッ
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チセンサ１２および第１透明カバー１３を含む。
【００１９】
　第１ディスプレイ１１は、第１表示部に相当し、第１表示面１１ａ１に第１画面を表示
する。第１ディスプレイ１１は、第１液晶パネル１１ａおよび第１液晶パネル１１ａを照
明する第１バックライト１１ｂで構成されている。第１液晶パネル１１ａの前面に第１表
示面１１ａ１が設けられる。第１タッチセンサ１２が第１ディスプレイ１１に重ねられて
配されている。
【００２０】
　第１タッチセンサ１２は、透明な長方形状のシートであり、第１ディスプレイ１１の第
１表示面１１ａ１を覆う。第１タッチセンサ１２には、マトリクス状に配された第１透明
電極と第２透明電極とを備えている。第１タッチセンサ１２は、これら透明電極間の静電
容量の変化を検出することによって、ユーザが触れた第１表示面１１ａ１上の位置を検出
し、その位置に応じた位置信号を出力する。これにより、第１タッチセンサ１２は、第１
ディスプレイ１１により第１表示面１１ａ１に表示された第１画面に対するユーザの入力
を検出する第１検出部である。なお、ユーザが第１表示面１１ａ１を触れるとは、たとえ
ば、指やペンなどの接触部材によって第１表示面１１ａ１をユーザが押したり、撫でなり
、図形や文字を描いたりすることである。また、第１表示面１１ａ１を触れるとは、実際
には、後述する第１透明カバー１３の中で第１表示面１１ａ１の第１画面が映る領域を触
れることである。
【００２１】
　第１透明カバー１３が、第１タッチセンサ１２の前面に配されている。第１透明カバー
１３は、第１タッチセンサ１２を覆い、第１キャビネット１０の正面に現れる。
【００２２】
　第１キャビネット１０の内部には、中央やや後ろ位置にカメラモジュール１４が配され
ている。このカメラモジュール１４における被写体像を取り込むためのレンズ窓（図示せ
ず）が、第１キャビネット１０の下面に設けられている。
【００２３】
　また、第１キャビネット１０の内部には、前面近傍の中央位置に磁石１５が配されてお
り、右前角部に磁石１６が配されている。
【００２４】
　さらに、第１キャビネット１０の右側面および左側面には、それぞれ、突起部１７が設
けられている。
【００２５】
　第２キャビネット２０は、横長の直方体形状を有する。すなわち、第２キャビネット２
０は、第１キャビネット１０とほぼ同じ形状と大きさを有する。第２キャビネット２０に
は、第２タッチパネルが配されている。第２タッチパネルは、第２ディスプレイ２１、第
２タッチセンサ２２および第２透明カバー２３を含む。
【００２６】
　第２ディスプレイ２１は、第２表示部に相当し、第２表示面２１ａ１に第２画面を表示
する。第２ディスプレイ２１は、第２液晶パネル２１ａおよび、第２液晶パネル２１ａを
照明する第２バックライト２１ｂで構成されている。第２液晶パネル２１ａの前面に第２
表示面２１ａ１が設けられる。なお、第１ディスプレイ１１および第２ディスプレイ２１
は、有機ＥＬ等他の表示素子により構成されてもよい。第２タッチセンサ２２が第２ディ
スプレイ２１に重ねられて配されている。
【００２７】
　第２タッチセンサ２２は第２ディスプレイ２１を覆い、第２タッチセンサ２２の前面に
は透明カバー２３が配されている。なお、第２タッチセンサ２２の構成は、第１タッチセ
ンサ１２と同様である。このため、第２タッチセンサ２２は、第２ディスプレイ２１によ
り第２画面２１ａ１に表示された第２画面に対するユーザの入力を検出する第２検出部で
ある。なお、ユーザが第２表示面２１ａ１を触れるとは、実際には、後述する第２透明カ
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バー２３の中で第２表示面２１ａ１の第２画面が映る領域をユーザが指などで触れること
である。
【００２８】
　第２透明カバー２３は、第２タッチセンサ２２を覆い、第２キャビネット２０の正面に
現れる。
【００２９】
　第２キャビネット２０の内部には、後面近傍の中央位置に磁石２４が配されている。
この磁石２４と第１キャビネット１０の磁石１５とは、第２状態で互いに引き合うよう構
成されている。なお、第１状態は、後述の如く、第１キャビネット１０と第２キャビネッ
ト２０が大画面を構成するように配置された状態である。また、磁石２４または磁石１５
のいずれか一方の磁力が十分大きければ、他方の磁石を磁性体に代えてもよい。
【００３０】
　第２キャビネット２０の内部において、右前角部には閉鎖センサ２５が配されており、
右後角部には開放センサ２６が配されている。これらセンサ２５、２６は、たとえば、ホ
ールＩＣなどで構成され、磁石１６の磁力に反応して検出信号を出力する。後述するよう
に、第１キャビネット１０と第２キャビネット２０とが重なった状態になると、第１キャ
ビネット１０の磁石１６が、閉鎖センサ２５に接近するので、閉鎖センサ２５からＯＮ信
号が出力される。一方、第１キャビネット１０と第２キャビネット２０とが前後に並んだ
状態になると、第１キャビネット１０の磁石１６が、開放センサ２６に接近するので、開
放センサ２６からＯＮ信号が出力される。
【００３１】
　さらに、第２キャビネット２０の両側面にはそれぞれ２つの軸部２７、２７が設けられ
ている。
【００３２】
　保持体３０は、底板部３１と、底板部３１の右端部に形成された右保持部３２と、底板
部３１の左端部に形成された左保持部３３とで構成されている。
【００３３】
　底板部３１には、３つのコイルバネ３４が左右方向に並ぶように配されている。これら
コイルバネ３４は、第２キャビネット２０が保持体３０に取り付けられた状態において、
第２キャビネット２０の下面に当接し、第２キャビネット２０に対して上方に押し上げる
力を付与する。
【００３４】
　右保持部３２の上面にはマイク３５および電源キー３６が配されている。また、右保持
部３２の外側面には、複数の操作キー３７が配されている。マナーモードの設定など、一
定の機能については、これら操作キー３７を操作することにより、各タッチセンサ１２、
２２を操作することなく実行される。
【００３５】
　左保持部３３の上面には、スピーカ３８が配されている。ユーザは、左保持部３３側が
耳元に、右保持部３２側が口元にくるように携帯電話機１を持って、通話を行う。また、
ユーザは、通話をしながら電話帳を確認する際には、ハンズフリー等のように、受話口（
スピーカ３８）を耳にあてないような状態で、通話を行うことができる。
【００３６】
　右保持部３２および左保持部３３の内側面には、案内溝３９（左保持部３３側のみ図示
）が形成されている。案内溝３９は、上溝３９ａ、下溝３９ｂおよび２つの縦溝３９とで
構成されている。上溝３９ａおよび下溝３９ｂは前後方向に延び、縦溝３９ｃは、上溝３
９ａと下溝３９ｂとを繋ぐように上下に延びる。
【００３７】
　携帯電話機１を組み立てる際には、軸部２７、２７を案内溝３９の下溝３９ｂに挿入し
て、第２キャビネット２０を保持体３０の収容領域Ｒ内に配置する。さらに、突起部１７
を案内溝３９の上溝３９ａに挿入して、第１キャビネット１０を第２キャビネット２０の
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上に配置し、第１キャビネット１０を保持体３０の収容領域Ｒ内に収める。
【００３８】
　こうして、底板部３１、右保持部３２および左保持部３３に囲まれた収容領域Ｒに、第
１キャビネット１０および第２キャビネット２０が上下に重なった状態で収容される。こ
の状態では、第１キャビネット１０は、上溝３９ａに案内されて前後にスライド可能であ
る。第２キャビネット２０は、下溝３９ｂに案内されて前後にスライド可能である。また
、第２キャビネット２０が前方に移動し、軸部２７、２７が縦溝３９ｃまでくると、第２
キャビネット２０は、縦溝３９ｃに案内されて上下にスライド可能となる。
【００３９】
　図２は、携帯電話機１を第１状態から第２状態へ切り替えるための操作について説明す
るための図である。
【００４０】
　図２（ａ）に示す第１状態では、第１キャビネット１０が第２キャビネット２０の上に
重ねられて、携帯電話機１が畳まれる。第１表示面１１ａ１が外部に露出し、第２表示面
２１ａ１が隠れる。
【００４１】
　図２（ｂ）に示すように、ユーザは、第１キャビネット１０を矢印に示す後方に移動さ
せる。次に、図２（ｃ）に示すように、ユーザは、第２キャビネット２０を前方へ引き出
す。この引出し操作によって、第２キャビネット２０が第１キャビネット１０の前に並ぶ
位置まで移動すると、第２キャビネット２０は第１キャビネット１０に完全に重ならなく
なる。このとき、図１に示す軸部２７、２７が縦溝３９ｃにくるので、第２キャビネット
２０はコイルバネ３４に押されて上昇する。また、磁石１５と磁石２４とが引き合うこと
によって、第２キャビネット２０に大きな上昇力がさらに働く。
【００４２】
　図２（ｄ）に示すように、第２キャビネット２０が第１キャビネット１０と前後に密着
するように且つ面一となるように並び、携帯電話機１は第２状態に切り替えられる。第２
状態では、第１キャビネット１０および第２キャビネット２０が広げられて、第１表示面
１１ａ１と第２表示面２１ａ１の双方が外部に露出する。
【００４３】
　図３は、携帯電話機１の全体構成を示すブロック図である。本実施の形態の携帯電話機
１は、上述した各構成要素の他、ＣＰＵ１００、メモリ２００、映像エンコーダ３０１、
音声エンコーダ３０２、キー入力回路３０３、通信モジュール３０４、バックライト駆動
回路３０５、映像デコーダ３０６、音声デコーダ３０７、バッテリー３０９、電源部３１
０、クロック３１１を備えている。
【００４４】
　カメラモジュール１４はＣＣＤ等の撮像素子を有する。カメラモジュール１４は、撮像
素子から出力された撮像信号をデジタル化し、その撮像信号にガンマ補正等の各種補正を
施して映像エンコーダ３０１へ出力する。映像エンコーダ３０１は、カメラモジュール１
４からの撮像信号にエンコード処理を施してＣＰＵ１００へ出力する。
【００４５】
　マイク３５は、集音した音声を音声信号に変換して音声エンコーダ３０２へ出力する。
音声エンコーダ３０２は、マイク３５からのアナログの音声信号をデジタルの音声信号に
変換するとともに、デジタルの音声信号にエンコード処理を施してＣＰＵ１００へ出力す
る。
【００４６】
　キー入力回路３０３は、電源キー３６や操作キー３７の各キーが操作されたときに、各
キーに応じた入力信号をＣＰＵ１００へ出力する。
【００４７】
　通信モジュール３０４は、ＣＰＵ１００からの情報を無線信号に変換し、アンテナ３０
４ａを介して基地局へ送信する。また、通信モジュール３０４は、アンテナ３０４ａを介
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して受信した無線信号を情報に変換してＣＰＵ１００へ出力する。
【００４８】
　バックライト駆動回路３０５は、ＣＰＵ１００からの制御信号に応じた電圧を第１バッ
クライト１１ｂおよび第２バックライト２１ｂにかける。第１バックライト１１ｂは、バ
ックライト駆動回路３０５による電圧により点灯し、第１液晶パネル１１ａを照明する。
第２バックライト２１ｂは、バックライト駆動回路３０５による電圧により点灯し、第２
液晶パネル２１ａを照明する。
【００４９】
　映像デコーダ３０６は、ＣＰＵ１００からの映像信号を第１液晶パネル１１ａおよび第
２液晶パネル２１ａで表示できる映像信号に変換し、これらを液晶パネル１１ａ、２１ａ
に出力する。第１液晶パネル１１ａは、映像信号に応じた第１画面を第１表示面１１ａ１
に表示する。第２液晶パネル２１ａは、映像信号に応じた第２画面を第２表示面２１ａ１
に表示する。各画面は、対象画像および対象画像以外の領域を占める背景画像で構成され
る。なお、対象画像が無い場合、画面は背景画像のみから構成される。
【００５０】
　音声デコーダ３０７は、ＣＰＵ１００からの音声信号と、着信音やアラーム音等の各種
報知音の音信号とにデコード処理を施し、さらにアナログの音声信号に変換してスピーカ
３８に出力する。スピーカ３８は、音声デコーダ３０７からの音声信号や着信音等を再生
する。
【００５１】
　バッテリー３０９は、ＣＰＵ１００やＣＰＵ１００以外の各部へ電力を供給するための
ものであり、二次電池からなる。バッテリー３０９は電源部３１０に接続されている。
【００５２】
　電源部３１０は、バッテリー３０９の電圧を各部に必要な大きさの電圧に変換して各部
へ供給する。また、電源部３１０は、外部電源（図示せず）を介して供給された電力をバ
ッテリー３０９へ供給して、バッテリー３０９を充電する。
【００５３】
　クロック３１１は、時間を計測し、計測した時間を応じた信号をＣＰＵ１００へ出力す
る。
【００５４】
　メモリ２００は、ＲＯＭおよびＲＡＭを含む。メモリ２００には、ＣＰＵ１００に制御
機能を付与するための制御プログラムが記憶されている。また、メモリ２００には、カメ
ラモジュール１４で撮影した画像データや通信モジュール３０４を介して外部から取り込
んだ画像データ、テキストデータおよび音データなどが所定のファイル形式で保存される
。
【００５５】
　また、メモリ２００には、第１～第３処理手順が記憶されている。第１処理手順は、第
１タッチセンサ１２からの入力信号に対応する。また、第２処理手順は、第２タッチセン
サ２２の入力信号に対応する。さらに、第３処理手順は、第１タッチセンサ１２の入力信
号と第２タッチセンサ２２の入力信号との特定の組み合わせに対応する。なお、特定の組
み合わせとしては、適宜設定され得る。１つの例としては、第１タッチセンサ１２および
第２タッチセンサ２２のいずれか一方が入力を検出してから所定時間以内に他方のタッチ
センサ１２，２２が入力を検出する態様である。また、他の例としては、第１タッチセン
サ１２および第２タッチセンサ２２のいずれか一方が入力を検出してから所定時間以内に
他方のタッチセンサ１２，２２が入力を検出した後、第１タッチセンサ１２および第２タ
ッチセンサ２２の少なくともいずれか一方が入力された位置の変化を検出する態様である
。
【００５６】
　ＣＰＵ１００は、キー入力回路３０３および各タッチセンサ１２、２２からの操作入力
信号に基づき、制御プログラムに従って、カメラモジュール１４、マイク３５、通信モジ
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ュール３０４、液晶パネル１１ａ、２１ａ、スピーカ３８、スピーカ３８等を動作させる
。これにより、ＣＰＵ１００は、通話機能、電子メール機能等の各種アプリケーションを
実行する。
【００５７】
　ＣＰＵ１００は、判断部として機能する。このため、ＣＰＵ１００は、各タッチセンサ
１２、２２から検出信号を受けて、メモリ２００に記憶される３つの処理手順と比較する
。そして、ＣＰＵ１００は、各タッチセンサ１２、２２の検出信号の少なくともいずれか
１つが、３つの処理手順のうちのいずれに一致するかを判断する。
【００５８】
　ＣＰＵ１００は、表示制御部として、映像デコーダ３０６およびバックライト駆動回路
３０５へ制御信号を出力する。これにより、ＣＰＵ１００は、判断部が一致すると判断し
た処理手順に従って、各液晶パネル１１ａ、２１ａおよび各バックライト１１ｂ、２１ｂ
をＯＮ（点灯）またはＯＦＦ（消灯）を制御して、各表示面１１ａ１、２１ａ１に画像を
表示させる。なお、画像は、静止画、動画、文字および記号などの情報から構成される。
ＣＰＵ１００は、表示制御部として、表示面１１ａ１、２１ａ１に画像を表示する際のコ
ントラスト、輝度、画面サイズ、および画面の透明度などを制御する。
【００５９】
　また、ＣＰＵは、メモリ２００から第１～第３処理手順を読み出す。また、ＣＰＵは、
各タッチセンサ１２、２２からの入力信号を受け、入力信号に応じて第１～第３処理手順
を実行する。
【００６０】
　　＜第１の実施形態の処理手順＞
　図４は、各表示面１１ａ１、２１ａ１に表示する画面を制御する処理手順を示すフロー
チャートである。図５～図７は、各表示面１１ａ１、２１ａ１に表示された各画面を表わ
す。
【００６１】
　第１の実施形態では、第１表示面１１ａ１および第２表示面２１ａ１の両方または一方
に対してスライド動作を行う操作により、メモリ２００に予め保存された写真などのイメ
ージデータの表示方法を変更する処理について説明する。なお、「スライド動作」とは、
各表示面１１ａ１、２１ａ１の表示面に接触部材を接触したまま動かす動作を言う。
【００６２】
　電源キー３６がユーザにより押されて、バッテリー３０９からの電力がＣＰＵ１００へ
供給されると、各表示面１１ａ１、２１ａ１に表示される画面を制御する機能を実現する
ための制御プログラムが起動する。
【００６３】
　まず、ＣＰＵ１００は、所定の操作メニューを示す画面（図示せず）を第１表示面１１
ａ１に表示する。操作メニューの画面に対してユーザが操作することにより、たとえば、
図５（ａ）に示すように、ＣＰＵ１００は、写真の一覧を表示する第１プログラムおよび
、１つの写真を表示する第２プログラムを起動する。ＣＰＵ１００は、第１プログラムに
より出力される第１画面を第１表示面１１ａ１に表示し、第２プログラムにより出力され
る第２画面を第２表示面２１ａ１に表示する。ここで、第１画面は複数の写真の縮小画像
を含み、第２画面は１つの写真の原画像を含む。
【００６４】
　ＣＰＵ１００は、各表示面１１ａ１、２１ａ１に対してタッチ動作がなされるのを待つ
(Ｓ１０１)。ユーザが第１表示面１１ａ１に接触すると、ＣＰＵ１００は、第１タッチセ
ンサ１２から位置信号を受け、タッチ動作がなされたことを検出する(Ｓ１０１：ＹＥＳ)
。このとき、ＣＰＵ１００は、位置信号からタッチ位置を求め、メモリ２００に記憶して
おく。そして、ＣＰＵ１００は、クロック３１１から信号を受けて、先のタッチ動作があ
ってからの経過時間の計測を開始する(Ｓ１０２)。なお、ＣＰＵ１００が、各タッチセン
サ１２、２２から位置信号を記憶する際に、タッチセンサ１２、２２を識別する情報を位
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置信号に付加して、いずれのタッチセンサ１２、２２の位置信号であるかを識別できるよ
うにしておく。また、「タッチ動作」とは、ユーザが各表示面１１ａ１、２１ａ１に接触
部材を接触させる動作を言う。
【００６５】
　次に、ユーザが第１表示面１１ａ１だけにタッチ動作したのか否かを判断するため、Ｃ
ＰＵ１００は、先にタッチ動作がなされた第１表示面１１ａ１とは別の第２表示面２１ａ
１に対するタッチ動作があるか否かを判断する(Ｓ１０３)。ここで、ＣＰＵ１００は、第
２タッチセンサ２２から検出信号を受けていなければ、第２表示面２１ａ１へのタッチ動
作がないと判断する(Ｓ１０３：ＮＯ)。ただし、ユーザは２つの表示面１１ａ１、２１ａ
１を同時にタッチ動作することは難しい。このため、第１表示面１１ａ１に対するタッチ
動作からの経過時間が第１閾値以内であれば、他の第２表示面２１ａ１に対してタッチ動
作がなされると、２つの表示面１１ａ１、２１ａ１において同時にタッチ動作がなされた
と取り扱われる。なお、第１閾値は、適宜設定され得る。ただし、第１閾値が短すぎると
、ユーザは、２つの表示面１１ａ１、２１ａ１を同時にタッチするタイミングをきわめて
正確に合わせる必要があり、操作し難くなる。一方、第１閾値が長すぎると、ユーザは２
つの表示面１１ａ１、２１ａ１を個別にタッチしたつもりでも、これらのタッチ動作が同
時タッチ動作と誤って見なされてしまう。よって、操作性と誤検知の可能性とを考慮して
第１閾値が設定される。なお、「同時タッチ動作」とは、２つの表示面１１ａ１、２１ａ
１に接触部材を同時に接触する動作を言う。
【００６６】
　ＣＰＵ１００は、先のタッチ動作からの経過時間が第１閾値を経過するか否かを判断す
る(Ｓ１０４)。経過時間が第１閾値を経過していない間(Ｓ１０４：ＮＯ)、ＣＰＵ１００
は、第２表示面２１ａ１にタッチ動作がなされるか否かを判断する(Ｓ１０３)。第２表示
面２１ａ１へのタッチ動作が無い状態で、時間が進行すると、ＣＰＵ１００、経過時間が
第１閾値を超えたと判断する(Ｓ１０４：ＹＥＳ)。これにより、第１表示面１１ａ１と同
時に第２表示面２１ａ１はタッチされず、第１表示面１１ａ１のみがタッチされたと見な
される。
【００６７】
　第１表示面１１ａ１のみがタッチされた場合、ＣＰＵ１００は、第１タッチセンサ１２
からの位置信号に応じて、第１表示面１１ａ１に対して入力された位置を求める。そして
、ＣＰＵ１００は、入力された位置に対応する処理を特定し、第１処理手順に従って、そ
の処理を実行する(Ｓ１０５)。なお、第２表示面２１ａ１のみがタッチされた場合、ＣＰ
Ｕ１００は、第２タッチセンサ２２からの位置信号に応じて、第２処理手順に従って、そ
の処理を実行する。
【００６８】
　一方、第１表示面１１ａ１に対するタッチ動作からの経過時間が第１閾値以内に、ＣＰ
Ｕ１００が、第２タッチセンサ２２から位置信号を受けると、ＣＰＵ１００は、第２表示
面２１ａ１に対するタッチ動作があったと判断する(Ｓ１０３：ＹＥＳ)。これにより、２
つの表示面１１ａ１、２１ａ１はユーザにより同時にタッチされたと見なされる。なお、
ＣＰＵ１００は、第２タッチセンサ２２からの位置信号により第２表示面２１ａ１におけ
るタッチ位置を求め、メモリ２００に記憶しておく。
【００６９】
　次に、同時タッチ動作の後に続く動作、たとえば、各表示面１１ａ１、２１ａ１にタッ
チした指をスライドさせる動作が各表示面１１ａ１、２１ａ１においてなされたか否かを
、ＣＰＵ１００は判断する。このため、ＣＰＵ１００は、各タッチセンサ１２、２２から
位置信号を受け、各表示面１１ａ１、２１ａ１にタッチ動作がなされた後の各表示面１１
ａ１、２１ａ１における現在の入力位置を取得する(Ｓ１０６)。また、ＣＰＵ１００は、
各表示面１１ａ１、２１ａ１に最初にタッチ動作がなされたときの位置をメモリ２００か
ら読み出す。そして、ＣＰＵ１００は、現在の入力位置とタッチ位置とを比較し、位置変
化を求める。ユーザによるスライド動作があれば、入力位置がある程度変化するため、Ｃ
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ＰＵ１００は、入力位置の変化が第２閾値以上であるか否かを判断する(Ｓ１０７)。なお
、第２閾値は適宜設定され得る。ただし、第２閾値が小さすぎると、ユーザがスライド動
作を意図せずにわずかに指を動かしてしまった場合でも、スライド動作と誤って判定され
てしまう。一方、第２閾値が大きすぎると、ユーザは、指を大きく動かさなければならず
、操作性が悪くなってしまう。よって、誤検知の可能性と操作性とを考慮して第１閾値が
設定される。
【００７０】
　入力位置の変化が第２閾値以上でなければ、ＣＰＵ１００は、スライド動作が無いと判
断する(Ｓ１０７：ＮＯ)。そして、第１表示面１１ａ１へのタッチ動作からの経過時間が
第３閾値を経過するまで、スライド動作による位置変化があるか否かをＣＰＵ１００は判
断する(Ｓ１０８：ＮＯ、Ｓ１０７)。なお、第３閾値は、適宜設定され得る。
【００７１】
　スライド動作による位置変化がなく（Ｓ１０７：ＮＯ）、第１表示面１１ａ１へのタッ
チ動作からの経過時間が第３閾値を超えると、ＣＰＵ１００は経過時間が第３閾値を経過
したと判断する(Ｓ１０８：ＹＥＳ)。これにより、スライド動作が無く、同時タッチ動作
のみがなされたとして、ＣＰＵ１００は、第３処理手順に従って、第１画面に表示された
情報と第２画面に表示された情報とを連結して、１つの新たな連結画面を形成し、連結画
面を第１表示面１１ａ１および第２表示面２１ａ１に表示する(Ｓ１０９)。
【００７２】
　この場合、連結画面が表示される領域は、第１表示面１１ａ１および第２表示面２１ａ
１に分かれる。しかし、ＣＰＵ１００は、第１プログラムによる出力画像と第２プログラ
ムによる出力画像を組み合わせ、さらにこれらの出力画像に背景画像を含めて、連結画面
を設定する。このため、連結画面の画像は連続する。たとえば、図５（ｂ）に示すように
、連結画面は、画面の連結前に第１画面に表示されていた写真の縮小画像と、第２画面に
表示されていた写真の原画像とを含む。これらの画像は、第１表示面１１ａ１および第２
表示面２１ａ１にまたがって表示されるが、連続する。このため、写真ａの原画像は、２
つの表示面１１ａ１、２１ａ１に分かれるが、１つの写真を形成する。また、写真ａ～ｄ
の縮小画像の位置を指でタッチしてユーザが移動させると、写真ａの縮小画像が消え、代
わって次の写真ｅの縮小画像が表示される。なお、第１表示面１１ａ１と第２表示面２１
ａ１との間には、２つのキャビネット１０、２０の枠が挟まれている。このため、各表示
面１１ａ１、２１ａ１の２つの画面を連結した画面の中には枠が配置される。しかし、連
結画面の画像は、連続し、一体的に形成される。
【００７３】
　一方、ＣＰＵ１００は、入力位置の変化が第２閾値以上であることを検出すると、スラ
イド動作ありと判断する(Ｓ１０７：ＹＥＳ)。そして、ＣＰＵ１００は、クロック３１１
から検出信号を受けて、先のスライド動作からの経過時間の計測を新たに開始する(Ｓ１
１０)。
【００７４】
　次に、スライド動作が一方の表示面１１ａ１、２１ａ１に対してだけなされたのか、両
方の表示面１１ａ１、２１ａ１に対してなされたのかの判断がなされる。たとえば、第１
表示面１１ａ１に対するスライド動作が先に検出されたとする。この場合、ＣＰＵ１００
は、先のスライド動作に係る第１タッチセンサ１２とは別のタッチセンサ２２から位置信
号を受け、位置信号から第２表示面２１ａ１における現在の入力位置を求める(Ｓ１１１)
。そして、ＣＰＵ１００は、第２表示面２１ａ１におけるタッチ位置をメモリ２００から
読み出す。そして、ＣＰＵ１００は、第２表示面２１ａ１におけるタッチ位置と現在の入
力位置とから、入力位置の変化を求める。この入力位置の変化が第２閾値以上であれば、
第２表示面２１ａ１に対するスライド動作ありと判断する(Ｓ１１２：ＹＥＳ)。これによ
り、両方の表示面１１ａ１、２１ａ１に対してスライド動作があるため、ＣＰＵ１００は
、第３処理手順に従って、第１プログラムによる出力画像を第２表示面２１ａ１に表示し
、第２プログラムによる出力画像を第１表示面１１ａ１に表示する(Ｓ１１３)。これによ
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り、第１画面の画像と第２画面の画像とが入れ替わって各表示面１１ａ１、２１ａ１に表
示される。たとえば、図５（ａ）に示すように、予め、複数の写真の縮小画像を含む第１
画面が第１表示面１１ａ１に表示され、１つの写真の原画像を含む第２画面が第２表示面
２１ａ１に表示されていた場合、各画面の画像情報を入れ替えると、図６（ａ）に示すよ
うに、１つの写真の原画像を含む第１画面が第１表示面１１ａ１に表示され、写真の縮小
画像を含む第２画面が第２表示面２１ａ１に表示される。
【００７５】
　一方、第２タッチセンサ２２からの位置信号に基づく入力位置の変化が検出されない場
合、第２表示面１１ａ１に対するスライド動作はないと判断する(Ｓ１１２：ＮＯ)。しか
し、ユーザが完全に同時に指をスライドさせることは難しいため、先のスライド動作から
の経過時間が所定時間以内に他方の表示面に対してスライド動作があれば、同時にスライ
ドされたとみなす。そこで、ＣＰＵ１００は、先のスライド動作からの経過時間と第４閾
値とを比較する(Ｓ１１４)。経過時間が第４閾値を経過していない間は(Ｓ１１４：ＮＯ)
、ＣＰＵ１００は、第２タッチセンサ２２からの位置信号を取得し(Ｓ１１１)、第２表示
面２１ａ１におけるスライド動作があるか否かを判断する(Ｓ１１２)。第４閾値以下の経
過時間で、第２表示面２１ａ１においてスライド動作があると判断されると、前述と同様
に２つの画面の情報を入れ替える(Ｓ１１３)。なお、第４閾値は、各表示面１１ａ１、２
１ａ１に対するスライド動作が同時と行われたと許容されるように、適宜設定される。
【００７６】
　一方、時間が経過し、先の第１表示面１１ａ１に対するスライド動作からの経過時間が
第４閾値を超えると(Ｓ１１４：ＹＥＳ)、両方の表示面１１ａ１、２１ａ１に対し同時に
スライド動作がなされずに、先のスライド動作のみが実施されたと判断される。
【００７７】
　続いて、ＣＰＵ１００は、先のスライド動作が２つの表示面１１ａ１、２１ａ１のいず
れで行われたのかを見分ける(Ｓ１１４)。このとき、ＣＰＵ１００は、位置信号に付加さ
れた識別情報から、第２閾値以上の入力位置の変化があったタッチセンサ１２、２２を判
別する。そして、ＣＰＵ１００は、判別したタッチセンサ１２、２２に対応する表示面１
１ａ１、２１ａ１を求める。
【００７８】
　ここで、第１タッチセンサ１２からの位置信号に基づく入力位置の変化が第２閾値以上
であれば、ＣＰＵ１００は、先のスライド動作は第１表示面１１ａ１に対するものである
と判断する(Ｓ１１４：ＹＥＳ)。そこで、図６（ｂ）に示すように、ＣＰＵ１００は、第
１画面に表示された情報と第２画面に表示された情報とを連結した１つの新たな連結画面
を形成する。画面の連結により、表示面積が増える。このため、ＣＰＵ１００は、第３処
理手順に従って、写真一覧を表示する第１プログラムを実行し、拡大した表示領域にさら
なる写真の縮小画像を表示する(Ｓ１１５)。これにより、表示面積が拡大した連結画面に
多くの写真の縮小画像を一度に表示することができる。なお、連結画面の表示領域は第１
画面と第２画面とに分かれるが、連結画面の画像は、第１プログラムによる出力画像であ
って、連続している。また、第２プログラムによる出力画像は、連結画面を構成せず、各
表示面１１ａ１、２１ａ１に表示されない。
【００７９】
　一方、第２タッチセンサ２２からの位置信号に基づく入力位置の変化が第２閾値以上で
あれば、ＣＰＵ１００は、先のスライド動作は第２表示面２１ａ１に対するものであると
判断する(Ｓ１１４：ＮＯ)。そこで、図７に示すように、ＣＰＵ１００は、第３処理手順
に従って、新たな連結画面を形成し、第２プログラムからの出力に基づき、画面の連結前
に第２画面に表示していた１つの写真ａの原画像を連結画面に表示する(Ｓ１１６)。これ
により、写真ａの画像をさらに大きく表示することができる。
【００８０】
　以上、本実施の形態によれば、２つのタッチセンサ１２、２２からの入力に基づいて、
タッチやスライドなどの特定の組み合わせを判断している。また、判断結果に応じて、２
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つの表示面１１ａ１、２１ａ１に対して多様な形式で表示している。このように、２つの
タッチパネルを連携することにより、操作性が優れる。
【００８１】
　また、本実施の形態によれば、２つの表示面１１ａ１、２１ａ１に対する入力に基づい
て、２つの表示面１１ａ１、２１ａ１に表示する画面を入れ替えたり連結したりする。こ
れにより、２つの表示面１１ａ１、２１ａ１に個別に画面を表示するだけでなく、画面の
表示領域を代えたり、画面の表示面積を拡張したりすることができる。このため、表示形
式が多様化することで、ユーザの幅広いニーズに対応することができる。
【００８２】
　さらに、本実施の形態によれば、２つの表示面１１ａ１、２１ａ１に対してユーザの指
がタッチやスライドしているか否か、また、これらの動作のタイミングが同じであるか否
かなど、２つの表示面１１ａ１、２１ａ１に対するユーザの動作の関係性に応じて画面が
制御されている。このため、画面制御の機能が割り当てられた操作キー３７や画面位置を
ユーザは操作する必要がなく、便利である。さらに、ユーザは、タッチ動作やスライド動
作などの動作の有無やタイミングを調整し、感覚的に操作することができる。
【００８３】
　　＜第２実施形態＞
　第２の実施形態では、第１表示面１１ａ１および第２表示面２１ａ１の両方または一方
に対してロングタッチ動作を行う操作により、メモリ２００に予め保存された写真などの
イメージデータの表示方法を変更する処理について説明する。なお、「ロングタッチ動作
」とは、所定時間以上各表示面１１ａ１、２１ａ１の所定の場所に接触部材を接触し続け
る動作を言う。
【００８４】
　第１実施形態の携帯電話機１では、同時タッチ動作の後に続く動作として、スライド動
作に基づいて画面を制御した。これに対し、第２実施形態の携帯電話機１では、各表示面
１１ａ１、２１ａ１にタッチしている継続時間に基づいて画面を制御する。なお、第２実
施形態の構成のうち第１実施形態の構成と同様なものには、同じ番号を付して、その説明
を省略する。
【００８５】
　また、メモリ２００に記憶されている第３処理手順は、第１タッチセンサ１２の入力信
号と第２タッチセンサ２２の入力信号との特定の組み合わせに対応する。この特定の組み
合わせは、第１タッチセンサ１２および第２タッチセンサ２２のいずれか一方が入力を検
出してから所定時間以内に他方のタッチセンサ１２、２２が入力を検出した後、さらに所
定時間の経過後に第１タッチセンサ１２および第２タッチセンサ２２が同時にまたは異な
るタイミングで入力がなくなったこと検出する態様を含む。
【００８６】
　図８は、各表示面１１ａ１、２１ａ１に表示する画面を制御する処理手順を示すフロー
チャートである。なお、図８のＳ２０１～Ｓ２０５は、図４のＳ１０１～Ｓ１０５と同様
であるため、説明は省略する。
【００８７】
　２つの表示面１１ａ１、２１ａ１が同時にタッチされている状態で、次に、これらのタ
ッチ動作がロングタッチ動作であるか否かを判断する。このため、ＣＰＵ１００は、最初
にタッチされてから継続して、２つのタッチセンサ１２、２２からの位置信号が入力され
ているか否かを見る(Ｓ２０６)。各タッチセンサ１２、２２から位置信号がＣＰＵ１００
へ入力されている間は、ユーザの指が各表示面１１ａ１、２１ａ１にタッチされている状
態が続いている。ユーザの指が各表示面１１ａ１、２１ａ１から離されると、ＣＰＵ１０
０は、各タッチセンサ１２、２２からの位置信号が入力されていないと判断し、リリース
動作があったことを検出する(Ｓ２０６：ＹＥＳ)。なお、「リリース動作」とは、各表示
面１１ａ１、２１ａ１の表示面に接触させた接触部材を離す動作を言う。
【００８８】
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　そして、ＣＰＵ１００は、クロック３１１から信号を受け、先のタッチ動作からリリー
ス動作までの経過時間を求める。経過時間が予め定められた第５閾値以内であれば、先の
タッチ動作からリリース動作までの時間が短いため、ＣＰＵ１００は、ロングタッチ動作
でないと判断する(Ｓ２０７：ＮＯ)。これにより、ＣＰＵ１００は、第３処理手順に従っ
て、第１画面に表示された情報と第２画面に表示された情報とを連結した１つの新たな連
結画面を形成し、たとえば、図５（ｂ）に示すような連結画面を各表示面１１ａ１、２１
ａ１に表示する(Ｓ２０８)。なお、第５閾値は適宜設定され得る。
【００８９】
　一方、先のタッチ動作からリリース動作までの経過時間が第５閾値以上であれば、ＣＰ
Ｕ１００は、ロングタッチ動作であると判断する(Ｓ２０７：ＹＥＳ)。そして、ＣＰＵ１
００は、クロック３１１から検出信号を受けて、先のリリース動作からの経過時間の計測
を新たに開始する(Ｓ２０９)。
【００９０】
　次に、リリース動作が同時にされるのか否かを判断するために、ＣＰＵ１００は、先の
リリース動作に係るタッチセンサ１２、２２とは異なるタッチセンサ１２、２２から位置
信号が入力されているかを判断する。位置信号が入力されていなければ、ＣＰＵ１００は
、他の表示面からユーザの指が離されたことにより、リリース動作があったと判断する(
Ｓ２１０：ＹＥＳ)。これにより、両方の表示面１１ａ１、２１ａ１において同時にリリ
ースされたとして、ＣＰＵ１００は、第３処理手順に従って、たとえば、図５（ａ）に示
すように、第１画面の情報と第２画面の情報とを入れ替える(Ｓ２１１)。
【００９１】
　一方、先にリリース動作に係るタッチセンサ１２、２２とは異なる他のタッチセンサ１
２、２２から位置信号がＣＰＵ１００へ入力されていれば、ＣＰＵ１００は、リリース動
作がないと判断する(Ｓ２１０：ＮＯ)。ただし、ユーザが各表示面１１ａ１、２１ａ１か
ら離すタイミングを完全に一致させることは難しいため、先のリリース動作からの経過時
間が所定時間以内に他方の表示面に対してリリース動作があれば、同時にリリース動作が
なされたとみなす。そこで、ＣＰＵ１００は、先のリリース動作からの経過時間が予め定
められた第６閾値を経過したか否かを判断する（Ｓ２１２）。先のリリース動作からの経
過時間が短ければ、ＣＰＵ１００は経過時間が第６閾値を超えていないと判断する（Ｓ２
１２：ＮＯ）。そして、再び、ＣＰＵ１００は、他のタッチセンサ１２、２２からの位置
信号があるか否かを判断する（Ｓ２１０）。経過時間が第６閾値を経過していない間に(
Ｓ２１２：ＮＯ)、ＣＰＵ１００は、他方のタッチセンサ１２、２２からの位置信号が入
力されておらず、リリース動作があったことを検出すると(Ｓ２１０：ＮＯ)、２つの画面
の情報を入れ替える(Ｓ１１３)。なお、第６閾値は、各表示面１１ａ１、２１ａ１からの
リリース動作が同時と行われたと許容されるように、適宜設定される。
【００９２】
　一方、先のリリース動作からの経過時間が第６閾値を超えると(Ｓ２１２：ＹＥＳ)、２
つの表示面１１ａ１、２１ａ１においてリリース動作が同時に行われなかったとして、Ｃ
ＰＵ１００は、先にリリースされた表示面が２つの表示面１１ａ１、２１ａ１のいずれで
あったかを判断する（Ｓ２１３）。そこで、ＣＰＵ１００は、位置信号に付加された識別
情報から、先に位置信号が検出されなくなったタッチセンサ１２、２２を判別する（Ｓ２
１３）。
【００９３】
　ここで、第１タッチセンサ１２からの位置信号が第２タッチセンサ２２より先に検出さ
れなくなった場合、ＣＰＵ１００は、第１表示面１１ａ１からのリリース動作が先になさ
れたと判断する(Ｓ２１３：ＹＥＳ)。そこで、図６（ｂ）に示すように、ＣＰＵ１００は
、第３処理手順に従って、新たな連結画面を形成し、第１プログラムにより出力された画
像を表示する(Ｓ２１４)。
【００９４】
　一方、第２タッチセンサ２２からの位置信号が先に検出されなくなった場合、ＣＰＵ１
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００は、第２表示面２１ａ１からのリリース動作が先になされたと判断する(Ｓ２１３：
ＮＯ)。そこで、図７に示すように、ＣＰＵ１００は、第３処理手順に従って、連結画面
を形成し、第２プログラムからの出力に基づく画像を連結画面に表示する(Ｓ２１５)。
【００９５】
　　＜その他の実施形態＞
　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。
【００９６】
　上記実施形態では、図５（ｂ）に示すように、２つの画面を連結する前に各画面に表示
されていた画像を組み合わせて、組み合わせた画像を新たに形成した１つの連結画面に表
示した。これに対し、２つの画面を連結する前に各画面に表示されていた画像とは異なる
画像を連結画面に表示することもできる。たとえば、図９に示すように、操作を表わした
複数のアイコンの画像を含む操作メニューの連結画面を各表示面１１ａ１、２１ａ１に表
示する。なお、アイコンに割り当てられる操作の機能は、予め定められていてもよいし、
ユーザが任意に設定できるようにしてもよい。また、操作メニューを表わす連結画面と共
に操作メニューを表示する前の第１画面および第２画面の両方または一方を見えるように
表示することもできる。この場合、ＣＰＵ１００は、操作メニューの連結画面を半透明に
表示し、半透明な連結画面を通して第１画面および第２画面が見えるように表示する。
【００９７】
　また、上記実施形態では、第１表示面１１ａ１に表示される第１画面と第２表示面２１
ａ１に表示される第２画面とを連結し、１つの連結画面を各表示面１１ａ１、２１ａ１に
表示した。これに対し、所定の操作に応じて、２つの画面を連結した１つの連結画面を第
１画面および第２画面に戻して、第１画面を第１表示面１１ａ１に表示し、第２画面を第
２表示面２１ａ１に表示することもできる。なお、所定の操作は、タッチ動作などの上記
操作と、２つのキャビネット１０、２０が重ねられることにより携帯電話機１が畳まれる
操作とを含む。
【００９８】
　上記実施形態では、第１プログラムおよび第２プログラムともに写真の画像を表示する
同じ種類のプログラムであったが、各画面に表示する情報を制御するプログラムは別の種
類のプログラムであってもよい。たとえば、２つの画面の内の一方の画面には画像を表示
するプログラムの出力情報を表示し、他方の画面には動画を再生するプログラムの出力情
報を表示することもできる。また、２つの画面の内の一方の画面にはアドレス帳を表示す
るプログラムの出力情報を表示し、他方の画面にはｗｅｂ画面を表示するプログラムの出
力情報を表示することもできる。
【００９９】
　さらに、上記実施形態では、スライド式の携帯電話機１を用いた。この携帯電話機１で
は、第１表示面１１ａ１が外部に現れる第１状態から、２つのキャビネット１０、２０を
スライドさせることにより、２つの表示面１１ａ１、２１ａ１が外部に現れる第２状態に
移行させた。これに対し、折り畳み式など、これ以外の形式の携帯電話機１を用いること
もできる。この場合、２つの表示面を向き合わせて重ね、２つの表示面が外部から見えな
い状態から、２つのキャビネット開くことにより、２つの表示面が隣り合って外部に現れ
る状態になる。
【０１００】
　また、本実施形態では、携帯電話機１を用いたが、ＰＤＡや携帯ゲーム機などの携帯端
末装置を用いることもできる。
【０１０１】
　また、上記実施形態では、タッチ動作の後に続く動作として、スライド動作やリリース
動作を検出したが、これ以外の動作を検出することもできる。たとえば、表示面１１ａ１
、２１ａ１に対して同時にフリック動作を行うことにより、各表示面１１ａ１、２１ａ１



(16) JP 5629180 B2 2014.11.19

10

20

に表示される情報の変更や操作メニュー画面の表示などを行うこともできる。また、各表
示面１１ａ１、２１ａ１のそれぞれに対して別の動作を同時に行うことにより、各表示面
１１ａ１、２１ａ１に表示される情報の変更などを行うこともできる。なお、「フリック
動作」とは、各表示面１１ａ１、２１ａ１の表面に接触部材を接触したまま、所定時間（
たとえば、５０ｍｓ）以内に所定距離（たとえば、５０ピクセル）以上、接触部材を動か
し、即ち、接触部材を弾くように素早く各表示面１１ａ１、２１ａ１からリリースする動
作を言う。また、ロングタッチ動作、スライド動作およびフリック動作は、接触部材によ
り各表示面１１ａ１、２１ａ１を接触する動作であり、タッチ動作と言うこともできる。
【０１０２】
　この他、本発明の実施の形態は、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。たとえば、上記実施形態の一部または全部を組み合
わせることができる。
【符号の説明】
【０１０３】
　　　　　１　携帯電話機
　　　　１１　第１ディスプレイ
　　　　１２　第１タッチセンサ
　　　　２１　第２ディスプレイ
　　　　２２　第２タッチセンサ
　　　１００　ＣＰＵ
　　　２００　メモリ

【図１】 【図２】
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【図９】
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