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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の表示部と、当該各表示部の表示動作を制御する表示制御手段と、前記表示部に表
示された表示データに対する操作を受け付ける操作受付手段と、を備え、
　前記操作受付手段は、前記表示部のうち一の表示部に表示された表示データ内の所定箇
所の選択入力を受け付け、
　前記表示制御手段は、前記操作受付手段にて受け付けられた選択入力が示す選択箇所内
のデータに予め対応付けられた前記データと同一内容でより高画質なデータを、前記一の
表示部とは異なる他の表示部に拡大して表示する、
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記選択箇所内のデータと同一内容のデータを、前記一の表示部
に表示しているデータ形式とは異なるデータ形式で前記他の表示部に表示する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記選択箇所内のデータと同一内容のデータが文字データを含む
場合に、当該文字データの表示サイズを前記一の表示部に表示しているサイズとは異なる
サイズで表示する、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
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　前記操作受付手段は、前記表示部のうち一の表示部に表示された表示データ内における
前記選択箇所の変更入力を受け付け、
　前記表示制御手段は、前記操作受付手段にて受け付けられた変更入力が示す選択箇所の
変更に応じて、当該変更された選択箇所内のデータに予め対応付けられたデータを、前記
一の表示部とは異なる他の表示部に表示する、
　ことを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記操作受付手段は、前記一の表示部及び前記他の表示部に表示された表示データに対
する所定の操作指令を受け付けると共に、
　前記一の表示部及び前記他の表示部に表示された表示データに対して、前記操作受付手
段にて受け付けた操作指令に応じた処理を実行するデータ処理手段を備える、
　ことを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記操作受付手段にて受け付けられた選択入力が示す選択箇所内
のデータがアドレス情報を含む場合に、当該アドレス情報にて特定されるデータ格納領域
にアクセスして当該データ格納領域内のデータを取得し、当該取得したデータを前記選択
箇所内のデータに予め対応付けられたデータとして前記他の表示部に表示する、
　ことを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記選択箇所を特定可能にする選択範囲情報を前記一の表示部上
に表示する、
　ことを特徴とする請求項１乃至６の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記複数の表示部は、同時に閲覧可能なよう係合された２つの表示部であり、
　前記表示制御手段は、一方の前記表示部に表示された表示データのうち前記操作受付手
段にて受け付けられた選択入力が示す選択箇所内のデータに予め対応付けられた前記デー
タと同一内容でより高画質なデータを、他方の前記表示部に表示する、
　ことを特徴とする請求項１乃至７の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記２つの表示部は、開閉あるいはスライド可能に係合されている、
ことを特徴とする請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記表示部は、タッチパネルにて形成され、外部からのタッチ入力を受け付け可能であ
り、
　前記操作受付手段は、前記表示部に対してタッチ入力されることにより行われる前記表
示部に表示された表示データ内の所定箇所の選択入力を受け付ける、
　ことを特徴とする請求項１乃至９の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記表示制御手段は、前記選択箇所内のデータに対して文字認識処理を行うことにより
生成した文字形式のデータを、前記他の表示部に表示する、
　ことを特徴とする請求項１乃至１０の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記操作受付手段は、前記表示データ内の２地点の指定を受け付け、
　前記選択箇所内のデータは、前記２地点間を対角線とした矩形の範囲内のデータである
、
　ことを特徴とする請求項１乃至１１の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　複数の表示部を備えたコンピュータに、
　前記各表示部の表示動作を制御する表示制御手段と、前記表示部に表示された表示デー
タに対する操作を受け付ける操作受付手段と、を実現させると共に、
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　前記操作受付手段は、前記表示部のうち一の表示部に表示された表示データ内の所定箇
所の選択入力を受け付け、
　前記表示制御手段は、前記操作受付手段にて受け付けられた選択入力が示す選択箇所内
のデータに予め対応付けられた前記データと同一内容でより高画質なデータを、前記一の
表示部とは異なる他の表示部に拡大して表示する、
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項１４】
　複数の表示部のうち一の表示部に表示された表示データ内の所定箇所の選択入力を受け
付ける操作受付工程と、
　前記操作受付工程にて受け付けられた選択入力が示す選択箇所内のデータに予め対応付
けられた前記データと同一内容でより高画質なデータを、前記一の表示部とは異なる他の
表示部に拡大して表示する表示制御工程と、
　を有することを特徴とする表示制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置にかかり、特に、複数の表示画面を有する情報処理装置、表示
制御方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機は多機能化しており、小型コンピュータとして利用されつつある。例
えば、携帯電話機が備える機能の一例として、データ通信機能があり、これに伴い、受信
したデータを閲覧すべく、書籍、雑誌、新聞等の表示用機器としての機能がある。そして
、電子機器を表示用機器として利用する頻度が高くなりつつある状況においては、当該電
子機器のさらなる操作性や視認性の向上が望まれている。
【０００３】
　ここで、電子機器に表示する画像の視認性の向上や操作性の向上を図るための技術が、
特許文献１乃至３に開示されている。具体的に、特許文献１に開示の携帯型電子機器は、
２つの表示ユニットを備え、相互に折り畳み方向に開閉可能であると共に、２つの表示ユ
ニットの各側面で並列に合体可能な構成を採っている。また、特許文献２に開示の画像表
示制御装置は、表示画面上のタッチされた部分を中心に設定された倍率で拡大表示する機
能を有している。また、特許文献３に開示の表示システムは、無線通信にて接続された２
つの表示部を備えている。そして、この表示システムは、第１表示部に対する第２表示部
の相対的な位置に基づいて、第１表示部に表示している表示データの一部を拡大して第２
表示部に表示する機能を備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開ＷＯ２００５／０２００４６号パンフレット
【特許文献２】特開２００３－２３３３６８号公報
【特許文献３】特開２００８－３５７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した特許文献１乃至３に開示の技術では、表示用機器として視認性
、操作性共に、さらなる改善が必要である。特に、特許文献２では、表示画面上の所望の
部分をタッチすることで拡大表示するものの、元の画面に代わって拡大画面が表示される
ため、視認性が不十分である。また、特許文献３では、第１表示部に対して第２表示部を
相対的に移動させる必要があるため、操作性に手間がかかる。さらには、特許文献３では
、第１表示部に重なっている部分が第２表示部に拡大表示されるため、第１表示部の表示
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画面が第２表示部に覆われてしまい、視認性が損なわれる、という問題が生じる。
【０００６】
　本発明は上記実情を鑑みてなされたものであり、表示データの視認性の向上、及び、表
示操作時の操作性の向上を図る、情報処理装置、表示制御方法、及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】
【０００７】
　かかる目的を達成するため本発明の一形態である情報処理装置は、
　複数の表示部と、当該各表示部の表示動作を制御する表示制御手段と、前記表示部に表
示された表示データに対する操作を受け付ける操作受付手段と、を備え、
　前記操作受付手段は、前記表示部のうち一の表示部に表示された表示データ内の所定箇
所の選択入力を受け付け、
　前記表示制御手段は、前記操作受付手段にて受け付けられた選択入力が示す選択箇所内
のデータに予め対応付けられた前記データと同一内容でより高画質なデータを、前記一の
表示部とは異なる他の表示部に拡大して表示する、
　ことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の他の形態であるプログラムは、
　複数の表示部を備えたコンピュータに、
　前記各表示部の表示動作を制御する表示制御手段と、前記表示部に表示された表示デー
タに対する操作を受け付ける操作受付手段と、を実現させると共に、
　前記操作受付手段は、前記表示部のうち一の表示部に表示された表示データ内の所定箇
所の選択入力を受け付け、
　前記表示制御手段は、前記操作受付手段にて受け付けられた選択入力が示す選択箇所内
のデータに予め対応付けられた前記データと同一内容でより高画質なデータを、前記一の
表示部とは異なる他の表示部に拡大して表示する、
　ことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の他の形態である表示制御方法は、
　複数の表示部のうち一の表示部に表示された表示データ内の所定箇所の選択入力を受け
付ける操作受付工程と、
　前記操作受付工程にて受け付けられた選択入力が示す選択箇所内のデータに予め対応付
けられた前記データと同一内容でより高画質なデータを、前記一の表示部とは異なる他の
表示部に拡大して表示する表示制御工程と、
　を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、以上のように構成されることにより、情報処理装置における、表示操作時の
操作性、及び、表示データの視認性の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施形態１における情報処理端末の外観構成を示す図である。
【図２】図１に開示した情報処理端末の構成を示すブロック図である。
【図３】図１に開示した情報処理端末における操作及び表示の様子を示す図である。
【図４】図１に開示した情報処理端末における操作及び表示の様子を示す図である。
【図５】図１に開示した情報処理端末における操作及び表示の様子を示す図である。
【図６】図１に開示した情報処理端末における操作及び表示の様子を示す図である。
【図７】図１に開示した情報処理端末における操作及び表示の様子を示す図である。
【図８】図１に開示した情報処理端末における操作及び表示の様子を示す図である。
【図９】図１に開示した情報処理端末における操作及び表示の様子を示す図である。
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【図１０】図１に開示した情報処理端末における操作及び表示の様子を示す図である。
【図１１】図１に開示した情報処理端末における操作及び表示の様子を示す図である。
【図１２】図１に開示した情報処理端末の動作を示すフローチャートである。
【図１３】実施形態２における情報処理端末の外観構成を示す図である。
【図１４】図１３に開示した情報処理端末における表示の様子を示す図である。
【図１５】実施形態３における情報処理端末の外観構成、及び、その操作と表示の様子を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の一形態である情報処理装置は、
　複数の表示部と、当該各表示部の表示動作を制御する表示制御手段と、前記表示部に表
示された表示データに対する操作を受け付ける操作受付手段と、を備え、
　前記操作受付手段は、前記表示部のうち一の表示部に表示された表示データ内の所定箇
所の選択入力を受け付け、
　前記表示制御手段は、前記操作受付手段にて受け付けられた選択入力が示す選択箇所内
のデータに予め対応付けられたデータを、前記一の表示部とは異なる他の表示部に表示す
る、
　ことを特徴とする。
【００１３】
　また、前記情報処理装置では、
　前記表示制御手段は、前記操作受付手段にて受け付けられた選択入力が示す選択箇所内
のデータと同一内容のデータを、前記選択箇所内のデータに予め対応付けられたデータと
して前記他の表示部に表示する、
　ことを特徴とする。
【００１４】
　また、前記情報処理装置では、
　前記表示制御手段は、前記選択箇所内のデータと同一内容のデータを、前記一の表示部
における表示状態よりも拡大して前記他の表示部に表示する、
　ことを特徴とする。
【００１５】
　また、前記情報処理装置では、
　前記表示制御手段は、前記選択箇所内のデータと同一内容でより高画質なデータを、前
記一の表示部における表示状態よりも拡大して前記他の表示部に表示する、
　ことを特徴とする。
【００１６】
　また、前記情報処理装置では、
　前記表示制御手段は、前記選択箇所内のデータと同一内容のデータを、前記一の表示部
に表示しているデータ形式とは異なるデータ形式で前記他の表示部に表示する、
　ことを特徴とする。
【００１７】
　また、前記情報処理装置では、
　前記表示制御手段は、前記選択箇所内のデータと同一内容のデータが文字データを含む
場合に、当該文字データの表示サイズを前記一の表示部に表示しているサイズとは異なる
サイズで表示する、
　ことを特徴とする。
【００１８】
　また、前記情報処理装置では、
　前記操作受付手段は、前記表示部のうち一の表示部に表示された表示データ内における
前記選択箇所の変更入力を受け付け、
　前記表示制御手段は、前記操作受付手段にて受け付けられた変更入力が示す選択箇所の
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変更に応じて当該変更された選択箇所内のデータに予め対応付けられたデータを、前記一
の表示部とは異なる他の表示部に表示する、
　ことを特徴とする。
【００１９】
　また、前記情報処理装置では、
　前記操作受付手段は、前記一の表示部及び前記他の表示部に表示された表示データに対
する所定の操作指令を受け付けると共に、
　前記一の表示部及び前記他の表示部に表示された表示データに対して、前記操作受付手
段にて受け付けた操作指令に応じた処理を実行するデータ処理手段を備える、
　ことを特徴とする。
【００２０】
　また、前記情報処理装置では、
　前記表示制御手段は、前記操作受付手段にて受け付けられた選択入力が示す選択箇所内
のデータがアドレス情報を含む場合に、当該アドレス情報にて特定されるデータ格納領域
にアクセスして当該データ格納領域内のデータを取得し、当該取得したデータを前記選択
箇所内のデータに予め対応付けられたデータとして前記他の表示部に表示する、
　ことを特徴とする。
【００２１】
　また、前記情報処理装置では、
　前記表示制御手段は、前記選択箇所を特定可能にする選択範囲情報を前記一の表示部上
に表示する、
ことを特徴とする。
【００２２】
　前記発明によると、まず、情報処理装置は、装備された一の表示部に所定の表示データ
を表示する。そして、この一の表示部に表示された表示データの一部をユーザが選択入力
すると、情報処理装置は、この選択箇所内のデータに予め対応するデータ、例えば、選択
箇所内のデータと同一内容のデータを、他の表示部に表示する。このとき、情報処理装置
は、例えば、他の表示部に、拡大表示する、より高画質なデータを拡大表示する、データ
形式を変更して表示する、文字サイズを変更して表示する、など種々の表示形式にて表示
する。また、情報処理装置は、その後、選択範囲が変更されると、かかる選択範囲の変更
に伴って当該変更された選択範囲のデータに対応するデータを他の表示部に表示する。さ
らに、情報処理装置は、選択範囲のデータに対して入力された操作指令に応じて、当該選
択範囲内のデータに対する所定の処理も実行する。
【００２３】
　以上のように、情報処理装置は、一の表示部に元となる表示データを表示したままの状
態で、この表示データの選択箇所に対応するデータを、他の表示部に表示する。従って、
ユーザは、簡易な操作で、表示データ全体を閲覧しつつ、その一部箇所も同時に他の表示
部で閲覧することができる。その結果、表示操作時の操作性、及び、表示データの視認性
の向上を図ることができる。
【００２４】
　また、前記情報処理装置では、
　前記複数の表示部は、同時に閲覧可能なよう係合された２つの表示部であり、
　前記表示制御手段は、一方の前記表示部に表示された表示データのうち前記操作受付手
段にて受け付けられた選択入力が示す選択箇所内のデータに予め対応付けられたデータを
、他方の前記表示部に表示する、
　ことを特徴とする。
【００２５】
　また、前記情報処理装置では、
　前記２つの表示部は、開閉あるいはスライド可能に係合されている、
　ことを特徴とする。
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【００２６】
　また、前記情報処理装置では、
　前記表示部は、タッチパネルにて形成され、外部からのタッチ入力を受け付け可能であ
り、
　前記操作受付手段は、前記表示部に対してタッチ入力されることにより行われる前記表
示部に表示された表示データ内の所定箇所の選択入力を受け付ける、
　ことを特徴とする。
【００２７】
　以下、本発明に係る、情報処理装置、表示制御方法、及び、プログラムの各実施形態に
ついて図１乃至図１５を参照して説明する。
【００２８】
　＜実施形態１＞
　本発明の第１の実施形態を、図１乃至図１２を参照して説明する。図１は、本実施形態
における情報処理端末１００の外観構成を示す図である。図２は、情報処理端末１００の
構成を示す機能ブロック図である。図３乃至図１１は、情報処理端末１００における操作
及び表示の様子を示す図である。図１２は、情報処理端末１００の動作を示すフローチャ
ートである。
【００２９】
　［構成］
　本実施形態における情報処理端末１００（情報処理装置）は、第一筺体１と第二筺体２
とが、ヒンジ部３を介して相互に開閉自在に連結された折り畳み式の情報処理端末である
。そして、第一筺体１は、第一表示部１０を備えており、また、第二筺体２は、第二表示
部２０を備えている。このため、情報処理端末１００は、使用しないときには、第一表示
部１０と第二表示部２０とを相互に内側にして、第一筺体１と第二筺体２とを折り畳むこ
とができる。一方で、使用時には、第一筺体１と第二筺体２とを相互に開くことで、第一
表示部１０と第二表示部２０とを同時に閲覧可能なよう構成されている。なお、第一表示
部１０と第二表示部２０とは、それぞれがタッチパネルにて形成されており、外部から指
やスタイラスペンなどで押圧されるなどタッチ入力を受けた時に、かかる入力を受け付け
ることが可能である。
【００３０】
　情報処理端末１００の内部には、図２に示すように、演算装置であるＣＰＵ４０と、記
憶装置であるメモリ５０と、無線通信を可能とする通信部６０と、を備えている。つまり
、情報処理端末１００は、コンピュータとしての基本的な構成を備えている。
【００３１】
　具体的に、ＣＰＵ４０は、当該ＣＰＵ４０にプログラムが組み込まれることによって構
築された表示制御部４１と、操作受付部４２と、データ処理部４３と、を備えている。ま
た、メモリ５０は、コンテンツ記憶部５１を備えている。以下、各構成についてさらに詳
述する。
【００３２】
　表示制御部４１（表示制御手段）は、基本的な機能として、第一表示部１０と第二表示
部２０の表示動作を制御する機能を有する。つまり、表示制御部４１は、第一表示部１０
及び第二表示部２０の大部分を占めるメイン表示箇所（領域）に、メモリ５０のコンテン
ツ記憶部５１に記憶されているコンテンツデータを読み出して表示する。あるいは、表示
制御部４１は、後述するようにデータ処理部４３が通信部６０を介してネットワーク上の
他のコンピュータから取得したデータを、第一表示部１０及び第二表示部２０のメイン表
示箇所（領域）に表示する。また、表示制御部４１は、各表示部１０，２０の下側に形成
された操作ボタン表示領域１１，２１に、複数の操作ボタン１２～１６，２２～２６を表
示する。
【００３３】
　また、表示制御部４１は、後述する操作受付部４２が受け付けたユーザからの操作指令
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に応じて、又は、データ処理部４３によってなされた処理の結果に応じて、各表示部１０
，２０に所定のデータを表示する処理を行う。この処理の詳細については後述する。
【００３４】
　操作受付部４２（操作受付手段）は、基本的な機能として、ユーザからの操作入力を受
け付ける。特に、本実施形態における情報処理端末１００では、操作受付部４２は、タッ
チパネルにて形成された第一表示部１０及び第二表示部２０に対するタッチ入力を、ユー
ザからの操作入力として受け付ける。例えば、ユーザは、各表示部１０，２０に表示され
ている表示データを、当該表示部１０，２０上からタッチすることにより、当該タッチし
た表示データ上の所定箇所（範囲）の選択を入力し、操作受付部４２は、かかる選択範囲
の選択入力を受け付ける。また、操作受付部４２は、操作ボタン表示領域１１，２１に表
示されている各操作ボタン１２～１６，２２～２６をユーザがタッチすることで入力され
た操作ボタンの選択入力を受け付ける。
【００３５】
　データ処理部４３（データ処理手段）は、表示制御部４１が表示するデータを、各表示
部１０，２０に表示可能にするための処理を行う。また、データ処理部４３は、表示デー
タに対して、操作受付部４２にて選択を受け付けた操作ボタンの操作内容に対応する処理
を行う。なお、具体的な処理の内容の詳細については後述する。
【００３６】
　ここで、表示制御部４１、操作受付部４２、データ処理部４３が有する機能について、
さらに詳述する。図３に示すように、第一表示部１０に表示されている表示データに対し
て、ユーザが指で表示部１０上をタッチするなどして、その表示データ内の一部である所
定箇所を選択すると（符号Ｕ参照）、操作受付部４２は、当該表示データ内の選択範囲を
特定する。例えば、図３に示す例では、操作受付部４２は、ユーザが指（符号Ｕ参照）で
タッチした部分の周囲を、選択範囲ａとして特定する。
【００３７】
　なお、このとき、例えば、操作受付部４２は、タッチされた点を中心とした予め設定さ
れた範囲を、選択された範囲（選択範囲）ａとして受け付ける。そして、上記選択範囲ａ
の選択を受け付けた後に、図４に示すように、ユーザが指Ｕでタッチしたまま当該指を移
動して選択範囲ａの位置を移動すると、かかる移動後の選択範囲ｂが選択された状態とな
り、かかる選択を操作受付部４２が受け付ける。なお、操作受付部４２による選択範囲ａ
の特定は上記手法に限定されず、例えば、図５に示すように、２本の指でタッチした２点
（ａ１，ａ２）を対角線とした矩形の範囲を、選択範囲ａとして選択してもよい。この場
合には、上記選択範囲ａの特定後に、図６に示すように、ユーザが２本の指でタッチした
まま当該２本の指の距離を広げたり縮めたり移動すると（符号Ｕ参照）、選択範囲ａの範
囲が変化し、かかる変化後の２点（ｂ１，ｂ２）を対角線とした矩形の範囲ｂが選択され
た状態となる。
【００３８】
　そして、上記のように、操作受付部４２にて選択範囲を特定する操作を受け付けると、
表示制御部４１は、上記選択範囲内のデータに予め対応付けられたデータを、当該選択範
囲を選択した表示部とは異なる他の表示部に表示する。例えば、図３及び図５の場合、第
一表示部１０に表示されている表示データ内の選択範囲ａを、当該第一表示部１０での表
示状態よりも拡大して、第二表示部２０全体に表示する（符号Ａ、太線矢印参照）。また
、図４及び図６に示すように、第一表示部１０に表示されている表示データ内の選択範囲
ａの位置が移動したり、その範囲の大きさが変更した場合、当該変更後の選択範囲ｂを、
第二表示部２０全体に拡大表示する（符号Ｂ参照、太線矢印参照）。
【００３９】
　ここで、上記表示制御部４１は、例えば、第二表示部２０に拡大表示する選択範囲Ａ又
はＢのデータとして、第一表示部１０で選択された選択範囲ａ又はｂのデータをそのまま
使用して、そのデータを拡大して表示する。なお、表示制御部４１は、第一表示部１０で
選択された選択範囲ａ又はｂのデータと同一内容のデータであれば、他のデータを取得し
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て第二表示部２０に拡大して表示してもよい。例えば、予めコンテンツ記憶部５１に、第
一表示部１０に表示する表示データと同一内容であるが、より高品質（高画質）なデータ
を別途記憶しておく。そして、表示制御部４１は、第一表示部１０で選択された選択範囲
ａ又はｂのデータと同一内容（同一範囲）の高品質データを読み出して、第二表示部２０
に表示してもよい。さらに、表示制御部４１は、選択された選択範囲ａ又はｂと同一範囲
の高品質データを、データ処理部４３及び通信部６０を介してネットワーク上の他のコン
ピュータから取得して、第二表示部２０に表示してもよい。
【００４０】
　また、操作受付部４２は、表示データ内に予め範囲が区切られた領域が設定されている
場合であって、かかる区切られた領域内がユーザによって選択された場合、この選択され
た領域を選択範囲として特定する。例えば、操作受付部４２は、図７、図８及び図１０に
示すように、表示部１０，２０に表示されている新聞データなどの表示データ内に、記事
毎などに区切られた領域が設定されている場合、操作受付部４２は、ユーザが指Ｕでタッ
チした点を含む設定されている領域（ａあるいはｄ）を選択範囲として特定する。
【００４１】
　そして、操作受付部４２が選択範囲を特定する操作を受け付けると、上述同様に、表示
制御部４１は、上記選択範囲内のデータに予め対応付けられたデータを、当該選択範囲を
選択した表示部とは異なる他の表示部に表示する。例えば、図７及び図１０の場合には、
第一表示部１０に表示されている表示データ内の選択範囲ａ又はｄを、当該第一表示部１
０における表示状態よりも拡大して、第二表示部２０全体に表示する（符号Ａ又はＤ参照
）。なお、この場合も、表示制御部４１は、上述同様に、選択範囲ａ又はｄのデータをそ
のまま使用して、そのデータを第二表示部２０に拡大して表示してもよい。あるいは、表
示制御部４１は、選択範囲ａ又はｄのデータと同一内容（同一範囲）であってより高品質
（高画質）なデータを取得して、第二表示部２０に表示してもよい。
【００４２】
　なお、上述したように、表示制御部４１は、第二表示部２０に拡大表示しているときに
、当該第二表示部２０に拡大表示している元のデータである第一表示部１０側の選択範囲
ａ又はｄを特定できるよう、当該第一表示部１０にその旨の表示を行う。例えば、表示制
御部４１は、第一表示部１０上で、選択範囲ａ又はｄの周囲を太線で表示したり、選択範
囲ａ又はｄの周囲を点滅させるなどの表示を行う。
【００４３】
　また、表示制御部４１は、他の表示例として、図８に示すように、上記選択範囲内のデ
ータに予め対応付けられたデータとして、同一内容であるが、第一表示部１０に表示され
ているデータ形式とは異なるデータ形式のデータを、第二表示部２０に表示する。具体的
には、図８の例では、第一表示部１０に図面形式のデータが表示されており、この中から
選択範囲ａが選択された場合に、表示制御部４１は、選択範囲ａ内のデータと同一内容の
文字形式のデータを、第二表示部２０に表示する。このとき、表示制御部４１は、第二表
示部２０に表示するデータ形式の異なるデータを、選択範囲ａ内のデータに基づいて変換
して取得してもよい。この場合には、例えば、データ処理部４３が、所定の文字認識処理
を行うことにより、選択範囲ａの図面形式のデータから文字形式のデータを生成してもよ
い。あるいは、表示制御部４１は、選択範囲ａ内の文字形式のデータを、コンテンツ記憶
部５１やネットワーク上の他のコンピュータから取得してもよい。
【００４４】
　ここで、図８に示すように、第一表示部１０に表示されている選択範囲ａをユーザが選
択し（符号Ｕ１参照）、第二表示部２０に文字データが表示されているときに、ユーザが
「文字サイズ変更」ボタン２３をタッチしたとする（符号Ｕ２参照）。すると、操作受付
部４２は、第二表示部２０に表示している文字データのサイズ変形指令を受け付ける。そ
して、これに応じて、表示制御部４１は、第二表示部２０に表示している文字データのサ
イズを拡大するなど、変更して表示する。
【００４５】
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　また、図９に示すように、ユーザが「スクラップブック」ボタン１６をタッチすると、
操作受付部４２がこの操作指令を受け付ける。そして、この操作指令に応じて、データ処
理部４３は、表示部１０，２０に表示されているデータに対して処理を行う。例えば、図
９に示す例では、「スクラップブック」ボタン１６をタッチした後に、選択範囲ａを「ス
クラップブック」ボタン１６上に移動（ドラッグ）すると（符号Ｕ参照）、データ処理部
４３は、この選択範囲ａ内のデータをコンテンツ記憶部５１に記憶する。このとき、デー
タ処理部４３は、ドラッグされた選択範囲ａのデータを、画像データのまま保存してもよ
く、あるいは、第二表示部２０に表示したように、文字データの形式に変換して保存して
もよい。
【００４６】
　そして、表示制御部４１は、このようにして保存した各データを、図１０の符号ａ～ｉ
に示すように、第一表示部１０に選択可能に一覧表示することができる。そして、保存さ
れたデータをユーザがタッチすると（符号Ｕ参照）、操作受付部４２は、このタッチした
データ全体を選択範囲ｄとして選択し、表示制御部４１は、当該選択範囲ｄのデータを同
様に第二表示部２０に拡大して表示する。
【００４７】
　また、図１１の例では、第一表示部１０に表示されているデータのうち、ユーザＵがタ
ッチした箇所に、ＵＲＬ（Uniform Resource Locator）などのアドレス情報が含まれてい
る場合を示している。この場合には、まず、操作受付部４２は、タッチされた箇所に含ま
れるアドレス情報を特定して、このアドレス情報を表示制御部４１に通知する。すると、
表示制御部４１は、データ処理部４３と協働して、当該アドレス情報にて特定されるデー
タ格納領域、例えば、ウェブサイトにアクセスして、当該データ格納領域（ウェブサイト
）内のデータを取得する。そして、表示制御部４１は、取得したデータを、アドレス情報
が表示されていた第一表示部１０とは異なる第二表示部２０に表示する。
【００４８】
　［動作］
　次に、上記構成の情報処理端末１００の動作を、図１２のフローチャートを参照して説
明する。まず、ユーザは、情報処理端末１００を操作して、表示するブック（コンテンツ
）を選択する（ステップＳ１）。そして、情報処理端末１００の表示制御部４１は、選択
された新聞や雑誌、書籍などのコンテンツを、コンテンツ記憶部５１から取得し、表示部
１０，２０に２ページずつ表示する（ステップＳ２）。なお、選択されたコンテンツは、
データ処理部４３が、通信部６０を介して、他のコンピュータから取得したものでもよい
。
【００４９】
　その後、ユーザが、表示されているページ（表示データ）内の一部をさらに詳しく見た
い場合には、この一部箇所が表示されている表示部上で、当該一部箇所をタッチして選択
する。すると、情報処理端末１００の操作受付部４２は、選択範囲の選択を受け付ける（
ステップＳ３でイエス、操作受付工程）。そして、この受付に応答して、表示制御部４１
は、選択範囲が表示されている表示部とは異なる他の表示部に、当該選択範囲に対応する
データを表示する（ステップＳ４、表示制御工程）。
【００５０】
　このとき、情報処理端末１００の表示制御部４１は、例えば、上記図３、図５、図７、
図１０で説明したように、第一表示部１０に表示されている選択範囲ａ又はｄと同一内容
のデータを、第二表示部２０に拡大表示する（Ａ又はＤ）。また、表示制御部４１は、図
８に示すように、第一表示部１０に表示されている選択範囲ａと同一内容のデータである
が、データ形式の異なるデータＡを、第二表示部２０に表示する。また、表示制御部４１
は、図１１に示すように、第一表示部１０に表示されている選択範囲に含まれるアドレス
情報が示すアクセス先のデータを、第二表示部２０に表示する。
【００５１】
　その後、上述したように選択範囲のデータに対する操作指令が、ユーザから入力される
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と（ステップＳ５でイエス）、情報処理端末１００は、操作に応じたデータ処理や表示処
理を行う（ステップＳ６）。例えば、図４、図６に示すように、第一表示部１０上で選択
範囲ａの位置や範囲自体が変更されると、表示制御部４１は、この選択範囲ａの変更に伴
って当該変更された選択範囲ｂのデータに対応するデータＢを、第二表示部２０に表示す
る。また、図８に示すように、「文字サイズ変更」ボタン２３がタッチされると、表示制
御部４１は、第二表示部２０に表示されている文字データの文字サイズを変更して表示す
る。さらには、図９に示すように、選択範囲ａが「スクラップブック」ボタン１６上にド
ラッグされると、データ処理部４３は、当該選択範囲ａのデータを保存する。
【００５２】
　以上のように、本発明における情報処理端末１００は、一方の表示部に元となる表示デ
ータを表示したままの状態で、この表示データの選択箇所に対応するデータを、他方の表
示部に表示する。従って、ユーザは、簡易な操作で、一方の表示部上で表示データ全体を
閲覧しつつ、その一部箇所も同時に他方の表示部で閲覧することができる。その結果、表
示操作時の操作性、及び、表示データの視認性の向上を図ることができる。
【００５３】
　なお、上述した情報処理端末１００では、２つの表示部１０，２０が開閉可能にヒンジ
部３で連結している構成を例示したが、本発明における情報処理端末１００（装置）は、
必ずしもかかる構成であることに限定されない。例えば、２つの表示部１０，２０がスラ
イド可能に係合されていてもよく、あるいは、後述するように、分離して備えられていて
もよい。
【００５４】
　＜実施形態２＞
　次に、本発明の第２の実施形態を、図１３乃至図１４を参照して説明する。図１３は、
本実施形態における情報処理端末２００の外観構成を示す図である。図１４は、情報処理
端末２００における操作及び表示の様子を示す図である。
【００５５】
　本実施形態における情報処理端末２００（情報処理装置）は、第一表示部２１０と、第
二表示部２２０と、がヒンジ部を介して相互に開閉自在に連結された折り畳み型の情報処
理端末であり、上記実施形態１で示した情報処理端末１００を９０度回転させた状態で構
成されている。つまり、本実施形態における情報処理端末２００は、第一表示部２１０と
第二表示部２２０とが、実施形態１のように左右ではなく上下に配置されている。また、
情報処理端末２００には、操作ボタン表示領域２１１が第一表示部２１０の下欄に全て集
められて表示されている。なお、情報処理端末２００の内部構成は、図２に示す構成と同
じである。
【００５６】
　従って、例えば、図１４に示すように、第一表示部２１０上に表示されている表示デー
タに対して、ユーザＵが表示部２１０上をタッチするなどして、その表示データ内の一部
である所定箇所をユーザが選択すると（符号Ｕ参照）、情報処理端末２００は、当該表示
データ内の選択範囲ａを特定する。すると、情報処理端末２００は、上記選択範囲ａ内の
データに予め対応付けられたデータを、当該選択範囲ａを選択した第一表示部２１０とは
異なる他の表示部である第二表示部２２０全体に拡大して表示する。また、図１４では、
情報処理端末２００が選択範囲を他の表示部に拡大表示する場合を例示したが、本実施形
態における情報処理端末２００は、実施形態１で説明したように、データ形式を変えて他
の表示部に表示するなど、実施形態１と同様の他の処理も可能である。
【００５７】
　なお、本実施形態における情報処理端末２００は、単に実施形態１にて説明した情報処
理端末１００と同一の端末にて形成されていてもよい。つまり、情報処理端末１００を９
０度回転した際に、当該情報処理端末１００が、内蔵された加速度センサ等にてこれを検
知し、自動的に第一表示部１０及び第二表示部２０における表示データの表示向きを同じ
方向に９０度回転して変更表示し、また、操作ボタン表示領域の位置を変更して表示する
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ことによって実現できる。
【００５８】
　＜実施形態３＞
　次に、本発明の第３の実施形態を、図１５を参照して説明する。図１５は、本実施形態
における情報処理装置３００の外観構成を示すと共に、当該情報処理装置３００における
操作及び表示の様子を示す図である。
【００５９】
　本実施形態における情報処理装置３００は、第一表示部３１０と、第二表示部３２０と
、を接続して備えたデュアルディスプレイ型のコンピュータである。情報処理装置３００
の内部構成は、図２に示す構成と同じである。
【００６０】
　従って、例えば、図１５に示すように、第一表示部３１０上に表示されている表示デー
タに対して、ユーザがマウスなどの操作装置を用いて、第一表示部３１０上で表示データ
内の一部である所定箇所を選択することで、情報処理装置３００は当該表示データ内の選
択範囲ａを特定する。すると、情報処理端末３００は、上記選択範囲ａ内のデータに予め
対応付けられたデータを、当該選択範囲を選択した第一表示部３１０とは異なる他の表示
部である第二表示部３２０全体に拡大して表示する。また、図１５では、情報処理装置３
００が選択範囲を他の表示部に拡大表示する場合を例示したが、本実施形態における情報
処理装置３００は、実施形態１で説明したように、データ形式を変えて他の表示部に表示
するなど、実施形態１と同様の他の処理も可能である。
【００６１】
　以上説明したように、本発明は、２つの表示部が開閉可能に一体的に連結された情報処
理端末に限定されず、２つの表示部が分離して装備されている情報処理装置にも適用可能
である。
【００６２】
　また、上記では、２つの表示部を備えている情報処理端末（装置）に適用することを例
示したが、情報処理端末（装置）は、必ずしも表示部を２つ備えていることに限定されな
い。つまり、３つ以上の表示部を備えている情報処理端末（装置）であっても適用可能で
ある。この場合にも、情報処理端末（装置）は、選択範囲を選択した表示部とは異なる他
の表示部に、当該選択範囲に対応するデータを表示する機能を有する。これにより、ユー
ザは、簡易な操作で、一方の表示部上で表示データ全体を閲覧しつつ、その一部箇所も同
時に他方の表示部で閲覧することができる。その結果、表示操作時の操作性、及び、表示
データの視認性の向上を図ることができる。
【００６３】
　本出願は、２００８年６月３０日に出願された、日本国特許出願２００８－１６９８７
２号に基づく。本明細書中に日本国特許出願２００８－１６９８７２号の明細書、特許請
求の範囲、図面全体を参照として取り込むものとする。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　本発明は、折り畳み型の携帯可能な情報処理端末など、複数の表示部を備えた情報処理
装置に適用可能であり、産業上の利用可能性を有する。
【符号の説明】
【００６５】
１　第一筺体
２　第二筺体
３　ヒンジ部
１０，２１０，３１０　第一表示部
２０，２２０，３２０　第二表示部
４０　ＣＰＵ
４１　表示制御部
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４２　操作受付部
４３　データ処理部
５０　メモリ
５１　コンテンツ記憶部
６０　通信部
１００，２００　情報処理端末
３００　情報処理装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(15) JP 5360058 B2 2013.12.4

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(17) JP 5360058 B2 2013.12.4

【図１５】
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