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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１タッチセンサ部と、第１タッチセンサ部が形成される面と反対面に形成される第２
タッチセンサ部とを備える携帯端末機のＵＩ提供方法において、
　複数のアプリケーションを実行する実行ステップと、
　前記第１タッチセンサ部および前記第２タッチセンサ部へのユーザによるタッチを感知
するタッチ感知ステップと、
　前記第１タッチセンサ部および前記第２タッチセンサ部に入力されるタッチ位置の移動
動作のパターンを認識する移動動作パターン認識ステップと、
　前記認識されたタッチ位置の移動動作のパターンに対応するＵＩを提供するＵＩ提供ス
テップと、を含み、
　前記ＵＩ提供ステップは、実行された前記複数のアプリケーションのうちの１つのアプ
リケーションの実行ウィンドウを全画面に表示した状態から、ユーザによるタッチを感知
すると、前記１つのアプリケーションの前記実行ウィンドウを縮小するとともに前記実行
された複数のアプリケーションのうちの少なくとも２つの実行ウィンドウを、前記移動動
作のパターンの方向及び距離により一定の距離を置いて重畳するように表示するステップ
を含むことを特徴とする携帯端末機のＵＩ提供方法。
【請求項２】
　前記移動動作パターン認識ステップは、
　前記第１タッチセンサ部と前記第２タッチセンサ部に互いに反対方向の移動動作が入力
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されるパターン、前記第１タッチセンサ部と前記第２タッチセンサ部に互いに同一方向の
移動動作が入力されるパターン、または、前記第１タッチセンサ部と前記第２タッチセン
サ部のうちいずれか１つ以上の移動動作が入力されるパターンを認識することを特徴とす
る請求項１に記載の携帯端末機のＵＩ提供方法。
【請求項３】
　前記移動動作パターン認識ステップは、
　前記第１タッチセンサ部と前記第２タッチセンサ部に上下方向の移動動作が入力される
パターン、前記第１タッチセンサ部と前記第２タッチセンサ部に左右方向の移動動作が入
力されるパターン、または、前記第１タッチセンサ部と前記第２タッチセンサ部に回転方
向の移動動作が入力されるパターンを認識することを特徴とする請求項１に記載の携帯端
末機のＵＩ提供方法。
【請求項４】
　前記複数のアプリケーションのうちの少なくとも１つのアプリケーションは、対応する
コンテンツのアイテムにより実行されることを特徴とする請求項１に記載の携帯端末機の
ＵＩ提供方法。
【請求項５】
　前記ＵＩ提供ステップは、
　前記実行された複数のアプリケーションまたは複数のコンテンツの実行画面を重畳した
形態で前記移動動作の方向および距離により、前記実行画面間の間隔を変更して表示する
ステップと、
　前記移動動作の距離が、設定された臨界距離以上に該当するか否かを判断するステップ
と、
　前記移動動作の距離が前記臨界距離以上に該当する場合、前記実行画面間の間隔を固定
させて表示するステップと、を含むことを特徴とする請求項４に記載の携帯端末機のＵＩ
提供方法。
【請求項６】
　前記携帯端末機の画面のロック機能を実行するステップをさらに含み、
　前記ＵＩ提供ステップは、
　前記画面のロック機能を解除することを特徴とする請求項２に記載の携帯端末機のＵＩ
提供方法。
【請求項７】
　前記携帯端末機に格納された音楽を再生するステップをさらに含み、
　前記ＵＩ提供ステップは、
　前記再生される音楽のボリュームを調節することを特徴とする請求項２に記載の携帯端
末機のＵＩ提供方法。
【請求項８】
　前記携帯端末機に格納されたイメージを表示するイメージ表示ステップをさらに含むこ
とを特徴とする請求項２に記載の携帯端末機のＵＩ提供方法。
【請求項９】
　前記ＵＩ提供ステップは、
　前記イメージをズームインまたはズームアウトして表示することを特徴とする請求項８
に記載の携帯端末機のＵＩ提供方法。
【請求項１０】
　前記ＵＩ提供ステップは、
　前記移動動作の方向に沿って前記イメージを回転させて表示することを特徴とする請求
項８に記載の携帯端末機のＵＩ提供方法。
【請求項１１】
　前記ＵＩ提供ステップは、
　前記第１タッチセンサ部のみに移動動作が入力されるパターンを認識した場合には、前
記イメージを移動させて表示し、
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　前記第２タッチセンサ部のみに移動動作が入力されるパターンを認識した場合には、前
記イメージをズームインまたはズームアウトして表示することを特徴とする請求項８に記
載の携帯端末機のＵＩ提供方法。
【請求項１２】
　前記イメージ表示ステップで表示されるイメージは、３Ｄイメージに該当し、
　前記ＵＩ提供ステップは、
　前記第１タッチセンサ部のみに移動動作が入力されるパターンを認識した場合には、前
記３Ｄイメージを移動させて表示し、
　前記第２タッチセンサ部のみに移動動作が入力されるパターンを認識した場合には、前
記３Ｄイメージのビューポイントを移動させて表示することを特徴とする請求項８に記載
の携帯端末機のＵＩ提供方法。
【請求項１３】
　ＵＩを提供する携帯端末機において、
　第１タッチセンサ部と、第１タッチセンサ部が形成される面と反対面に形成される第２
タッチセンサ部とから構成されるタッチセンサ部と、
　ＵＩを提供するＵＩ部と、
　前記タッチセンサ部を制御してユーザによるタッチを感知し、入力されるタッチ位置の
移動動作のパターンを認識し、前記ＵＩ部を制御して認識されたタッチ位置の移動動作の
パターンに対応するＵＩを提供する制御部と、を含み、
　前記制御部は、複数のアプリケーションを実行し、実行された前記複数のアプリケーシ
ョンのうちの１つのアプリケーションの実行ウィンドウを全画面に表示した状態から、ユ
ーザによるタッチを感知すると、前記１つのアプリケーションの前記実行ウィンドウを縮
小するとともに実行された複数のアプリケーションのうちの少なくとも２つの実行ウィン
ドウを、前記移動動作のパターンの方向及び距離により一定の距離を置いて重畳するよう
に表示することを特徴とする携帯端末機。
【請求項１４】
　前記制御部は、
　前記タッチセンサ部を制御して、前記第１タッチセンサ部と前記第２タッチセンサ部に
互いに反対方向の移動動作が入力されるパターン、前記第１タッチセンサ部と前記第２タ
ッチセンサ部に互いに同一方向の移動動作が入力されるパターン、または、前記第１タッ
チセンサ部と前記第２タッチセンサ部のうちいずれか１つのみに移動動作が入力されるパ
ターンを認識することを特徴とする請求項１３に記載の携帯端末機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のタッチセンサを用いたＵＩ提供方法、およびこれを利用する携帯端末
機に関し、特に、携帯端末機の前面と後面に形成されたタッチセンサを用いたＵＩ提供方
法、およびこのような方法を利用する携帯端末機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、携帯端末機の普及率の急速な増加により、携帯端末機はもはや現代人の生活必需
品として位置づけられている。最近、タッチスクリーン基盤の携帯端末機が一般化してい
ながらタッチセンサを用いたＵＩ提供方法の重要性が増大している。
【０００３】
　現在発売されているタッチスクリーン基盤の携帯端末機は、基本的に１つのタッチセン
サを備えている。ユーザは、タッチ（ｔｏｕｃｈ）、ドラッグ（ｄｒａｇ）等の動作をタ
ッチセンサに入力することで、携帯端末機に命令を入力することになる。しかし、このよ
うに１つのタッチセンサからなる携帯端末機において、ユーザがタッチセンサに入力でき
る動作は、非常に制限的である。タッチスクリーン基盤の携帯端末機が一般的になってい
る状況で、タッチセンサを用いたＵＩ提供技術の重要性は増大しており、多様なタッチ入
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力によるＵＩ提供方法が要求されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、複数のタッチセンサを備える携帯端末機において、多様なタッチ動作
の入力によるＵＩ提供方法を提供することにある。
【０００５】
　本発明の他の目的は、前記方法を利用する携帯端末機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の態様に係る第１タッチセンサ部および第２タッチセンサ部を備える携帯端末機
のＵＩ提供方法は、第１タッチセンサ部および第２タッチセンサ部へのユーザによるタッ
チを感知するタッチ感知ステップと、第１タッチセンサ部および第２タッチセンサ部に入
力されるタッチ位置の移動動作のパターンを認識する移動動作パターン認識ステップと、
認識されたタッチ位置の移動動作のパターンに対応するＵＩ（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａ
ｃｅ）を提供するＵＩ提供ステップと、を含むことを特徴とする。
【０００７】
　本発明の態様に係るＵＩを提供する携帯端末機は、第１タッチセンサ部と第１タッチセ
ンサ部が形成される面と反対面に形成される第２タッチセンサ部とから構成されるタッチ
センサ部と、ＵＩを提供するＵＩ部と、タッチセンサ部を制御してユーザによるタッチを
感知し、入力されるタッチ位置の移動動作のパターンを認識し、ＵＩ部を制御して認識さ
れたタッチ位置の移動動作のパターンに対応するＵＩを提供する制御部と、を含むことを
特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明により、ユーザは、多様なタッチ動作によって携帯端末機に操作命令を入力し、
それぞれの入力によって互いに異なるＵＩを提供され、携帯端末機を用いるに当たり感性
的な側面が向上する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係る、２つのタッチセンサを備える携帯端末機１００を示す
図である。
【図２】本発明の実施形態に係る、２つのタッチセンサを備える携帯端末機１００の構成
図を示す。
【図３】本発明の複数のタッチセンサを用いたＵＩ提供方法の一般的な実施形態を示すフ
ローチャートである。
【図４】本発明の複数のタッチセンサを用いたＵＩ提供方法の具体的な実施形態のうち第
１実施形態に該当するフローチャートである。
【図５】本発明の第１実施形態に係る携帯端末機１００の表示画面の例示図である。
【図６】本発明の複数のタッチセンサを用いたＵＩ提供方法の具体的な実施形態のうち第
２実施形態に該当するフローチャートである。
【図７】本発明の第２実施形態に係る携帯端末機１００の表示画面の例示図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係る携帯端末機１００の表示画面の他の例示図である。
【図９】本発明の複数のタッチセンサを用いたＵＩ提供方法の具体的な実施形態のうち第
３実施形態に該当するフローチャートである。
【図１０】本発明の第３実施形態に係る携帯端末機１００の表示画面の例示図である。
【図１１】本発明の複数のタッチセンサを用いたＵＩ提供方法の具体的な実施形態のうち
第４実施形態に該当するフローチャートである。
【図１２】本発明の第４実施形態に係る携帯端末機１００の表示画面の例示図である。
【図１３】本発明の第４実施形態に係る携帯端末機１００の表示画面の他の例示図である
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。
【図１４】本発明の第４実施形態に係る携帯端末機１００の表示画面の他の例示図である
。
【図１５】本発明の第４実施形態に係る携帯端末機１００の表示画面の他の例示図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付する図面を参照しながら本発明の好ましい実施形態を詳細に説明する。この
とき、添付された図面で同一の構成要素は、可能な限り同一の符号で示していることに注
意しなければならない。また、公知の機能および構成に対する説明が本発明の要旨を不要
に曖昧にすると判断された場合、その詳細な説明は省略する。
【００１１】
　本発明は、携帯端末機を例に挙げて説明するが、これに限定されるものではなく、タッ
チスクリーンが備えられた全ての装置に適用することができる。また、本発明の実施形態
に係る携帯端末機は、タッチスクリーンが備えられた端末機であって、好ましくは、移動
通信端末機、携帯用マルチメディア再生装置（Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ
　Ｐｌａｙｅｒ；ＰＭＰ）、個人情報端末機（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓ
ｓｉｓｔａｎｔ；ＰＤＡ）、スマートフォン（Ｓｍａｒｔ　Ｐｈｏｎｅ）、ＭＰ３プレー
ヤーなどのような全ての情報通信機器およびマルチメディア機器と、それに対する応用に
も適用することができる。
【００１２】
　図１は、本発明の実施形態に係る２つのタッチセンサを備える携帯端末機１００を示す
図である。本発明では、タッチスクリーンを備える携帯端末機のうちバー（ｂａｒ）タイ
プの携帯端末機を中心に説明する。しかし、これに限定されるものではなく、フォルダ（
ｆｏｌｄｅｒ）タイプ、スライド（ｓｌｉｄｅ）タイプの携帯端末機にも本発明を適用す
ることができる。また、本発明でタッチスクリーンが位置する携帯端末機の面を「前面」
といい、タッチスクリーンが位置する面の反対面を「後面」という。
【００１３】
　図１の［ａ］は、携帯端末機１００の前面を示す。前面には、タッチスクリーン部１２
０と所定のキー入力部１５０が形成されている。図１の［ｂ］は、携帯端末機１００の後
面を示し、後面には、第２タッチセンサ部１３０が形成されている。タッチスクリーン部
１２０は、第１タッチセンサ部を含み、第１タッチセンサ部と第２タッチセンサ部１３０
は、それぞれ携帯端末機の前面と後面に形成される。携帯端末機１００の構成要素に対し
ては、図２に具体的に示されている。
【００１４】
　図２は、本発明の実施形態に係る２つのタッチセンサを備える携帯端末機１００の構成
図を示す。本発明の携帯端末機１００は、無線通信部１１０、タッチスクリーン部１２０
、第２タッチセンサ部１３０、オーディオ処理部１４０、キー入力部１５０、格納部１６
０、および制御部１７０を含む。
【００１５】
　無線通信部１１０は、携帯端末機の無線通信のための該当データの送受信機能を行う。
無線通信部１１０は、送信される信号の周波数を上昇変換および増幅するＲＦ送信機と、
受信される信号を低雑音増幅して周波数を下降変換するＲＦ受信機とから構成される。ま
た、無線通信部１１０は、無線チャネルを介してデータを受信して制御部１７０に出力し
、制御部１７０から出力されたデータを無線チャネルを介して送信する。
【００１６】
　タッチスクリーン部１２０は、第１タッチセンサ部１２１および表示部１２２を含む。
第１タッチセンサ部１２１は、ユーザのタッチ入力を感知する。第１タッチセンサ部１２
１は、静電容量方式（ｃａｐａｃｉｔｉｖｅ　ｏｖｅｒｌａｙ）、圧力式抵抗膜方式（ｒ
ｅｓｉｓｔｉｖｅ　ｏｖｅｒｌａｙ）、赤外線感知方式（ｉｎｆｒａｒｅｄ　ｂｅａｍ）
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等のタッチ感知センサで構成されてもよく、圧力センサ（ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｓｅｎｓｏ
ｒ）で構成されてもよいが、これに限定されず、物体の接触または圧力を感知することが
できる全ての種類のセンサが本発明の第１タッチセンサ部１２１に該当する。第１タッチ
センサ部１２１は、ユーザのタッチ入力を感知し、感知信号を発生させて制御部１７０に
送信する。
【００１７】
　表示部１２２は、液晶表示装置（ＬＣＤ、Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ）で形成され、携帯端末機のメニュー、入力されたデータ、機能設定情報およびその
他の多様な情報をユーザに視覚的に提供する。例えば、表示部１２２は、携帯端末機の起
動画面、待機画面、表示画面、通話画面、その他のアプリケーション実行画面を出力する
機能を行う。
【００１８】
　第２タッチセンサ部１３０は、第１タッチセンサ部１２１と同一方式のタッチセンサで
構成されてもよく、他の方式のタッチセンサで構成されてもよい。本発明の実施形態に係
る第２タッチセンサ部１３０は、図１の［ｂ］に示すように、携帯端末機１００の後面に
形成される。第２タッチセンサ部１３０は、ユーザのタッチ入力を感知し、感知信号を発
生させて制御部１７０に送信する。本発明の実施形態に係る第２タッチセンサ部１３０は
、「四角形」、「円形」、「十字形」などのさまざまな形状に構成してもよい。第２タッ
チセンサ部１３０が「十字形」の形状に構成される場合、第２タッチセンサ部１３０は、
上下方向のタッチ位置の移動動作と左右方向のタッチ位置の移動動作とを感知することが
できる。
【００１９】
　オーディオ処理部１４０は、コーデック（ＣＯＤＥＣ）から構成され、コーデックは、
パケットデータなどを処理するデータコーデックと音声などのオーディオ信号を処理する
オーディオコーデックとから構成してもよい。オーディオ処理部１４０は、デジタルオー
ディオ信号をオーディオコーデックを介してアナログオーディオ信号に変換し、スピーカ
を介して再生し、マイクロから入力されるアナログオーディオ信号をオーディオコーデッ
クを介してデジタルオーディオ信号に変換する。本発明の実施形態に係る表示部１２２、
オーディオ処理部１４０は、ＵＩ（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）部を構成してもよい
。
【００２０】
　キー入力部１５０は、携帯端末機を制御するためのユーザのキー操作信号の入力を受け
て制御部１７０に伝達する。キー入力部１５０は、数字キー、方向キーを有するキーパッ
ドから構成されてもよく、携帯端末機の一側面に所定のファンクションキーで形成される
。本発明の実施形態によって第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ部１３０
のみで全ての操作が可能な携帯端末機の場合には、キー入力部１５０が省略されてもよい
。
【００２１】
　格納部１６０は、携帯端末機の動作に必要なプログラムおよびデータを格納する役割を
行う。本発明の実施形態に係る格納部１６０は、第１タッチセンサ部１２１および第２タ
ッチセンサ部１３０に入力されるタッチ位置の移動動作のパターンに対応するＵＩ（Ｕｓ
ｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）提供方法に関する情報を格納する。
【００２２】
　制御部１７０は、携帯端末機の各構成要素に対する全般的な動作を制御する。制御部１
７０は、第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ部１３０を制御してユーザに
よるタッチを感知し、入力されるタッチ位置の移動動作のパターンを認識する。制御部１
７０は、表示部１２２またはオーディオ処理部１４０を制御して、前記認識されたタッチ
位置の移動動作のパターンに対応するＵＩを提供する。制御部１７０は、第１タッチセン
サ部１２１および第２タッチセンサ部１３０を制御して、第１タッチセンサ部１２１と第
２タッチセンサ部１３０に互いに反対方向の移動動作が入力されるパターンを認識するか
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、第１タッチセンサ部１２１と第２タッチセンサ部１３０に互いに同一方向の移動動作が
入力されるパターンを認識するか、第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ部
１３０のうちいずれか１つのみに移動動作が入力されるパターンを認識する。また、制御
部１７０は、第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ部１３０を制御して、第
１タッチセンサ部１２１と第２タッチセンサ部１３０に上下方向の移動動作が入力される
パターンを認識するか、第１タッチセンサ部１２１と第２タッチセンサ部１３０に左右方
向の移動動作が入力されるパターンを認識するか、第１タッチセンサ部１２１と第２タッ
チセンサ部１３０に回転方向の移動動作が入力されるパターンを認識する。また、制御部
１７０は、第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ部１３０のうちいずれか１
つのみに移動動作が入力されるパターンを認識する場合、移動動作が第１タッチセンサ部
１２１に入力されるか第２タッチセンサ部１３０に入力されるかを判断することができ、
入力される移動動作が上下方向の移動動作であるか、左右方向の移動動作であるか、回転
方向の移動動作であるかを判断することができる。
【００２３】
　図３は、本発明の複数のタッチセンサを用いたＵＩ提供方法の一般的な実施形態を示す
フローチャートである。
【００２４】
　３０１ステップで制御部１７０は、第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ
部１３０を制御して、ユーザによるタッチ入力を感知する。ユーザが指を第１タッチセン
サ部１２１と第２タッチセンサ部１３０に接触すると、第１タッチセンサ部１２１および
第２タッチセンサ部１３０は、タッチを感知し、感知信号を制御部１７０に送信する。制
御部１７０は、第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ部１３０からそれぞれ
感知信号を受信して、ユーザが第１タッチセンサ部１２１と第２タッチセンサ部１３０に
接触を入力したことを認識する。
【００２５】
　３０２ステップで制御部１７０は、第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ
部１３０を制御して、ユーザにより入力されるタッチ位置の移動動作のパターンを認識す
る。ユーザが指を第１タッチセンサ部１２１と第２タッチセンサ部１３０に接触した状態
で、タッチ位置を移動させる動作を入力すると、第１タッチセンサ部１２１および第２タ
ッチセンサ部１３０は、タッチ位置の移動を感知し、感知信号を制御部１７０に送信する
。本発明の実施形態に係る制御部１７０は、第１タッチセンサ部１２１および第２タッチ
センサ部１３０を制御して、第１タッチセンサ部１２１と第２タッチセンサ部１３０に互
いに反対方向の移動動作が入力されるパターンを認識するか、第１タッチセンサ部１２１
と第２タッチセンサ部１３０に互いに同一方向の移動動作が入力されるパターンを認識す
るか、第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ部１３０のうちいずれか１つの
みに移動動作が入力されるパターンを認識する。また、制御部１７０は、第１タッチセン
サ部１２１および第２タッチセンサ部１３０を制御して、第１タッチセンサ部１２１と第
２タッチセンサ部１３０に上下方向の移動動作が入力されるパターンを認識するか、第１
タッチセンサ部１２１と第２タッチセンサ部１３０に左右方向の移動動作が入力されるパ
ターンを認識するか、第１タッチセンサ部１２１と第２タッチセンサ部１３０に回転方向
の移動動作が入力されるパターンを認識する。また、制御部１７０は、第１タッチセンサ
部１２１および第２タッチセンサ部１３０のうちいずれか１つのみに移動動作が入力され
るパターンを認識する場合、移動動作が第１タッチセンサ部１２１に入力されるか第２タ
ッチセンサ部１３０に入力されるかを判断することができ、入力される移動動作が上下方
向の移動動作であるか、左右方向の移動動作であるか、回転方向の移動動作であるかを判
断することができる。
【００２６】
　３０３ステップで制御部１７０は、表示部１２２またはオーディオ処理部１４０を制御
して、認識されたタッチ位置の移動動作のパターンに対応するＵＩを提供する。本発明の
実施形態によって現在複数のアプリケーションが実行中である場合、制御部１７０は、表
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示部１２２を制御して、実行された複数のアプリケーションの実行画面を重畳した形態で
移動動作の方向または距離により、実行画面間の間隔を設定して表示する。また、現在複
数のコンテンツが実行中である場合、制御部１７０は、表示部１２２を制御して、複数の
コンテンツの実行画面を重畳した形態で移動動作の方向または距離により、実行画面間の
間隔を設定して表示する。本発明の実施形態によって現在画面のロック機能が実行中であ
る場合、制御部１７０は、画面のロック機能を解除して表示部１２２を制御し、画面のロ
ック機能が解除された画面を表示する。また、現在携帯端末機１００に格納された音楽が
再生中である場合、制御部１７０は、オーディオ処理部１４０を制御して、再生される音
楽のボリュームを調節して出力する。本発明の実施形態によって現在携帯端末機１００に
格納されたイメージが表示される場合、制御部１７０は、表示部１２２を制御して、前記
イメージをズームイン（ｚｏｏｍ　ｉｎ）またはズームアウト（ｚｏｏｍ　ｏｕｔ）して
表示するか、タッチ位置の移動動作の方向に沿って前記イメージを回転または移動させて
表示する。また、現在携帯端末機１００に格納されたイメージが表示された時、制御部１
７０は、第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ部１３０のうちいずれにタッ
チ位置の移動動作が入力されたかを判断した後、これにより、表示部１２２を制御して前
記イメージをズームインまたはズームアウトして表示するか、前記イメージを移動させて
表示するか、表示されたイメージが３Ｄ（Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ）イメージの場合には
、ビューポイント（ｖｉｅｗｐｏｉｎｔ）を変更させて表示する。以下では、４つの具体
的な実施形態を中心に本発明の複数のタッチセンサを用いたＵＩ提供方法について説明す
る。
【００２７】
　図４は、本発明の複数のタッチセンサを用いたＵＩ提供方法の具体的な実施形態のうち
第１実施形態に該当するフローチャートである。
【００２８】
　４０１ステップで制御部１７０は、携帯端末機１００に含まれる複数のアプリケーショ
ンをマルチタスク（ｍｕｌｔｉｔａｓｋｉｎｇ）で実行する。制御部１７０が実行するア
プリケーションは、携帯端末機１００に含まれる全てのアプリケーションに該当してもよ
い。第１実施形態において制御部１７０は、４０１ステップで「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
　１」、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　２」、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　３」および「Ａ
ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　４」をマルチタスクで実行することと仮定する。
【００２９】
　４０２ステップで制御部１７０は、表示部１２２を制御して、実行された複数のアプリ
ケーションのうちいずれか１つのアプリケーションの実行画面を全画面として表示する。
例えば、制御部１７０は、表示部１２２を制御して、実行された複数のアプリケーション
のうち最後に実行されたアプリケーション、または、ユーザが全画面ビュー機能を選択し
たアプリケーションの実行画面を全画面として表示する。第１実施形態において制御部１
７０は、４０２ステップで「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　１」の実行画面を全画面に表示し
たと仮定する。図５は、本発明の第１実施形態に係る携帯端末機１００の表示画面の例示
図であり、図５の［ａ］で携帯端末機１００は、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　１」の実行
画面を全画面に表示している。
【００３０】
　４０３ステップで制御部１７０は、第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ
部１３０を制御して、ユーザによるタッチ入力を感知する。次に、制御部１７０は、４０
４ステップで第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ部１３０を制御して、タ
ッチ位置の移動動作が入力されるか否かを判断する。タッチ位置の移動動作が入力された
と判断すれば、制御部１７０は、４０５ステップでタッチ位置の移動動作のパターンを認
識する。第１実施形態においてユーザは、第１タッチセンサ部１２１に下方向へ、第２タ
ッチセンサ部１３０に上方向へタッチ位置の移動動作を入力したと仮定する。図５の［ａ
］には、第１タッチセンサ部１２１に下方向のタッチ位置の移動動作が入力され、第２タ
ッチセンサ部１３０に上方向のタッチ位置の移動動作が入力された形態が示されている。
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【００３１】
　４０６ステップで制御部１７０は、表示部１２２を制御して、実行中である複数のアプ
リケーションの実行画面を重畳した形態で移動動作の方向および距離により、実行画面間
の間隔を変更して表示する。現在「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　１」、「Ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎ　２」、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　３」および「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　４」
が実行されており、制御部１７０は、表示部１２２を制御して、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎ　１」、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　２」、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　３」および「
Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　４」の実行画面を重畳した形態で表示する。第１実施形態では
、ユーザが上下方向にタッチ位置を移動させ、これにより、制御部１７０は、表示部１２
２を制御して「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　１」、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　２」、「Ａ
ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　３」および「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　４」の実行画面を縦に重
畳した形態で表示する。また、第１実施形態において制御部１７０は、表示部１２２を制
御して、ユーザがタッチ位置を移動させた距離により、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　１」
、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　２」、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　３」および「Ａｐｐｌ
ｉｃａｔｉｏｎ　４」の実行画面間の間隔を変更させて表示する。
【００３２】
　４０７ステップで制御部１７０は、第１タッチセンサ部１２１と第２タッチセンサ部１
３０を制御して、タッチ位置の移動動作距離が設定された臨界距離以上に該当するか否か
を判断する。タッチ位置の移動動作距離が設定された臨界距離以上に該当する場合、制御
部１７０は、４０８ステップで表示部１２２を制御して、実行中である複数のアプリケー
ションの実行画面間の間隔を固定させて表示する。すなわち、制御部１７０は、ユーザが
タッチ位置の移動動作を継続的に入力しても、移動動作距離が設定された臨界距離以上に
該当すれば、アプリケーションの実行画面間の間隔をこれ以上隔てずに、固定させて表示
する。図５を参照すれば、図５の［ｂ］で携帯端末機１００は、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎ　１」、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　２」、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　３」および「
Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　４」の実行画面を一定間隔で表示している。
【００３３】
　４０９ステップで制御部１７０は、第１タッチセンサ部１２１を制御して、表示された
複数の実行画面のうちいずれか１つの実行画面が選択されるか否かを判断する。ユーザが
第１タッチセンサ部１２１を介していずれか１つの実行画面をタッチすると、第１タッチ
センサ部１２１は、感知信号を発生させて制御部１７０に送信し、制御部１７０は、感知
信号を受信して選択された実行画面を認識することになる。いずれか１つの実行画面が選
択されると、４１０ステップで制御部１７０は、表示部１２２を制御して、選択された実
行画面を全画面に表示する。例えば、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　１」、「Ａｐｐｌｉｃ
ａｔｉｏｎ　２」、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　３」および「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　
４」の実行画面が表示された状態で、ユーザが「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　３」の実行画
面を選択すれば、制御部１７０は、表示部１２２を制御して「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　
３」の実行画面を全画面に表示する。図５を参照すれば、図５の［ｃ］で携帯端末機１０
０は、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　３」の実行画面を全画面に表示している。
【００３４】
　図６は、本発明の複数のタッチセンサを用いたＵＩ提供方法の具体的な実施形態のうち
第２実施形態に該当するフローチャートである。
【００３５】
　６０１ステップで制御部１７０は、格納部１６０に格納された複数のコンテンツを実行
する。例えば、コンテンツが「文書ファイル（ｄｏｃｕｍｅｎｔ　ｆｉｌｅ）」に該当す
る場合、制御部１７０は、「文書ビューアアプリケーション」を用いてユーザにより選択
された「文書ファイル」を実行する。第２実施形態で制御部１７０は、６０１ステップで
「Ｄｏｃ　１」、「Ｄｏｃ　２」、「Ｄｏｃ　３」および「Ｄｏｃ　４」の文書を「文書
ビューアアプリケーション」を用いて実行したと仮定する。
【００３６】
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　６０２ステップで制御部１７０は、表示部１２２を制御して、実行された複数のコンテ
ンツのうちいずれか１つのコンテンツの実行画面を全画面に表示する。第２実施形態にお
いて制御部１７０は、６０２ステップで「Ｄｏｃ　１」の実行画面を全画面に表示したと
仮定する。図７は、本発明の第２実施形態に係る携帯端末機１００の表示画面の例示図に
該当し、図７の［ａ］で携帯端末機１００は、「Ｄｏｃ　１」の実行画面を全画面に表示
している。
【００３７】
　６０３ステップで制御部１７０は、第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ
部１３０を制御して、ユーザによるタッチ入力を感知する。次に、制御部１７０は、６０
４ステップで第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ部１３０を制御して、タ
ッチ位置の移動動作が入力されるか否かを判断する。タッチ位置の移動動作が入力された
と判断すれば、制御部１７０は、６０５ステップでタッチ位置の移動動作のパターンを認
識する。第２実施形態においてユーザは、第１タッチセンサ部１２１に右方向へ、第２タ
ッチセンサ部１３０に左方向へタッチ位置の移動動作を入力したと仮定する。図７の［ａ
］には、第１タッチセンサ部１２１に右方向へタッチ位置の移動動作が入力され、第２タ
ッチセンサ部１３０に左方向へタッチ位置の移動動作が入力された形態が示されている。
【００３８】
　６０６ステップで制御部１７０は、表示部１２２を制御して、実行中である複数のコン
テンツの実行画面を重畳した形態で移動動作の方向および距離により、実行画面間の間隔
を変更して表示する。現在「Ｄｏｃ　１」、「Ｄｏｃ　２」、「Ｄｏｃ　３」および「Ｄ
ｏｃ　４」が実行されており、制御部１７０は、表示部１２２を制御して「Ｄｏｃ　１」
、「Ｄｏｃ　２」、「Ｄｏｃ　３」および「Ｄｏｃ　４」の実行画面を重畳した形態で表
示する。第２実施形態において、ユーザが左右方向にタッチ位置を移動させ、これにより
、制御部１７０は、表示部１２２を制御して「Ｄｏｃ　１」、「Ｄｏｃ　２」、「Ｄｏｃ
　３」および「Ｄｏｃ　４」の実行画面を横に重畳した形態で表示する。また、第２実施
形態において、制御部１７０は表示部１２２を制御して、ユーザがタッチ位置を移動させ
た距離により、「Ｄｏｃ　１」、「Ｄｏｃ　２」、「Ｄｏｃ　３」および「Ｄｏｃ　４」
の実行画面間の間隔を変更させて表示する。
【００３９】
　６０７ステップで制御部１７０は、第１タッチセンサ部１２１と第２タッチセンサ部１
３０を制御して、タッチ位置の移動動作距離が設定された臨界距離以上に該当するか否か
を判断する。タッチ位置の移動動作距離が設定された臨界距離以上に該当する場合、制御
部１７０は、６０８ステップで表示部１２２を制御して、実行中である複数のコンテンツ
の実行画面間の間隔を固定させて表示する。図７を参照すれば、図７の［ｂ］で携帯端末
機１００は、「Ｄｏｃ　１」、「Ｄｏｃ　２」、「Ｄｏｃ　３」および「Ｄｏｃ　４」の
実行画面を一定間隔で表示している。
【００４０】
　６０９ステップで制御部１７０は、第１タッチセンサ部１２１を制御して、表示された
複数の実行画面のうちいずれか１つの実行画面が選択されるか否かを判断する。いずれか
１つの実行画面が選択されれば、６１０ステップで制御部１７０は、表示部１２２を制御
して、選択された実行画面を全画面に表示する。例えば、「Ｄｏｃ　１」、「Ｄｏｃ　２
」、「Ｄｏｃ　３」および「Ｄｏｃ　４」の実行画面が表示された状態でユーザが「Ｄｏ
ｃ　２」の実行画面を選択すれば、制御部１７０は、表示部１２２を制御して「Ｄｏｃ　
２」の実行画面を全画面に表示する。図７を参照すれば、図７の［ｃ］で携帯端末機１０
０は、「Ｄｏｃ　２」の実行画面を全画面に表示している。
【００４１】
　本発明の実施形態によって６０６ステップで制御部１７０は、表示部１２２を制御して
、全画面に表示されている実行画面の大きさを縮小させて表示し、現在実行中であるコン
テンツの実行画面が１つの画面に表示される時まで、全画面に表示された実行画面を縮小
させて表示する。次に、制御部１７０は、６０７ステップでタッチ位置の移動動作距離が
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設定された臨界距離以上に該当するか否かを判断し、臨界距離以上に該当する場合、６０
８ステップで表示部１２２を制御して、現在の画面を固定させて表示する。例えば、６０
１ステップで制御部１７０が「イメージファイル（ｉｍａｇｅ　ｆｉｌｅ）」に該当する
コンテンツの「ｉｍａｇｅ　１」、「ｉｍａｇｅ　２」および「ｉｍａｇｅ　３」を実行
させ、６０２ステップで表示部１２２を制御して、「ｉｍａｇｅ　１」の実行画面を全画
面に表示した場合、ユーザによってタッチおよびタッチ位置の移動動作が入力されれば、
制御部１７０は、６０６ステップで表示部１２２を制御して、「ｉｍａｇｅ　１」の実行
画面を縮小させて表示し、「ｉｍａｇｅ　２」および「ｉｍａｇｅ　３」の実行画面を「
ｉｍａｇｅ　１」の実行画面とともに１つの画面に表示することができる。図８は、本発
明の第２実施形態に係る携帯端末機１００の表示画面の他の例示図である。図８の［ａ］
には、９０°回転した形態（横になっている形態）に位置した携帯端末機１００が示され
ており、携帯端末機１００は、「ｉｍａｇｅ　１」の実行画面を全画面に表示しており、
ユーザによって左右方向のタッチ位置の移動動作が入力される形態が示されている。また
、図８の［ｂ］で携帯端末機１００は、「ｉｍａｇｅ　１」の実行画面を縮小させて、「
ｉｍａｇｅ　２」および「ｉｍａｇｅ　３」の実行画面とともに１つの画面に表示してお
り、ユーザによって「ｉｍａｇｅ　２」の実行画面が選択される形態が示されている。図
８の［ｃ］で携帯端末機１００は、「ｉｍａｇｅ　２」の実行画面を全画面に表示してい
る。
【００４２】
　本発明において携帯端末機１００は、第１実施形態および第２実施形態の組合によって
ユーザのタッチ入力を受信し、これに対応するＵＩを提供する。例えば、ユーザが「文書
ビューアアプリケーション」、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　１」、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉ
ｏｎ　２」および「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　３」を実行し、「文書ビューアアプリケー
ション」を用いて「Ｄｏｃ　１」、「Ｄｏｃ　２」、「Ｄｏｃ　３」および「Ｄｏｃ　４
」を実行したと仮定する。そして、携帯端末機１００は、「Ｄｏｃ　１」の実行画面を全
画面に表示していると仮定する。「Ｄｏｃ　１」の実行画面が全画面に表示された状態で
、ユーザが第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ部１３０に上下方向のタッ
チ位置の移動動作を入力すれば、携帯端末機１００は、「文書ビューアアプリケーション
」、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　１」、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　２」および「Ａｐｐ
ｌｉｃａｔｉｏｎ　３」の実行画面を縦方向に重複して表示する。また、ユーザが第１タ
ッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ部１３０に左右方向のタッチ位置の移動動作
を入力すれば、携帯端末機１００は、「Ｄｏｃ　１」、「Ｄｏｃ　２」、「Ｄｏｃ　３」
および「Ｄｏｃ　４」の実行画面を横方向に重複して表示する。
【００４３】
　図９は、本発明の複数のタッチセンサを用いたＵＩ提供方法の具体的な実施形態のうち
第３実施形態に該当するフローチャートである。
【００４４】
　９０１ステップで制御部１７０は、画面のロック機能を実行する。図１０は、本発明の
第３実施形態に係る携帯端末機１００の表示画面の例示図であり、図１０の［ａ］で携帯
端末機１００は、画面のロック機能が実行された状態の画面を表示している。
【００４５】
　９０２ステップで制御部１７０は、第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ
部１３０を制御して、ユーザによるタッチ入力を感知する。次に、制御部１７０は、９０
３ステップで第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ部１３０を制御して、第
１タッチセンサ部１２１と第２タッチセンサ部１３０にタッチ位置の移動動作が入力され
るか否かを判断する。タッチ位置の移動動作が入力されたと判断すれば、制御部１７０は
、９０４ステップでタッチ位置の移動動作のパターンを認識する。第３実施形態では、ユ
ーザが第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ部１３０、両方に下方向へタッ
チ位置の移動動作を入力したと仮定する。図１０の［ａ］には、ユーザが第１タッチセン
サ部１２１および第２タッチセンサ部１３０に下方向のタッチ位置の移動動作を入力した
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形態が示されている。
【００４６】
　第１タッチセンサ部１２１と第２タッチセンサ部１３０に互いに同一方向（下方向）の
タッチ位置の移動動作が入力されたものと認識すれば、９０５ステップで制御部１７０は
、画面のロック機能を解除する。本発明の実施形態によって制御部１７０は、画面のロッ
ク機能の解除後に、表示部１２２を制御して待機画面を表示する。図１０を参照すれば、
図１０の［ｂ］で携帯端末機１００は、画面のロック機能の解除後に、待機画面を表示し
ている。本発明の実施形態によってタッチ位置の移動距離の臨界距離が設定されてもよく
、このとき、制御部１７０は、タッチ位置の移動距離が臨界距離以上に該当するか否かを
判断し、臨界距離以上に該当する場合のみに画面のロック機能を解除する。
【００４７】
　図１１は、本発明の複数のタッチセンサを用いたＵＩ提供方法の具体的な実施形態のう
ち第４実施形態に該当するフローチャートである。
【００４８】
　１１０１ステップで制御部１７０は、表示部１２２を制御して、格納部１６０に格納さ
れたイメージのうちいずれか１つのイメージを表示する。図１２は、本発明の第４実施形
態に係る携帯端末機１００の表示画面の例示図に該当し、図１３は、本発明の第４実施形
態に係る携帯端末機１００の表示画面の他の例示図に該当する。図１２および図１３の［
ａ］で携帯端末機１００は、イメージを全画面に表示している
【００４９】
　１１０２ステップで制御部１７０は、第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセン
サ部１３０を制御して、ユーザによるタッチ入力を感知する。次に、制御部１７０は、１
１０３ステップで第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ部１３０を制御して
、第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ部１３０にタッチ位置の移動動作が
入力されるか否かを判断する。タッチ位置の移動動作が入力されたものと判断すれば、１
１０４ステップで制御部１７０は、タッチ位置の移動動作のパターンを認識する。図１２
および図１３を参照すれば、図１２の［ａ］は、ユーザが第１タッチセンサ部１２１にタ
ッチ位置を固定させ、第２タッチセンサ部１３０に上方向へタッチ位置を移動させる動作
を入力する場合に該当し、図１３の［ａ］は、ユーザが第１タッチセンサ部１２１にタッ
チ位置を固定させ、第２タッチセンサ部１３０に元の形態にタッチ位置を回転させる動作
を入力する場合に該当する。
【００５０】
　タッチ位置の移動動作のパターンを認識した後、制御部１７０は、１１０５ステップで
表示部１２２を制御して、認識されたタッチ位置の移動動作のパターンによりイメージを
変更して表示する。本発明の実施形態によって制御部１７０は、表示部１２２を制御して
、表示されたイメージをズームイン又はズームアウトして表示する。図１２を参照すれば
、図１２の［ｂ］で携帯端末機１００は、図１２の［ａ］に表示されたイメージのズーム
インされたイメージを表示している。本発明の実施形態によって制御部１７０は、表示部
１２２を制御して、表示されたイメージを回転させて表示する。図１３を参照すれば、図
１３の［ｂ］で携帯端末機１００は、図１３［ａ］に表示されたイメージの回転したイメ
ージを表示している。
【００５１】
　本発明の実施形態によってタッチ位置の移動距離の臨界距離が設定されていてもよく、
このとき、制御部１７０は、タッチ位置の移動距離が臨界距離以上に該当するか否かを判
断し、臨界距離以上に該当する場合のみに表示部１２２を制御して、イメージをズームイ
ン又はズームアウトして表示するか、表示されたイメージを移動または回転させて表示す
る。
【００５２】
　また、本発明の実施形態によって制御部１７０は、第１タッチセンサ部１２１に入力さ
れるタッチ位置の移動動作と、第２タッチセンサ部１３０に入力されるタッチ位置の移動
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動作とを区分して認識し、互いに異なるＵＩを提供する。例えば、第１タッチセンサ部１
２１のみに上方向のタッチ位置の移動動作が入力される場合には、制御部１７０は表示部
１２２を制御して、イメージを上方向に移動させて表示し、第２タッチセンサ部１３０の
みに上方向のタッチ位置の移動動作が入力される場合には、表示部１２２を制御して、イ
メージをズームイン又はズームアウトして表示する。図１４は、本発明の第４実施形態に
係る携帯端末機１００の表示画面の他の例示図に該当する。図１４の［ｂ］は、図１４の
［ａ］のようにイメージが表示された状態で、ユーザが第１タッチセンサ部１２１のみに
上方向のタッチ位置の移動動作を入力した場合に、携帯端末機１００が表示する画面の例
示図であり、図１４の［ｂ］には、図１４の［ａ］に表示されたイメージが上方向に移動
した形態が表示されている。図１４の［ｃ］は、図１４の［ａ］のようにイメージが表示
された状態で、ユーザが第２タッチセンサ部１３０のみに上方向のタッチ位置の移動動作
を入力した場合に、携帯端末機１００が表示する画面の例示図であり、図１４の［ｃ］に
は、図１４の［ａ］に表示されたイメージのズームインされた形態が表示されている。
【００５３】
　本発明の実施形態において、１１０１ステップで表示されたイメージが３Ｄイメージに
該当する時、ユーザによって第１タッチセンサ部１２１のみに上方向のタッチ位置の移動
動作が入力される場合には、制御部１７０は表示部１２２を制御して、３Ｄイメージを上
方向に移動させて表示し、第２タッチセンサ部１３０のみに上方向のタッチ位置の移動動
作が入力される場合には、制御部１７０は表示部１２２を制御して、３Ｄイメージのビュ
ーポイントを変更して表示する。図１５は、本発明の第４実施形態に係る携帯端末機１０
０の表示画面の他の例示図である。図１５の［ｂ］は、図１５の［ａ］のように３Ｄイメ
ージが表示された状態で、ユーザが第１タッチセンサ部１２１のみに上方向のタッチ位置
の移動動作を入力した場合に、携帯端末機１００が表示する画面の例示図に該当する。図
１５の［ｂ］には、図１５の［ａ］に表示された３Ｄイメージが上方向に移動した形態が
表示されている。図１５の［ｃ］は、図１５の［ａ］のように３Ｄイメージが表示された
状態で、第２タッチセンサ部１３０のみに上方向のタッチ位置の移動動作を入力した場合
に、携帯端末機１００が表示する画面の例示図に該当する。図１５の［ｃ］には、図１５
の[ａ］に表示された３Ｄイメージのビューポイントが変更された形態が表示されている
。
【００５４】
　また、本発明の実施形態において、１１０１ステップで制御部１７０がオーディオ処理
部１４０を制御して、携帯端末機１００に格納された音楽を再生しており、ユーザが第１
タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ部１３０にタッチを入力すれば、１１０２
ステップで制御部１７０は、第１タッチセンサ部１２１および第２タッチセンサ部１３０
を制御して、ユーザによるタッチ入力を感知し、１１０３ステップで第１タッチセンサ部
１２１および第２タッチセンサ部１３０を制御して、第１タッチセンサ部１２１および第
２タッチセンサ部１３０のタッチ位置の移動動作が入力されるか否かを判断し、タッチ位
置の移動動作が入力されるものと判断すれば、１１０４ステップでタッチ位置の移動動作
のパターンを認識し、１１０５ステップで認識されたタッチ位置の移動パターンによりオ
ーディオ処理部１４０を制御して、再生される音楽のボリュームを調節する。
【００５５】
　本発明においてユーザは、多様なタッチ入力によって携帯端末機を操作することができ
、それぞれの入力に対して互いに異なるＵＩを提供され、携帯端末機を用いるにあたって
感性的な側面が向上される効果が発生する。
【００５６】
　さらに実施形態で表示されたイメージやファイルが、タッチ位置の移動動作の変化を感
知して移動する場合にも、この変化は実施形態で説明したものに動作が制限されない。
【００５７】
　例えば、図１５の［ａ］および［ｂ］は、表示された３Ｄイメージを第２タッチセンサ
部に入力なしで、第１タッチセンサ部のみに上方向タッチの入力を受けたタッチ入力に対



(14) JP 5823400 B2 2015.11.25

10

20

応して前記３Ｄイメージを上側に移動させる思想について開示しているが、その他の実施
形態が提示されることも可能である。
【００５８】
　第２タッチセンサ部に入力なしで、第１タッチセンサ部に上方向の移動するタッチ入力
が入力された場合、前記３Ｄイメージは、下方向にスクロール、回転、位置変更、形状変
更などが可能となる。さらに当業者が変更実施可能な他の実施形態の場合も、本発明の権
利範囲に含まれることが自明である。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　一方、本明細書と図面に開示された本発明の実施形態は、本発明の技術内容を容易に説
明して本発明の理解を助けるために特定例を提示したものであるだけで、本発明の範囲を
限定しようとするものではない。ここに開示された実施形態の以外にも本発明の技術的思
想に基づいた他の変形例が実施可能であることは、本発明が属する技術分野で通常の知識
を有する者に自明である。
【符号の説明】
【００６０】
　１１０　無線通信部
　１２０　タッチスクリーン部
　１３０　第２タッチセンサ部
　１４０　オーディオ処理部
　１５０　キー入力部
　１６０　格納部
　１７０　制御部

【図１（ａ）】 【図１（ｂ）】
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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