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明 細 苫

携帯型画像表示装置、その制御方法及び 吉 ，報記盾媒体

技術分野

０００1 本発明は、ュ一ザが携帯して使用する携帯型画像表示装置、その制御方法及び

情報記憶媒体に関する。

背景技術

０００2 近年、携帯型ゲーム機、携帯電話、携帯情報端末 (P )など、ュ一ザが携帯して

使用でき、ュ一ザに各種の情報を提示する表示画面を備えた各種の画像表示装置

が登場している (例えば特許文献 参照 )。このょぅな携帯型画像表示装置は、ュ一

ザの操作入力に応じて各種の情報処理を実行して、その結果を表示画面に表示す

る。

特許文献1:米国特許出願公開第2００7 ０2０2956号明細菩

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3 上述したょぅな携帯型画像表示装置は、ュ一ザが多様な操作入力を容易に行ぅこと

のできるュ一ザインタフェースを備えることが望ま 、。

０００4 また、上述したょぅな携帯型画像表示装置において、多様な方法でュ一ザに情報

を提示できるょぅにするため、本願発明者らは、携帯型画像表示装置の表裏両面に

表示画面を設けることを検討している。この場合、ュ一ザが携帯型画像表示装置を

手で持って、両方の表示画面を閲覧する際には、様々な取り扱い方をすることが予

想される。そのため、このょぅなュ一ザにょる携帯型画像表示装置の取り扱い方を考

慮して、表示画面に画像を表示する必要がある。

０００5 本発明は上記実情に鑑みてなされたものであって、その目的の一つは、ュ一ザが

容易に多様な操作入力を行ぅことのできる携帯型画像表示装置、その制御方法及び

情報記憶媒体を提供することにある。

０００6 また、本発明の別の目的は、表裏両面に表示画面を備える場合に、ュ一ザにょる

携帯型画像表示装置の取り扱い方に応じた態様で、表示画面に画像を表示すること



のできる携帯型画像表示装置、その制御方法及び情報記憶媒体を提供することにあ

る。

課題を解決するための手段

「 7 本発明の一態様に係る携帯型画像表示装置は、略矩形の表示画面と、前記表示

画面の外周を構成する少なくとも2つの辺のそれぞれに沿って設けられ、それぞれユ

ーザの指が触れた位置を検知する複数のタッチセンザと、前記複数のタッチセンザ

のそれぞれにより検知される複数の指の位置の細み合わせに応じて、前記表示画面

に表示する画像を変ィヒさせる表示画像制御手段と、を含むことを特徴とする。

「 8 また、上記携帯型画像表示装置において、前記表示画像制御手段は、前記複数

のタッチセンザにより検知される複数の指の位置それぞれの動きの細み合わせに応

じて、前記表示画面に表示する画像を変ィヒさせることとしてもよい。

「 g また、上記携帯型画像表示装置において、前記表示画像制御手段は、前記複数

のタッチセンザにより検知される複数の指の位置それぞれの動く向きの細み合わせ

に応じて、前記表示画面に表示する画像を変ィヒさせることとしてもよい。

「 また、前記携帯型画像表示装置は、略矩形の平板状の笛体を備え、前記表示画

面は、前記笛体の表面に設けられ、前記複数のタッチセンザのそれぞれは、前記笛

体の側面に設けられることとしてもよい。

「00 また、本発明の一態様に係る携帯型画像表示装置の制御方法は、略矩形の表示

画面と、前記表示画面の外周を構成する少なくとも2つの辺のそれぞれに沿って設け

られ、それぞれユーザの指が触れた位置を検知する複数のタッチセンザと、を備える

携帯型画像表示装置の制御方法であって、前記複数のタッチセンザのそれぞれによ

り検知される複数の指の位置の細み合わせに応じて、前記表示画面に表示する画

像を変ィヒさせるステップ、を含むことを特徴とする。

「0 ?1 また、本発明の一態様に係る情報記憶媒体は、略矩形の表示画面と、前記表示画

面の外周を構成する少なくとも2つの辺のそれぞれに沿って設けられ、それぞれユー

ザの指が触れた位置を検知する複数のタッチセンザと、を備える携帯型画像表示装

置としてコンピュータを機能させるためのプログラムであって、前記複数のタッチセン

ザのそれぞれにより検知される複数の指の位置の細み合わせに応じて、前記表示画



面に表示する画像を変ィヒさせる表示画像制御手段、として前記コンピュータを機能さ

せるためのプログラムを格納した、コンピュータ読み取り可能な情報記憶媒体である。

００13 また、本発明の別の態様に係る携帯型画像表示装置は、平板状の笛体の表面に

設けられた第 表示画面と、前記笛体の前記第 表示画面とは反対側の面に設けら

れた第2表示画面と、前記第 表示画面がユーザに向けられる第 状態、及び前記

第2表示画面がユーザに向けられる第2状態をそれぞれ特定する状態特定手段と、

前記第 状態及び前記第2状態の一方から他方への遷移が生じる際の前記笛体の

姿勢変化の態様に応じて、ユーザに向けられる表示画面に表示する画像を変ィヒさせ

る表示画像制御手段と、を含むことを特徴とする。

００14 また、上記携帯型画像表示装置において、前記表示画像制御手段は、前記姿勢

変化の態様に応じて、前記遷移後の状態においてユーザに向けられる表示画面に

表示する画像の前記笛体に対する向きを変ィヒさせることとしてもよい。

００15 さらに、上記携帯型画像表示装置において、前記表示画像制御手段は、前記笛体

が回伝して前記遷移が生じる際の、当該回伝の回伝軸の前記笛体に対する向きに

応じて、当該遷移後の状態においてユーザに向けられる表示画面に表示する画像

の前記笛体に対する向きを変ィヒさせることとしてもよい。

００16 また、上記携帯型画像表示装置において、前記表示画像制御手段は、前記姿勢

変化の態様に応じて、前記遷移前の状態においてユーザに向けられる表示画面に

表示する画像を、当該遷移が生じる際に変ィヒさせることとしてもよい。

００17 また、上記携帯型画像表示装置において、前記笛体は、略矩形の平板状であって

、前記笛体の側面には、それぞれユーザの指が触れた位置を検知する複数のタッチ

センザが設けられていることとしてもよい。

００18 また、本発明の別の態様に係る携帯型画像表示装置の制御方法は、平板状の笛

体の表面に設けられた第 表示画面と、前記笛体の前記第 表示画面とは反対側の

面に設けられた第2表示画面と、を備える携帯型画像表示装置の制御方法であって

、前記第 表示画面がユーザに向けられる第 状態、及び前記第2表示画面がユー

ザに向けられる第2状態をそれぞれ特定するステップと、前記第 状態及び前記第2

状態の一方から他方への遷移が生じる際の前記笛体の姿勢変化の態様に応じて、



ユーザに向けられる表示画面に表示する画像を変ィヒさせるステップと、を含むことを

特徴とする。

００19 また、本発明の別の態様に係る情報記憶媒体は、平板状の笛体の表面に設けられ

た第 表示画面と、前記佳体の前記第 表示画面とは反対側の面に設けられた第2

表示画面と、を備える携帯型画像表示装置としてコンピュータを機能させるためのプ

ログラムであって、前記第 表示画面がユーザに向けられる第 状態、及び前記第2

表示画面がユーザに向けられる第2状態をそれぞれ特定する状態特定手段、及び

前記第 状態及び前記第2状態の一方から他方への遷移が生じる際の前記笛体の

姿勢変化の態様に応じて、ユーザに向けられる表示画面に表示する画像を変ィヒさせ

る表示画像制御手段、として前記コンピュータを機能させるためのプログラムを格納

した、コンピュータ読み取り可能な情報記憶媒体である。

図面の簡単な説明

００2０ 図 A 本発明の実施の形態に係る携帯型画像表示装置の表面側の外観を示す斜

視図である。

図 B 本発明の実施の形態に係る携帯型画像表示装置の裏面側の外観を示す斜

視図である。

図2 本発明の実施の形態に係る携帯型画像表示装置の内部構成を示すブロック図

である。

図3 第 実施形態に係る携帯型画像表示装置の機能例を示す機能ブロック図であ

る。

図4 ユーザによるタッチセンザに対する操作の一例を示す説明図である。

図5 ユーザによるタッチセンザに対する操作の別の例を示す説明図である。

図6 ユーザによるタッチセンザに対する操作の別の例を示す説明図である。

図7 ユーザによるタッチセンザに対する操作の別の例を示す説明図である。

図8 ユーザによるタッチセンザに対する操作の別の例を示す説明図である。

図9 ユーザによるタッチセンザに対する操作の別の例を示す説明図である。

図1０ユーザによるタッチセンザに対する操作の別の例を示す説明図である。

図 本発明の実施の形態に係る他の携帯型画像表示装置の断面形状を示す図



である。

図12 第2実施形態に係る携帯型画像表示装置の機能例を示す機能ブロック図であ

る。

図 A 状態遷移の際の姿勢変化の態様の一例を示す説明図である。

図13B 状態遷移の際の姿勢変化の態様の別の例を示す説明図である。

図14 各状態間の遷移と、表示画像の向きとの間の関係を示す説明図である。

発明を実施するための最良の形態

００2 1 以下、本発明の実施の形態について、図面に某づき詳細に説明する。

００2 2 第 実施形態

図 及び図 は、本発明の第 の実施形態に係る携帯型画像表示装置 の外観

を示す斜視図であって、図 は携帯型画像表示装置 を表面 ( E面)側から見た様

子を、図 は同じ携帯型画像表示装置 を裏面側から見た様子を、それぞれ示して

いる。

００2 3 これらの図に示されるよぅに、携帯型画像表示装置 の笛体 ０は、全体として略矩

形の平板状の形状をしており、その表面に第 表示画面 2aが、裏面に第2表示画

面 2bが、それぞれ設けられている。これらの表示画面は、いずれも略矩形の形状を

しており、笛体 ０の表面又は裏面の大部分を占めるよぅに配置されている。第 表示

画面 2a及び第2表示画面 2bは、例えば液品表示パネルや有機 表示パネル等

、画像の表示が可能な各種のデバイスであってよい。また、これらの表示画面に対し

て、ュ一ザの指などが触れた位置を検知可能なタッチパネルが重ねて配置されること

００24 さらに、本実施形態に係る携帯型画像表示装置 では、表示画面の外周を構成す

る4辺のそれぞれに沿って、4つのタッチセンザが設けられている。これらのタッチセ

ンザは笛体 ０の四方の側面それぞれに配置されており、それぞれ直線状の検知領

城を備えている。このよぅ こ笛体 ０の側面に配置されることで、各タッチセンザは、笛

体 ０の表面に配置された第 表示画面 2aの外周の一辺、及び裏面に配置された

第2表示画面 2bの外周の一辺、の双方に沿って配置されることとなる。

００2 5 具体的に、本実施形態では、第 表示画面 2a及び第2表示画面 2bの長辺方向



(左右方向) に沿った側面に、第 タッチセンザ 4a及び第3タッチセンザ 4cが、第

表示画面 2a及び第2表示画面 2bの短辺方向 (上 方向) に沿った側面に、第2タ

ッチセンザ 4b及び第4タッチセンザ 4dが、それぞれ配置されている。

００26 これらのタッチセンザは、携帯型画像表示装置 を使用するユーザの指が触れた位

置を検知するために用いられる。各タッチセンザは、例えば静電容呈式や感圧式、

光学式など各種の方式のものであってよい。また、各タッチセンザは、ユーザの指が

触れた位置だけでなく、例えば指の接触面積や圧力などを検知することによって、ユ

ーザの指がタッチセンザを押さえる強さを検知することとしてもよい。これらのタッチセ

ンザがユーザの指の位置を検知することによって、携帯型画像表示装置 は、第 表

示画面 2aや第2表示画面 2bの外周に沿った方向のユーザの指の位置を、操作

入力として受け付けることができる。

００27 また、笛体 ０表面には、第 表示画面 2aに隣接して第 遠赤外線センザ 6aが

設けられている。さらに、笛体 ０裏面には、第2表示画面 2bに隣接して第2遠赤外

線センザ 6bが設けられている。これらの遠赤外線センザは、熱源から放射される遠

赤外線を検知する。これによって、携帯型画像表示装置 は、各遠赤外線センザの

前方にユーザがいるか否かを検知することができる。なお、携帯型画像表示装置 は

、遠赤外線センザに代えて、またはこれに加えて、例えばCC ヵメラなど、ユーザの

位置を検知可能な各種のデバイスを備えることとしてもよい。

００28 また、携帯型画像表示装置 の笛体 ０の内部には、加速度センザ 8及びジヤイロ

センザ2０が配置されている。加速度センザ 8は3軸加速度センザであって、笛体 ０

に対して設定された3つの某準軸 (X軸、 軸及び )それぞれの方向に生じる加

速度を検知する。ここで、3つの某準軸は互いに略直交しており、X軸は笛体 ０表面

の矩形の長辺方向、 軸は矩形の短辺方向、Z軸は笛体 ０の厚さ方向にそれぞれ

設定されているものとする。重力によって各某準軸に生じる加速度を加速度センザ

8が検知することによって、携帯型画像表示装置 は、自分自身の姿勢 (すなわち、

重力が働く鉛直方向に対する笛体 ０の傾き)を検知することができる。

００29 ジヤイロセンザ2０は、ジヤイロ某準軸にこでは を中心とした回伝の角速度を検

知し、当該検知した角速度に応じた電気信号を出力する。例えばジヤイロセンザ2０



は圧電振動型ジャイロなどであってよい。ジャイロセンザ2０によって検知される角速

度を積分することで、携帯型画像表示装置 はZ軸を某準とした笛体 ０の回伝角を

算出することができる。

００3０ なお、図 及び図 には示されていないが、携帯型画像表示装置 は、タッチセ

ンザ以外にも、例えばボタンやスイッチなど、ュ一ザの操作入力を受け付けるための

各種の操作部材を笛体 ０の表面や裏面、側面などに備えることとしてもよい。

００3 1 図2は、携帯型画像表示装置 の内部構成を示す構成ブロック図である。同図に示

されるよぅに、携帯型画像表示装置 は、制御部3０と、記憶部32と、画像処理部34と

、を含んで構成されている。制御部3０は、例えば P 等であって、記憶部32に格納

されているプログラムに従って、各種の情報処理を実行する。記憶部32は、例えば

や O 等のメモり素子や、ディスクデバイスなどであって、制御部3０によって実

行されるプログラムや各種のデータを格納する。また、記憶部32は、制御部3０のワ

ークメモりとしても機能する。

００32 画像処理部34は、例えばGP とフレームバッファメモりとを含んで構成され、制御

部3０が出力する指示に従って、第 表示画面 2a及び第2表示画面 2bのそれぞ

れに表示する画像を描画する。具体例として、画像処理部34は第 表示画面 2a及

び第2表示画面 2bのそれぞれに対応した2つのフレームバッファメモりを備え、GP

は、制御部3０からの指示に従って、所定時間おきにこれら2つのフレームバッファ

メモりのそれぞれに対して画像を菩き込む。そして、これらのフレームバッファメモりに

菩き込まれた画像が、所定のタイミングでビデオ信号に変換されて、それぞれ対応す

る表示画面に表示される。

００33 本実施形態では、制御部3０は、タッチセンザ 4a～4d、遠赤外線センザ 6a及

び 6b、加速度センザ 8、並びにジャイロセンザ2０のそれぞれによる検知結果など

に某づいて、各種の処理を実行する。特に、制御部3０は、タッチセンザ 4a～4d

によるュ一ザの指の位置の検知結果に某づいて、ュ一ザによる指示操作の内容を

判断して、当該指示操作に応じた処理を実行し、処理結果を表示画面に表示してュ
一ザに提示する。

００34 ここで、ュ一ザが閲覧する表示画面は、場合によって、第 表示画面 2aになったり



第2表示画面 2bになったりする。そこて、携帯型画像表示装置 は、ユーザか主に

閲覧していると想定される表示画面 (以下、主表示画面といぅ)を特定し、この主表示

画面に主として表示すへき画像を表示する。また、主表示画面と反対側の表示画面

(以下、副表示画面とレぢ) には、主表示画面に表示する画像と関庫する補助的な清

報を表示してもよレ七、あるいは主表示画面に表示する画像を生成するプロクラムと

は別のプロクラムよって生成される、他の画像を表示してもよい。また、副表示画面に

は、ユーザの操作なとによって当咳副表示画面か主表示画面に切り替わるまて画像

を表示しないこととしてもよい。

００35 なお、第 表示画面 2a及ひ第2表示画面 2bのとちらを主表示画面とするかは、

例えは、第 遠赤外線センザ 6a及ひ第2遠赤外線センザ 6bにより検知される、ユ

ーザか笛体 ０のとちら側に存在するかを示す清報や、加速度センザ 8により検知さ

れる笛体 ０の姿勢なとに応して切り替えられることとしてもよい。あるレソま、ユーザの

明示の指示操作に応して切り替えられることとしてもよい。

００36 以下、本実施形態において、各タノチセンザの検知結果に応して制御都3０か実行

する処理の具体例について、脱明する。本実施形態ては、制御都3０は、タノチセン

ザ 4a～4dにより検知されるユーザの指の複数の位置の細み合わせに応して、主

表示画面に表示する画像を変ィヒさせる処理を実行する。このよぅな処理を実行する

ため、携帯型画像表示装置 は、機能的に、図3に示すよぅに、検知位置・清報取得

部4０と、操作種別判定部4 2と、表示画像制御処理部44と、を含んている。これらの

機能は、制御都3０か記惜部32に格納されたプロクラムを実行することにより実現さ

れる。このプロクラムは、例えは光ティスクやメモリヵ一ト等のコンピュータ読み取り可

能な各種の清報記惜媒体に格納されて提供されてもよレ七、インターネオ等の面信

ネオワークを介して提供されてもよい。

００37 検知位置・清報取得部4０は、タノチセンザ 4a～4dかユーザの指の位置を検知

して出力する座標値を取得する。本実施形態において、タノチセンザ 4a～4dのそ

れそれは、ユーザの指か触れた位置を検知した場合に、その位置を示す座標値を

所定時間おきに出カする。なお、ここては各タノチセンザか出カする座標値は、直線

状の検知領城内の位置を示す一吹元の値てあることとする。検知位置・清報取得部



4０は、4つのタノチセンザのそれそれか出力する座標値を所定時間おきに取得する

。これによって、4つのタノチセンザに対応して、ユーザの指の位置の動き (時間変化

)を示す最大て4個の座標値列か得られる。また、検知位置・清報取得部4０は、検知

位置を示す座標値たけてなく、その位置をユーザか押さえる強さを示す圧力値を取

得してもよい。この場合、検知位置・清報取得部4０は、この圧力値か所定の閾値以

上となっている座標値たけを、ユーザの指か接触している位置を示す座標値として採

用することとしてもよい。

００38 操作種別判定部4 2は、検知位置・清報取得部4０か取得したユーザの指の位置の

動きを示す複数の座標値列に某ついて、ユーザか実行する操作の種別を判定する

。例えは操作種別判定部4 2は、ます4つのタノチセンザのそれそれについて、予め

定められた期間にわたってユーザの指か触れ続け、かつその期間内にユーザの指

か所定最以上動いたか否かを判定する。そして、ユーザの指か所定最以上動いたと

判定されるタノチセンザか複数ある場合に、これらタノチセンザの細み合わせと、ユー

ザの指の動きの方向 (すなわち、座標値列内において座標値か増大したか、あるい

は減少したか) とに某ついて、ユーザによる操作の種別を判定する。これにより、複数

のタノチセンザか検知するユーザの指の位置それそれの動きにこては動く向き の

細み合わせに応して、操作種別の判定を行うことかてきる。

００39 表示画像制御処理部44は、操作種別判定部4 2によって判定される操作種別に応

して、主表示画面に表示する画像を変ィヒさせる。具体的には、例えは画面に表示さ

れている画像を拡大又は縮 、したり、左右上下の方向にスクロール (平行移動) させ

たりする画像処理を実行する。

００4０ 以下、ユーザ操作の種別に応した画像の変化の具体例について、図4から図9まて

の各図に某ついて脱明する。なお、これらの図においては、第 表示画面 2aを主表

示画面とし、その外周を構成する4辺に沿って実際には笛体 ０の側面に配置されて

いる各タノチセンザを、第 表示画面 2aの各辺に並へて模式的に表している。また

、ユーザの指の動きを各タノチセンザ上の矢印て示している。

００4 1 図4は、ユーザの操作に応して制御都3０か第 表示画面 2aに表示されている画

像を左右方向にスクロールさせる場合の例について、示している。この図の例ては、



表示画面の左右方向に沿って配置された第 タッチセンザ 4a及び第3タッチセンザ

4cの双方が、表示画面に向かって左方向 (すなわち、X軸負方向) にュ一ザの指が

動く動きを検知している。この場合、制御部3０は、第 表示画面 2aに表示されてい
る画像を、ュ一ザの指の動く方向と同じ左方向に向けてスクロールさせる処理を実行

する。逆に第 タッチセンザ 4a及び第3タッチセンザ 4cが、表示画面に向かって右

方向 (X軸正方向)へのュ一ザの指の動きを検知した場合、制御部3０は、第 表示

画面 2aに表示されている画像を右方向に向けてスクロールさせる。

００42 図5は、第 表示画面 2aに表示されている画像を上下方向にスクロールさせる場

合の例について、示している。この図に示されるよぅに、表示画面の上下方向に沿っ
て配置された第2タッチセンザ 4b及び第4タッチセンザ 4dにより、表示画面に向か

って上方向 ( 軸正方向)へのュ一ザの指の動きが検知された場合、制御部3０は、

第 表示画面 2aに表示されている画像を上方向に向けてスクロールさせる。また、

下方向 ( 軸負方向)へのュ一ザの指の動きが検知された場合、制御部3０は、表示

画像を下方向に向けてスクロールさせる。

００43 図6は、ュ一ザが画像の縮小を指示する場合の例について、示している。この図の

例では、第 タッチセンザ 4aがX軸正方向へのュ一ザの指の動きを、第2タッチセン

ザ 4bが 軸負方向へのュ一ザの指の動きを、それぞれ検知している。すなわち、互

いに隣接する2つのタッチセンザ同上が、いずれも他方のタッチセンザに近づく向き

のュ一ザの指の動きを検知していることになる。この場合、制御部3０は、第 表示画

面 2aに表示された画像を縮小する処理を実行する。同様に、第2タッチセンザ 4b

が 軸正方向、第3タッチセンザ 4cがX軸正方向へのュ一ザの指の動きをそれぞれ

検知した場合や、第3タッチセンザ 4cがX軸負方向、第4タッチセンザ 4dが 軸正

方向へのュ一ザの指の動きをそれぞれ検知した場合、また第4タッチセンザ 4dが

軸負方向、第 タッチセンザ 4aがX軸負方向へのュ一ザの指の動きをそれぞれ検

知した場合にも、同様に、画像の縮小処理を実行することとしてもよい。

００44 逆に、隣接する2つのタッチセンザのそれぞれが、いずれも他方のタッチセンザから

離れる向きのュ一ザの指の動きを検知した場合、制御部3０は、第 表示画面 2aに

表示されている画像を拡大する処理を実行する。図7は、ュ一ザによるこのよぅな画



像拡大の指示の一例として、第4タッチセンザ 4dが 軸正方向へのユーザの指の

動きを検知するとともに、第 タッチセンザ 4aがX軸正方向へのユーザの指の動きを

検知している場合の例について示している。このように、前述した画像の縮小の指示

と逆方向へのユーザの指の動きの細み合わせが検知された場合に、制御部3０は第

表示画面 2aに表示されている画像を拡大する処理を実行する。

００45 図8及び図9は、回伝の指示を行う際のユーザの指の動きの一例を示している。図

8の例でほ、互いに対向する第 タッチセンサ 4a及び第3タッチセンサ 4cが、互い
に逆向きのユーザの指の動きを検知している。すなわち、第 タッチセンザ 4aはX

軸正方向、第3タッチセンザ 4cはX軸負方向へのユーザの指の動きを検知している

。これに応じて、制御部3０は、第 表示画面 2aに表示されている画像を反時計回り

に回伝させる処理を行う。また、これとは逆に、第 タッチセンザ 4aがX軸負方向、

第3タッチセンザ 4cがX軸正方向へのユーザの指の動きを検知した場合には、表示

画像を時計回りに回伝させる処理を行う。

００46 また、図9は、やはり互いに対向する第2タッチセンザ 4b及び第4タッチセンザ 4d

が、互いに逆向きのユーザの指の動きを検知している例を示している。この図の例で

は、第2タッチセンザ 4bは 軸正方向、第4タッチセンザ 4dは 軸負方向へのユ

ーザの指の動きを検知しており、これに応じて制御部3０は表示画像を反時計回りに

回伝させる。また、第2タ、ソチセンザ 4bが 軸負方向、第4タッチセンザ 4dが 軸

正方向へのユーザの指の動きを検知した場合、制御部3０は、逆に表示画像を時計

回りに回伝させる。

００47 なお、以上の例においては、第 表示画面 2aが主表示画面であると仮定したが、

第2表示画面 2bが主表示画面として選択されているときにも、制御部3０が同様の

処理を実行することにより、ユーザは表示画面に表示されている画像を変化させる操

作入力を行うことができる。ただし、この場合、制御部3０は、どちらの表示画面が主

表示画面として選択されているか、また主表示画面に対してどのような向きで画像が

表示されているかに応じて、各タッチセンザが検出する指の位置の動く向きと、画像

のスクロール方向や回転方向との対応関係を変化させることとする。これにより、ユー

ザが指を動かした方向に合わせて、画像を変化させることができる。



００48 また、以上の例において、制御部3０は、各タッチセンザにより検知されるュ一ザの

指の動く向きだけでなく、その移動呈に応じて、第 表示画面 2aに表示する画像を

変ィヒさせてもよい。例えば、ュ一ザの指が動いた呈に応じて、画像を変ィヒさせる際に

おけるスクロール最やスクロール速度、拡大率・縮小率や拡大縮小の速度、回伝呈

や回伝速度などを変ィヒさせてもよい。さらに、以上の例においては、制御部3０は主

表示画面に表示されている画像の全体をスクロールしたり、拡大・縮小したり、回伝し

たりすることとしたが、これに限らず、表示されている画像の一部や、画像内に配置さ

れた操作対象のオブジェクトなどを、ュ一ザの指の動きに応じて移動させたり、拡大・

縮小したり、回伝したりする処理を実行することにより、主表示画面に表示する画像を

変ィヒさせてもよい。

００49 また、これまでの説明では、複数の指の位置それぞれの動きの細み合わせに応じ

て表示画像を変ィヒさせる例について説明したが、これに限らず、制御部3０は、例え

ば予め定められた複数の位置に対してュ一ザが単に指を触れる操作に応じて、表示

画像を変ィヒさせる各種の処理を実行してもよい。

００5０ さらに、これまでの説明では、タッチセンザ 4a～4dは、いずれもュ一ザの指が触

れる位置を 箇所だけ検知することとしている。しかしながら、これに限らず、タッチセ

ンザ 4a～4dのそれぞれは、同時期に複数の指が触れる場合に、これら複数の指

それぞれの位置を検知する多点検知が可能なものであってもよい。この場合、制御

部3０は、一つのタッチセンザが検知する複数の指の位置の細み合わせに応じて、主

表示画面に表示する画像を変ィヒさせることとしてもよい。

００5 1 具体的に、一つのタッチセンザによって複数の指の位置が検知される場合、検知

位置・情報取得部4０は、当該タッチセンザが出力する複数の座標値を取得する。そ

して、取得した複数の座標値の間の大小 (すなわち、それぞれの座標値が示す検知

領城内の位置の順序)や、前回検知された指の位置との間の距離などの情報を用い

て、取得した複数の座標値のそれぞれを、前回タッチセンザが出力した座標値のぅち

、ュ一ザの同じ指が触れた位置を示すと推定される座標値と関連づける。これによっ
て、検知位置・情報取得部4０は、一つのタッチセンザの出力に某づいて、ュ一ザの

複数の指のそれぞれについて、その動きを示す複数の座標値列を取得できる。この



複数の座標値列を、前述した例において複数のタッチセンザそれぞれが出力する座

標値に基づいて取得された複数の座標値列と同じように用いることによって、操作種

別判定部4 2は、ユーザが実行する操作の種別を判定する。

００5 2 図 ０は、このような多点検知型のタッチセンザにより検知されるユーザの指の動き

の一例を示している。この図の例では、第 タッチセンザ 4aが、ユーザの2木の指が

互いに近づく動きを検知している。この場合、図6の例と同様に、表示画像制御処理

部44は、表示画像を縮小する処理を実行する。また、逆に2木の指が互いに離れる

動きを検知した場合には、表示画像制御処理部44は、表示画像を拡大する処理を

実行する。なお、第 タッチセンザ 4aに限らず、他の3つのタッチセンザが同様のユ

ーザの指の動きを検知することにより、表示画像が縮小又は拡大されることとしてもよ

００5 3 なお、このようにタッチセンザが多点検知型の場合、各タッチセンザからの出力に対

して、位置の変化しない座標値列と、位置が時間とともに変化する座標値列と、が混

在する複数の座標値列が取得される場合がある。このような場合、操作種別判定部4

2は、位置の変化しない座標値列を、ユーザが笛体 ０を把持することによってユーザ

の手が触れている位置であると判定して、このような座標値列を操作種別判定の丸

象から除外することとしてもよい。こうすれば、タッチセンザがユーザの意図しない指

や手のひらの接触を検知してしまっている場合にも、ユーザがタッチセンザ上で指を

動かす操作だけを対象として、図4から図9までで例示したような複数のタッチセンザ

に対するユーザの操作を特定することができる。

００54 また、制御部3０は、 つのタッチセンザがユーザの 木の指の動きを検知しただけ

の場合にも、当該検知されたユーザの指の位置に応じて各種の処理を実行すること

としてもよい。例えば制御部3０は、前述した表示画像を上下左右のいずれかにスク

ロールさせる図4や図5の例と同様の処理を、いずれか一つのタッチセンザによりユ

ーザの指の動きが検知される場合に実行してもよい。また、制御部3０は、 つのタッ

チセンザによりユーザの指が単に予め定められた位置に接触したことが検知された

場合にも、各種の処理を実行してよい。一例として、携帯型画像表示装置 がヵメラ

デバイスを備えている場合、一般的なヵメラにおいてシヤッタ一が設けられる位置を



ュ一ザが所定の強さを超える圧力で押さえたことが検知されたときに、制御部3０は、

このヵメラデバイスによる画像の撮像処理を実行してもよい。

００5 5 ここで、ュ一ザによる実際の指の動きを判別するために、検知位置・情報取得部4０

が出力する複数の座標値列に対して操作種別判定部4 2が実行する処理の例につ

いて、説明する。なお、以下の例では、タッチセンザ 4a～4dは多点検知型のセン

ザであって、検知位置・情報取得部4０は、各タッチセンザについて複数の座標値列

を出力可能であることとする。

００56 まず、操作種別判定部4 2は、各座標値列に対して、所定のヵットオフ周波数 (例え

ば5 z程度 ) 以下の周波数成分だけを通過させる口一パスフィルタ処理を実行する。

これにより、ュ一ザの指の検知位置を示す座標値列から、手ぶれなどによって生じる

比較的高い周波数の信号成分が除去される。

００5 7 続いて操作種別判定部4 2は、それぞれ口一パスフィルタ処理がなされた複数の座

標値列を、所定の某準に従って並べ替える。この並べ替えの順序は、ュ一ザが何ら

かの操作入力を行ぅ意図でタッチセンザに指を触れたことによって得られた可能性が

高い座標値ほど、順位が商くなるよぅな順序である。具体的に、例えば操作種別判定

部4 2は、以下に列挙するよぅな条件に従って各座標値列の指標値を算出し、この算

出された指標値の順に座標値列を並べ替える。一例として、この指標値は、座標値

列を構成する各座標値を検知したときに併せて検知された圧力値が高い座標値列

ほど、高く算出されることとする。これにより、ュ一ザの指が意図せずタッチセンザに

触れてしまぅことによって得られる座標値列の順位は低くなる。また、座標値列によっ
て示される検知位置が比較的同じ位置に安定して存在している、または一方向に向

けて安定的に変化している座標値列については、指標値が高く算出される。すなわ

ち、短時間に極端に大きく位置が変化している座標値列や、位置の変化する方向が

短時間に繰り返し変化している座標値タ は、誤検出などによって生じた可能性があ

るので、指標値が低く算出される。また、当該座標値列によって示される検知位置の

近傍に、他の座標値列による検知位置が存在しない座標値列 (すなわち、他から独

立した座標値列) の指標値を、再く算出する。こうすれば、複数の座標値列によって

示される検知位置が比較的狭い範囲に密接している場合、このよぅな座標値列はュ



一ザが携帯型画像表示装置 を把持することによって得られるものと想定されるので

、このよぅな座標値列の指標値を低くすることができる。また、各座標値列を構成する

座標値の数 (すなわち、ュ一ザの指の接触が継続している期間)を、指標値の算出に

用いてもよい。

さらに、操作種別判定部4 2は、この並べ替えられた順序に従って各座標値列を評

価して、各座標値列が所定の操作パターンに該当するか否かを判別することによっ
て、ュ一ザによる操作種別の判定をィ〒う。こうすれば、ュ一ザが意図的にタッチセン

ザに指を触れたことによって得られたと想定される座標値列を優先的に判定対象とし

て、操作種別の判定を行ぅことができる。このとき、判定の対象となる操作種別にも、

予め優先順位が定められていることとしてもよい。すなわち、携帯型画像表示装置

は、判別対象となる複数の操作パターンのそれぞれに対して、優先順位を関連付け

たテーブルを予め記憶しておく。そして、複数の操作パターンのそれぞれについて、

優先順位の高い操作パターンから順に、当該操作パターンに該当する座標値列が

あるか否かを判定する。さらに、この各座標値列が当該操作パターンに該当するか

否かの判定を、各座標値列について前述した並べ替えを行った順序で行ぅこととする

。この操作パターンの順序の具体例としては、優先順位の高いものから順に、ュ一ザ

の2本以上の指の動きによる操作、 木の指の動きによる操作、 木の指が所定位置

に触れる操作、 木の指が所定位置から離れる操作、といった順序が挙げられる。そ

して、この順序で操作種別の判定を行った結果、最初に該当する座標値列が存在す

ると判定された操作パターンを、ュ一ザが実際に行った操作入力であると判定する。

こぅすれば、より誤検出のおそれが低い操作を優先してュ一ザの操作として判定する

ことができる。また、2本以上の指の動きによる操作や 木の指の動きによる操作など

がそれぞれ複数種類ある場合、これら複数種類の操作パターンの間の優先順位も定

められていることとしてもよい。また、この優先順位は、アプリケーションプログラムによ

って実行中の処理の内容に応じて変化することとしてもよい。こぅすれば、実行中の

処理の内容 (状態 ) によって、ュ一ザが実行する可能性が低いと思われる操作や、誤

判定してしまうことむ避けたい換作 (処理内容を最終的に決定するための操作な巧

の優先順位を低くすることができる。



００59 なお、各座標値列が所定の操作パターンに該当するか否かの判定を操作種別判

定部4 2が行う際には、検知位置が所与の遊び呈を超える気だけ変化することを、当

該操作パターンに該当するか否かの判定条件に加えてもよい。こうすれば、ユーザ

の意図に反してわずかにユーザの指がタッチセンザに触れてしまった場合などに、ユ

ーザがタッチセンザ上で所定の向きに指を動かす操作を行ったと判定してしまうこと

を避けることができる。なお、この遊び呈は、複数の操作パターンの種別にとに、互い

に典なる値であってもよい。例えば図5に例示するような互いに離れたタッチセンザに

対する操作パターンと、図6に例示するような互いに隣接するタッチセンザに対する

操作パターンとでは、遊び呈を変ィヒさせてもよい。

００6０ 以上説明した本実施の形態によれば、表示画面の外周に沿って設けられた複数の

タッチセンザのそれぞれにより検知される指の位置の組み合わせに応じて、当該表

示画面に表示される画像が変化する。これにより、ユーザは、表示画面に対応する複

数のタッチセンザ上の位置を指で触ることで、表示画面に表示された画像に対して、

容易に、かつ直感的に理解しやすい態様で操作入力を行うことができる。また、複数

のタッチセンザにより複数の指の位置を検知し、その組み合わせに応じて画像を変

ィヒさせることによって、本実施形態に係る携帯型画像表示装置 は、ユーザによる多

様な種別の操作入力を受け付けることができる。さらに、複数のタッチセンザは表示

画面の外周に沿って設けられているので、ユーザがこれらのタッチセンザを指で触っ
て操作する際に、表示画面が指で隠れてしまうことがなく、画面の閲覧性を損ねにくく

することができる。

００6 1 なお、本発明の実施の形態は以上説明したものに限られない。

００62 例えば、携帯型画像表示装置 の笛体 ０の各側面にタッチセンザを設ける場合、

笛体の側面を、表示画面が設けられた表面及び当該側面の双方に平行な方向から

見て凹状になるように形成して、タッチセンザをこの四部の底面に沿って直線状に配

置することとしてもよい。図 は、このように側面が凹状に形成された携帯型画像表

示装置の断面形状を示している。なお、この図に示される携帯型画像表示装置は、

側面が凹状に形成されているほかは、図 及び図 に示す携帯型画像表示装置

と同様の構造をしており、同様に各表示画面やタッチセンザが配置されていることとし



ている。また、この図 においては、各表示画面に垂直で、第 タッチセンザ 4a及

び第3タッチセンザ 4cを通る平面で携帯型画像表示装置 を切った様子が示され

ている。このようにタッチセンザを凹部の底面に沿って配置すれば、同図に示される

ように、ユーザが意図的にタッチセンザに触れようとしたときにはタッチセンザに指を

接触させることができ、一方でユーザが単に笛体を把持している箇所では、意図せず

にユーザの指や手のひらがタッチセンザに触れてしまわないようにすることができる。

００63 また、以上説明した例においては、各タッチセンザを箇体 ０の側面に設けることと

している。しかしながら、タッチセンザは、笛体の各表示画面と同じ面上において、当

該表示画面の外周を構成する各辺に隣接して設けられてもよい。また、タッチセンザ

は必ずしも矩形の外周を構成する4辺全てに沿って設けられていなくともよい。例え

ば一方の長辺と一方の短辺など、少なくとも2辺のそれぞれに沿って2つのタッチセ

ンザが設けられていれば、これらタッチセンザのそれぞれが検知するユーザの指の

位置の細み合わせに応じて制御部3０が表示画面に表示する画像を変ィヒさせること

により、ユーザは表示画面に対する拡大や縮小などの各種の操作を直感的に行うこ

とができる。

００64 第2実施形態」

次に、本発明の第2の実施の形態に係る携帯型画像表示装置について、説明する

。なお、この第2実施形態に係る携帯型画像表示装置のハードウェア構成は、図

、図 及び図2に示される第 実施形態に係る携帯型画像表示装置のハードウェア

構成と同様である。したがって、その詳細な説明は省略し、第 実施形態と同様の構

成要素については、同一の参照符号を用いて参照する。

００65 本実施形態では、制御部3０は、タッチセンザ 4a～4d、遠赤外線センザ 6a及

び 6b、加速度センザ 8、並びにジヤイロセンザ2０のそれぞれによる検知結果など

に某づいて、各種の処理を実行し、その結果を第 表示画面 2a又は第2表示画面

2bに表示する。例えば制御部3０は、複数のプログラムを実行し、これらのプログラ

ムそれぞれによって生成される2種類の画像を、第 表示画面 2a及び第2表示画面

2bに表示してもよい。ある りま、一つのプログラムによって生成される主画像と副画

像とを、第 表示画面 2a及び第2表示画面 2bに表示してもよい。ユーザは、場合



によって携帯型画像表示装置 の笛体 ０を反伝させることによって、あるときは第

表示画面 2aを閲覧し、また別のときには第2表示画面 2bを閲覧しながら携帯型画

像表示装置 を使用する。

００66 以下、本実施形態において、制御部3０が実行する処理の具体例について、説明

する。本実施形態では、制御部3０は、第 表示画面 2aがユーザに向けられる状態

(以下、第 状態といぅ)及び第2表示画面 2bがユーザに向けられる状態 (以下、第

2状態といぅ) のそれぞれを特定する。そして、この2つの状態間の遷移が生じる際の

笛体 ０の姿勢変化の態様に応じて、ユーザに向けられる表示画面に表示する画像

を変ィヒさせる処理を実行する。このよぅな処理を実行するため、携帯型画像表示装置

は、機能的に、図 2に示すよぅに、状態特定部 5０と、表示画像制御処理部 5 2と、

を含んでいる。また、本実施形態では、表示画像制御処理部 52は、機能的に、姿勢

変化特定部 52aと、画像方向変更部 52bと、を含んでいる。これらの機能は、制御部

3０が記憶部32に格納されたプログラムを実行することにより実現される。このプログ

ラムは、例えば光ディスクやメモリカード等のコンピュータ読み取り可能な各種の情報

記憶媒体に格納されて提供されてもよレ七、インターネット等の通信ネットワークを介

して提供されてもよい。

００67 状態特定部 5０は、各センザによる検知結果などに某づいて、第 状態、及び第2状

態をそれぞれ特定する。具体例として、状態特定部 5０は、第 遠赤外線センザ 6a

及び第2遠赤外線センザ 6bの検知結果に応じて、第 状態及び第2状態を特定す

る。すなわち、第 遠赤外線センザ 6aがユーザの存在を検知している場合には、当

該第 遠赤外線センザ 6aと同じ笛体 ０の面に配置された第 表示画面 2aがユー

ザに向けられる第 状態にあると判定し、第2遠赤外線センザ 6bがユーザの存在を

検知している場合には、第2表示画面 2bがユーザに向けられる第2状態にあると判

定する。

００68 表示画像制御処理部 52は、状態特定部 5０によって特定される状態の遷移が生じ

る際の笛体 ０の姿勢変化の態様に応じて、第 表示画面 2a及び第2表示画面 2

bの一方又は両方に表示する画像を変化させる制御を行ぅ。

００69 具体的に、まず姿勢変化特定部 5 2aは、第 状態及び第2状態の一方から他方へ



の遷移が生じる際の笛体 ０の姿勢変化の態様を特定する。すなわち、一方の状態

から他方の状態へと遷移する際の笛体 ０の姿勢の変化の過程が、予め定められた

第 のパターン及び第2のパターンのぅち、どちらに該当するのかを特定する。

００7０ 一例として、姿勢変化特定部 52aは、笛体 ０が回伝して一方の状態から他方の状

態への遷移が生じる際の、当該回伝の回伝軸の笛体 ０に対する向きを特定する。

例えばそれまで第 表示画面 2aを閲覧していたュ一ザが、反対側の第2表示画面

2bを閲覧しよぅとした場合、ュ一ザは携帯型画像表示装置 の笛体 ０をいずれか

の向きに9０度以上回伝させることになる。このとき、状態特定部 5０は、第 状態から

第2状態への状態の遷移が生じることを特定する。加速度センザ 8は、当該回伝が

行われる過程における笛体 ０の姿勢を検知し、この検知結果に某づいて姿勢変化

特定部 52aは姿勢変化の過程が第 及び第2のパターンのいずれに該当するかを特

定する。例えば姿勢変化特定部 52aは、笛体 ０の回伝が 軸を回伝軸とするもので

ある場合には、第 のパターンに該当すると判定し、X軸を回伝軸とする回伝である

場合には、第2のパターンに該当すると判定する。

００7 1 図 3 及び図 3 は、このよぅな第 のパターン及び第2のパターンの姿勢変化の

様子を示す図であり、どちらの図も、第 表示画面 2aがュ一ザに向けられた状態 (

第 状態 )から第2表示画面 2bがュ一ザに向けられた状態 (第2状態 )へと遷移する

過程を示している。図 3 は第 のパターンの例を示しており、 軸を中心として笛体

０が回伝している。その結果、笛体 ０が 8０度回伝すると、笛体 ０に対して設定さ

れたX軸及びZ軸の正負方向は反伝するが、 軸の正負方向は変化しない。また、

図 3 は第2のパターンの例を示しており、X軸を中心として笛体 ０が回伝している

。その結果、笛体 ０が 8０度回伝すると、 軸及びZ軸の正負方向は反伝するが、X

軸の正負方向は変化しない。

００72 姿勢変化特定部 52aは、このよぅな姿勢変化の違いを、状態遷移の過程において

加速度センザ 8が検知する、X軸方向及び 軸方向のそれぞれに対する加速度の

値に応じて判別することができる。すなわち、 軸を回伝軸として笛体 ０が回伝する

場合、回伝の途中で、X軸方向については、その絶対値が重力加速度Gに近いか、

またはそれ以上の加速度が検知される。一方で、 軸方向については、それほど大



きな加速度は検知されない。逆に、X軸を回伝軸として笛体 ０が回伝する場合、回

伝の途中で、 軸方向については比較的大きな加速度が検知され、X軸方向につい

ては比較的小さな加速度しか検知されない。そこで、例えば状態遷移の間において

X軸方向及び 軸方向のそれぞれについて検出される加速度の絶対値の最大値の

ぅち、いずれか小さな方の軸を回伝軸として判定することにより、笛体 ０の姿勢変化

の態様を特定できる。

００73 なお、ュ一ザが笛体 ０の姿勢を変化させる場合、必ずしも厳密に は 軸の

一方の軸を中心として笛体 ０を回伝させるわけではない。だが、この場合にも、同様

にX軸及び 軸それぞれの加速度の絶対値の最大値の大小を比較することによって

、より最大値が小さな方の軸を回伝軸とみなすこととしてもよい。

００74 画像方向変更部 52bは、姿勢変化特定部 52aによって特定された状態遷移の際の

姿勢変化の態様に応じて、当該遷移後の状態においてュ一ザに向けられる表示画

面に表示する画像の笛体 ０に対する向きを変化させる。すなわち、状態特定部 5０

によって第 状態から第2状態への状態の遷移が特定される場合、画像方向変更部

52bは、第2状態への遷移後に第2表示画面 2bに表示する画像の向きを、姿勢変

化特定部 52aにより姿勢変化の過程が第 のパターンと判定されたか、あるいは第2

のパターンと判定されたかに応じて、変化させる。

００75 具体例として、第 表示画面 2aに対して、ュ一ザから見て 軸正方向が上側にな

り、X軸正方向が右側になるよぅな向きで画像が表示されていた場合、第2状態への

遷移後も、ュ一ザは同じ向きのまま第2表示画面 2bに表示される画像を見ると推定

される。そこで、画像方向変更部 52bは、第 のパターンにより状態遷移が行われた

場合 (すなわち、ュ一ザが 軸を回伝軸として笛体 ０を回伝させた場合 ) には、第2

表示画面 2bに対して、 軸正方向が上側になり、X軸負方向が右側になるよぅな向

きで画像を表示することとする。一方、第2のパターンにより状態遷移が行われた場

合 (すなわち、ュ一ザがX軸を回伝軸として笛体 ０を回伝させた場合 ) には、第2表

示画面 2bに対して、 軸負方向が上側になり、X軸正方向が右側になるよぅな向き

で画像を表示する。これは、第 のパターンのときと画像の向きを上下反伝させること

によって実現される。



００76 図 4は、このよぅな状態間の遷移と、表示画像の向きとの間の関係を示す説明図

である。なお、上述したよぅな画像の向きの制御により、携帯型画像表示装置 は、第

状態及び第2状態のそれぞれにおいて、 軸正方向が上側になる向きと、 軸負方

向が上側になる向きと、の2種類の向きで画像を表示させることがありぅる。そこで、こ

の図の例においては、第 状態で、かつ 軸正方向がュ一ザから見て上側になる向

きで画像を表示する状態を a状態と表記している。また、 軸負方向がュ一ザから見

て上側になる向きで画像を表示する状態を2a状態と表記している。さらに、第2状態

においても同様に、 軸正方向がュ一ザから見て上側になる向きで画像を表示する

状態を2a状態と、また 軸負方向が上側になる向きで画像を表示する状態を2b状態

と、それぞれ表記する。なお、図中における各表示画面内の破線の矢印は、画像方

向変更部 52bにより、画像の上側がどちらになるよぅに画像の向きが変更されるかを

００77 この図 4に示されるよぅに、 a状態において第 のパターンの姿勢変化があった場

合、携帯型画像表示装置 は2a状態に移行する。逆に第2のパターンの姿勢変化が

あった場合、2b状態に移行する。また、 b状態において第 のパターンの姿勢変化

があった場合、携帯型画像表示装置 は2b状態に移行し、第2のパターンの姿勢変

化があった場合には、2a状態に移行する。さらに、同様に2a状態及び2b状態のそ

れぞれの状態からも、第 のパターン又は第2のパターンの姿勢変化によって、 a状

態又は b状態のいずれかに移行し、これに応じて画像方向変更部 52bは、第 表示

画面 2aに表示する画像の向きを変ィヒさせる。このよぅに、状態遷移後にュ一ザに向

けられる表示画面に表示する画像の向きは、状態遷移前においてュ一ザに向けられ

る表示画面に表示されていた画像の向きと、状態遷移の際の笛体 ０の姿勢変化の

態様と、に応じて決定される。このよぅに表示画像の笛体 ０に対する向きを変ィヒさせ

ることによって、携帯型画像表示装置 は、どのよぅに笛体 ０の向きが変化しても、第

表示画面 2a及び第2表示画面 2bの双方においてュ一ザに対して同じ向きにな

るよぅに画像を表示することができる。

００78 なお、図 4に示されるよぅに、第 状態 ( は第2状態 )を保ったまま、 軸を回伝軸

として笛体 ０を 8０度回伝させる第3のパターンの姿勢変化があった場合にも、画



像方向変更部 52bは、第 表示画面 2a ( は第2表示画面 2b) に表示する画像の

向きを、上下反伝させることとしてもよい。このよぅな姿勢変ィヒは、ジャイロセンザ2０を

用いて検知することができる。なお、この場合には、例えばュ一ザは携帯型画像表示

装置 の使用開始時などのタイミングで、 a状態及び b状態のどちらの向きで画像

を表示させるか選択することとする。このよぅな選択がなされた後は、笛体 ０の姿勢

変化に応じて以上説明したよぅな笛体 ０に対する画像の向きを変ィヒさせる制御を実

行することで、携帯型画像表示装置 は、ュ一ザから見て最初に選択された向きと同

じ向きで画像を表示することができる。

００79 これまでの説明では、状態遷移の際の姿勢変化の態様に応じて、状態遷移後にお

いてュ一ザに向けられる表示画面に表示する画像の向きを変ィヒさせることとしている

。しかし、表示画像制御処理部 52は、画像の向きに限らず、状態遷移の際の姿勢変

化の態様に応じて、表示する画像の内容を変ィヒさせてもよい。また、状態遷移の際の

姿勢変化の態様に応じて、遷移前の状態においてュ一ザに向けられる表示画面に

表示する画像を、当該遷移が生じる際に変ィヒさせてもよい。以下では、状態遷移が

生じる際に、表示画像制御処理部 52が、第 表示画面 2a及び第2表示画面 2bの

双方に表示する画像を変化させるパターンの一例について、説明する。なお、ここで

は第 状態から第2状態への遷移が生じる場合を例として説明するが、逆の場合にも

同様の処理を行ってもよい。

００8０ この例では、表示画像制御処理部 52は、状態遷移が完了するより前に、加速度セ

ンザ 8の検知結果を用いて、笛体 ０が回伝を開始したことを特定する。そして、そ

の回伝が継続した場合に、前述した第 のパターン及び第2のパターンのどちらのパ

ターンによる状態遷移が生じるかを予測する。具体的に、例えば表示画像制御処理

部 52は、X軸方向に対する加速度センザ 8の出力の絶対値が所定値を超えた段階

で、 軸を回伝軸とした回伝が生じており、第 のパターンの状態遷移が生じる可能

性があると予測する。また、 軸方向に対する加速度センザ 8の出力の絶対値が所

定値を超えた段階で、X軸を回伝軸とした回伝が生じており、第2のパターンの状態

遷移が生じる可能性があると予測する。

００8 1 表示画像制御処理部 52は、この予測結果に応じて、第 表示画面 2aに表示する



画像を、所定方向に向けてスクロールするよぅ変化させる。この場合のスクロール方

向は、予測され仕姿勢変化の態様に応じて変化する。さらに、表示画像制御処理部

52は、回伝軸の向きだけでなく、当該回伝軸を中心とした回伝の向きに応じて、表示

画面に表示する画像を変化させてもよい。例えば表示画像制御処理部 52は、どちら

の向きの回伝が生じているかに応じて、画像のスクロール方向を変化させてもよい。

具体例として、図 3 に示すよぅに、 軸を回伝軸として 軸正方向に向かって見

て反時計回りに笛体 ０が回伝する場合、X軸の負方向に重力による加速度が生じて

いることが検知される。そこで、表示画像制御処理部 52は、このX軸負方向に対する

加速度が大きくなるにつれて、第 表示画面 2aに表示している画像をX軸正方向に

スクロールさせる。さらに、第2表示画面 2bに表示する画像も、画面外からX軸負方

向 (すなわち、第 表示画面 2aに表示する画像のスクロール方向と逆方向) に徐々

にスクロールさせて、最終的に第2状態へと遷移が完了し、X軸方向の加速度が所定

値以下に戻った時点で画面中央を中心として画像が表示されるよぅ制御する。逆に、

軸を回伝軸として 軸正方向に向かって見て時計回りに笛体 ０が回伝する場合に

は、第 表示画面 2aに表示する画像をX軸負方向にスクロールさせるとともに、第2

表示画面 2bに表示する画像をX軸正方向にスクロールさせる。また、図 3 に示す

よぅに、X軸を回伝軸としてX軸正方向に向かって見て反時計回りに笛体 ０が回伝

する場合、この回伝に伴って第 表示画面 2aに表示する画像を 軸負方向に向け

てスクロールさせるとともに、第2表示画面 2bに表示する画像を 軸正方向に向け

てスクロールさせることにより、最終的に状態遷移完了後に第2表示画面 2bの画面

中央に画像が表示されるよぅ制御する。逆に、X軸を回伝軸としてX軸正方向に向か

って見て時計回りに笛体 ０が回伝する場合、第 表示画面 2aに表示する画像を

軸正方向に向けてスクロールさせるとともに、第2表示画面 2bに表示する画像を

軸負方向に向けてスクロールさせる。このよぅな表示画像の変化によって、ュ一ザか

ら見て、第 表示画面 2aから第2表示画面 2bへと連続的に画像が移動しているか

のよぅな視覚効果が得られる。このよぅな制御を行ぅ場合も、前述した例と同様にして

、第2表示画面 2bに表示する画像の向きは、笛体 ０の回伝軸の向きに応じて変化

させてよい。



００83 なお、状態遷移の際にこのよぅな画像を変化させる処理を実行するか否かは、各表

示画面に表示する画像の種類に応じて決定されてもよい。例えば第 表示画面 2a

及び第2表示画面 2bのそれぞれに対して、同じプログラムによって生成される画像

が表示される場合には、状態遷移の際に画像を変化させる制御を実行することとし、

逆に各表示画面に対して互いに典なるプログラムによって生成される画像が表示さ

れる場合には、単に状態遷移後にュ一ザに向けられる表示画面に表示する画像の

向きを、前述したよぅに状態遷移の際の姿勢変化の態様に応じて変化させることとし

てもよい。また、表示画像制御処理部 52は、各表示画面に表示する画像をスクロー

ルさせるだけでなく、状態遷移に伴って各種の視覚効果を生じさせるよぅ画像を変化

させてもよい。例えば表示画像制御処理部 52は、状態遷移前にュ一ザに向けられる

表示画面に表示する画像を、状態遷移ととともに縮 、させ、一方で状態遷移後にュ
一ザに向けられる表示画面に表示する画像を、所定の大きさから開始して状態遷移

とともに拡大させるよぅな画像の表示制御を実行してもよい。

００84 以上説明した本実施の形態によれば、ュ一ザに向けられる表示画面に表示される

画像が、その状態遷移の際の笛体 ０の姿勢変化の態様に応じて変化する。これに

より、ュ一ザの携帯型画像表示装置 の取り扱い方に応じた態様で、ュ一ザに対して

画像を提示することができる。具体的に、例えば状態遷移後にュ一ザに向けられる

表示画面に表示される画像の笛体 ０に対する向きが、状態遷移時の笛体 ０の姿勢

変化の態様に応じて変化することによって、ュ一ザは、携帯型画像表示装置 の向き

を典なる態様で変化させても、第 表示画面 2a及び第2表示画面 2bの双方に表

示される画像を、同じ向きで閲覧することが可能となる。

００85 なお、本発明の実施の形態は以上説明したものに限られない。例えば以上の説明

においては、遠赤外線センザの検知結果を用いて第 状態及び第2状態を特定する

こととしたが、これに限らず、状態特定部 5０は、その他のセンザによる検知結果など

を用いてこれらの状態を特定してもよい。具体例として、状態特定部 5０は、加速度セ

ンザ 8の検知結果に応じて、第 状態及び第2状態を特定してもよい。この場合、例

えばュ一ザは上方から略鉛直方向に向けて表示画面を見ると想定する。すなわち、

Z軸負方向に重力加速度が生じていることを加速度センザ 8が検知する場合、Z軸



正方向に設けられた第 表示画面 2aがュ一ザに向けられていると判定し、逆にZ軸

正方向に重力加速度が生じている場合には、Z軸負方向に設けられた第2表示画面

2bがュ一ザに向けられていると判定する。これにより、遠赤外線センザ等のュ一ザ

を直接検知可能なデバイスがなくとも、第 状態及び第2状態を特定できる。

また、これまでの説明では、加速度センザ 8の出力だけにより姿勢変化の態様を

特定する例について説明したが、例えば姿勢変化特定部 52aは、ジャイロセンザ2０

など、箆体 ０の姿勢を検知可能なその他のデバイスが出力する検知結果を用いて、

笛体 ０の姿勢変化の態様を特定してもよい。この場合、単なる回伝軸に対する回伝

だけでなく、さらに複雑な姿勢変化の過程を経て状態遷移が生じる場合にも、携帯

型画像表示装置 はその姿勢変化の態様を特定することができる。



請求の範囲

略矩形の表示画面と、

前記表示画面の外周を構成する少なくとも2つの辺のそれぞれに沿って設けられ、

それぞれュ一ザの指が触れた位置を検知する複数のタッチセンザと、

前記複数のタッチセンザのそれぞれにより検知される複数の指の位置の細み合わ

せに応じて、前記表示画面に表示する画像を変ィヒさせる表示画像制御手段と、

を含むことを特徴とする携帯型画像表示装置。

2 請求の範囲第 項記載の携帯型画像表示装置において、

前記表示画像制御手段は、前記複数のタッチセンザにより検知される複数の指の

位置それぞれの動きの細み合わせに応じて、前記表示画面に表示する画像を変化

させる

ことを特徴とする携帯型画像表示装置。

3 請求の範囲第2項記載の携帯型画像表示装置において、

前記表示画像制御手段は、前記複数のタッチセンザにより検知される複数の指の

位置それぞれの動く向きの細み合わせに応じて、前記表示画面に表示する画像を

変ィヒさせる

ことを特徴とする携帯型画像表示装置。

4 請求の範囲第 項記載の携帯型画像表示装置において、

前記携帯型画像表示装置は、略矩形の平板状の笛体を備え、

前記表示画面は、前記笛体の表面に設けられ、

前記複数のタッチセンザのそれぞれは、前記笛体の側面に設けられる

ことを特徴とする携帯型画像表示装置。

5 略矩形の表示画面と、

前記表示画面の外周を構成する少なくとも2つの辺のそれぞれに沿って設けられ、

それぞれュ一ザの指が触れた位置を検知する複数のタッチセンザと、

を備える携帯型画像表示装置の制御方法であって、

前記複数のタッチセンザのそれぞれにより検知される複数の指の位置の細み合わ

せに応じて、前記表示画面に表示する画像を変ィヒさせるステップ、



を含むことを特徴とする携帯型画像表示装置の制御方法。

6 略矩形の表示画面と、

前記表示画面の外周を構成する少なくとも2つの辺のそれぞれに沿って設けられ、

それぞれユーザの指が触れた位置を検知する複数のタッチセンザと、

を備える携帯型画像表示装置としてコンピュータを機能させるためのプログラムであ

って、

前記複数のタッチセンザのそれぞれにより検知される複数の指の位置の細み合わ

せに応じて、前記表示画面に表示する画像を変ィヒさせる表示画像制御手段、

として前記コンピュータを機能させるためのプログラムを格納した、コンピュータ読み

取り可能な情報記憶媒体。

7 平板状の笛体の表面に設けられた第 表示画面と、

前記笛体の前記第 表示画面とは反対側の面に設けられた第2表示画面と、

前記第 表示画面がユーザに向けられる第 状態、及び前記第2表示画面がユー

ザに向けられる第2状態をそれぞれ特定する状態特定手段と、

前記第 状態及び前記第2状態の一方から他方への遷移が生じる際の前記笛体の

姿勢変化の態様に応じて、ユーザに向けられる表示画面に表示する画像を変ィヒさせ

る表示画像制御手段と、

を含むことを特徴とする携帯型画像表示装置。

8 請求の範囲第7項記載の携帯型画像表示装置において、

前記表示画像制御手段は、前記姿勢変化の態様に応じて、前記遷移後の状態に

おいてユーザに向けられる表示画面に表示する画像の前記笛体に対する向きを変

ィヒさせる

ことを特徴とする携帯型画像表示装置。

9 請求の範囲第8項記載の携帯型画像表示装置において、

前記表示画像制御手段は、前記笛体が回伝して前記遷移が生じる際の、当該回

伝の回伝軸の前記笛体に対する向きに応じて、当該遷移後の状態においてユーザ

に向けられる表示画面に表示する画像の前記箇体に対する向きを変化させる

ことを特徴とする携帯型画像表示装置。



０ 請求の範囲第7項記載の携帯型画像表示装置において、

前記表示画像制御手段は、前記姿勢変化の態様に応じて、前記遷移前の状態に

おいてュ一ザに向けられる表示画面に表示する画像を、当該遷移が生じる際に変化

させる

ことを特徴とする携帯型画像表示装置。

請求の範囲第7項記載の携帯型画像表示装置において、

前記笛体は、略矩形の平板状であって、

前記笛体の側面には、それぞれュ一ザの指が触れた位置を検知する複数のタッチ

ことを特徴とする携帯型画像表示装置。

2 平板状の笛体の表面に設けられた第 表示画面と、

前記笛体の前記第 表示画面とは反対側の面に設けられた第2表示画面と、

を備える携帯型画像表示装置の制御方法であって、

前記第 表示画面がユーザに向けられる第 状態、及び前記第2表示画面がユー

ザに向けられる第2状態をそれぞれ特定するステップと、

前記第 状態及び前記第2状態の一方から他方への遷移が生じる際の前記笛体の

姿勢変化の態様に応じて、ユーザに向けられる表示画面に表示する画像を変ィヒさせ

るステップと、

を含むことを特徴とする携帯型画像表示装置の制御方法。

3 平板状の笛体の表面に設けられた第 表示画面と、

前記笛体の前記第 表示画面とは反対側の面に設けられた第2表示画面と、

を備える携帯型画像表示装置としてコンピュータを機能させるためのプログラムであ

って、

前記第 表示画面がユーザに向けられる第 状態、及び前記第2表示画面がユー

ザに向けられる第2状態をそれぞれ特定する状態特定手段、及び

前記第 状態及び前記第2状態の一方から他方への遷移が生じる際の前記笛体の

姿勢変化の態様に応じて、ユーザに向けられる表示画面に表示する画像を変ィヒさせ

る表示画像制御手段、



として前記コンピュータを機能させるためのプログラムを格納した、コンピュータ読み

取り可 な情報記憶媒体。
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