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(57)【要約】
　本発明は、画面変更方法及び装置を提供する。複数の
画面のうちの第１の画面は、第１のタッチスクリーン上
に表示される。複数の画面の順序で、第１の画面に先行
又は後続する第２の画面は、第２のタッチスクリーンに
表示される。タッチは、第１のタッチスクリーン上で検
出される。第１のタッチスクリーンから第２のタッチス
クリーンへの検出されたタッチの連続動作が検出される
。複数の画面のうち、第１の画面及び第２の画面と異な
る他の画面は、検出されたタッチの連続動作に応答して
第１のタッチスクリーン及び第２のタッチスクリーンに
表示される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のタッチスクリーンを有する装置の画面変更方法であって、
　複数の画面のうちの第１の画面を第１のタッチスクリーンに表示するステップと、
　前記複数の画面の順序で、前記第１の画面に先行又は後続する第２の画面を第２のタッ
チスクリーンに表示するステップと、
　前記第１のタッチスクリーンでタッチを検出するステップと、
　前記第１のタッチスクリーンから前記第２のタッチスクリーンまでの前記検出されたタ
ッチの連続動作を検出するステップと、
　前記検出されたタッチの連続動作に応答して、前記複数の画面のうち、前記第１の画面
及び前記第２の画面と異なる他の画面を前記第１のタッチスクリーン及び前記第２のタッ
チスクリーンに表示するステップと、を有し、
　前記複数の画面は、同一のアプリケーションに対応する画面であることを特徴とする画
面変更方法。
【請求項２】
　前記検出されたタッチの連続動作を検出するステップは、
　前記検出されたタッチが前記第１のタッチスクリーンから前記第１のタッチスクリーン
と前記第２のタッチスクリーンとの間の間隔を通過して前記第２のタッチスクリーンに到
達することを検出するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の画面変更方法。
【請求項３】
　前記第２のタッチスクリーンへの前記タッチの到達は、前記タッチが前記第２のタッチ
スクリーンで検出される時間、領域、又は方向のうち少なくとも一つを用いて検出される
ことを特徴とする請求項２に記載の画面変更方法。
【請求項４】
　前記第１のタッチスクリーン及び前記第２のタッチスクリーンのうち少なくとも一つが
、前記タッチの前記第２のタッチスクリーンへの到達に応答してフィードバックを提供す
るステップをさらに有することを特徴とする請求項２に記載の画面変更方法。
【請求項５】
　前記フィードバックは、視覚的フィードバック、聴覚的フィードバック、及び触覚的フ
ィードバックのうち少なくとも一つとして提供されることを特徴とする請求項４に記載の
画面変更方法。
【請求項６】
　前記第２の画面は、所定の順序に従って前記第１の画面から順に連続する画面であるこ
とを特徴とする請求項１に記載の画面変更方法。
【請求項７】
　前記他の画面は、前記一連の複数の画面のうち、最初の２つの画面又は最後の２つの画
面を含むことを特徴とする請求項１に記載の画面変更方法。
【請求項８】
　複数の画面のうち第１の画面を表示する第１のタッチスクリーンと、
　一連の前記複数の画面で、前記第１の画面に先行又は後続する第２の画面を表示する第
２のタッチスクリーンと、
　前記第１のタッチスクリーン及び前記第２のタッチスクリーンを制御する制御部と、を
含み、
　前記制御部は、前記第１のタッチスクリーンで検出されたタッチの前記第１のタッチス
クリーンから前記第２のタッチスクリーンまでの連続動作を検出し、前記検出されたタッ
チの連続動作に応答して前記複数の画面のうち、前記第１の画面及び前記第２の画面と異
なる他の画面を前記第１のタッチスクリーン及び前記第２のタッチスクリーンに表示し、
　前記複数の画面は、同一のアプリケーションに対応する画面であることを特徴とする装
置。
【請求項９】
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　前記制御部は、前記検出されたタッチの連続動作に応答して前記複数の画面の順序で最
初の２つの画面及び最後の２つの画面のうちいずれか一つを前記第１のタッチスクリーン
及び前記第２のタッチスクリーンに表示することを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記検出されたタッチの連続動作は、前記第１のタッチスクリーンから始まり、前記第
１のタッチスクリーンと前記第２のタッチスクリーンとの間の間隔を通過して前記第２の
タッチスクリーンに到達し、
　前記間隔は、前記第１のタッチスクリーンを含む第１のハウジングと前記第２のタッチ
スクリーンを含む第２のハウジングとの間に形成されることを特徴とする請求項８に記載
の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチスクリーンを有する装置及びタッチスクリーンを有する装置の画面変
更方法に関するもので、より詳細にはタッチの連続動作に応答して表示される画面を変更
する複数のタッチスクリーンを含む装置及びその装置の画面変更方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デスクトップコンピュータは、少なくとも一つのディスプレイ装置、例えば、モニター
を有する。タッチスクリーンを使用するモバイル装置、例えば携帯電話、スマートフォン
、及びタブレット型パソコン(ＰＣ)は、一つのディスプレイ装置を有する。
　デスクトップコンピュータのユーザーは、表示された複数のウィンドウで作業するため
に、垂直又は水平にディスプレイ装置の画面を分割することができる。Ｗｅｂブラウザが
実行される場合、キーパッドに提供されるページアップボタン又はページダウンボタンを
用いてＷｅｂページの上方又は下方へ移動できる。キーパッドの代わりにマウスが使用さ
れる場合、マウスのカーソルでＷｅｂページの側面でスクロールバーを選択してＷｅｂペ
ージの上方又は下方に移動できる。Ｗｅｂページの下部に位置するテキスト又はアイコン
で表示される上端(top)のボタンを選択することにより、Ｗｅｂページの上端部へ移動で
きる。
　モバイル装置は、デスクトップコンピュータと比較すると、より小さい画面サイズを有
するので、入力動作に限界がある。その結果、モバイル装置の画面は、分割しにくい。さ
らに、モバイル装置において、フリックのようなタッチジェスチャは、長いＷｅｂページ
の下部に移動するために必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、上記した従来技術の問題点を解決するために、本発明の目的は、第１のタ
ッチスクリーンから第２のタッチスクリーンへのタッチの連続動作に応答して、複数の画
面のうち、第１の画面と第２の画面を他の画面に変更する複数のタッチスクリーンを含む
装置及びその装置の画面変更方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、複数のタッチスクリー
ンを有する装置に対する画面変更方法が提供される。複数の画面のうちの第１の画面は、
第１のタッチスクリーン上に表示される。一連の複数の画面で第１の画面に先行又は後続
する第２の画面は、第２のタッチスクリーン上に表示される。第１のタッチスクリーンで
はタッチが検出される。第１のタッチスクリーンから第２のタッチスクリーンへの検出さ
れたタッチの連続動作が検出される。複数の画面のうち、第１の画面及び第２の画面と異
なる他の画面は、検出されたタッチの連続動作に応答して第１のタッチスクリーン及び第
２のタッチスクリーンに表示される。
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【０００５】
　本発明の別の態様によれば、複数のタッチスクリーンを有する装置に対する画面変更方
法が提供される。複数のホーム画面のうちの第１のホーム画面は、第１のタッチスクリー
ン上に表示される。一連の複数のホーム画面で、第１のホーム画面に先行又は後続する第
２ホーム画面は、第２のタッチスクリーン上に表示される。第１のタッチスクリーン上に
タッチが検出される。第１のタッチスクリーンから第２のタッチスクリーンへの検出され
たタッチの連続動作が検出される。複数のホーム画面のうち、第１のホーム画面及び第２
のホーム画面と異なる他のホーム画面は、検出されたタッチの連続動作に応答して第１及
び第２のタッチスクリーン上に表示される。
【０００６】
　本発明の別の態様によれば、複数のタッチスクリーンを有する装置に対する画面変更方
法が提供される。一連の複数画面のうち、２つの連続する画面は、各々第１のタッチスク
リーン及び第２のタッチスクリーンに表示される。第１のタッチスクリーン上でタッチが
検出される。第１のタッチスクリーンから第２のタッチスクリーンへの検出されたタッチ
の連続動作を含むタッチジェスチャが検出される。複数の画面のうち、他の２つの画面は
、検出されたタッチジェスチャに応答して第１のタッチスクリーン及び第２のタッチスク
リーン上に表示される。
【０００７】
　本発明の別の態様によれば、複数の画面のうち第１の画面を表示する第１のタッチスク
リーンと、一連の前記複数の画面で、第１の画面に先行又は後続する第２の画面を表示す
る第２のタッチスクリーンと、第１のタッチスクリーン及び第２のタッチスクリーンを制
御する制御部とを含む装置が提供される。その装置は、第１のタッチスクリーンで検出さ
れたタッチの第１のタッチスクリーンから第２のタッチスクリーンまでの連続動作を検出
し、検出されたタッチの連続動作に応答して複数の画面のうち、第１の画面及び第２の画
面と異なる他の画面を第１のタッチスクリーン及び第２のタッチスクリーンに表示する制
御部を含む。
【０００８】
　さらに、本発明の別の態様によれば、複数のホーム画面のうち第１のホーム画面を表示
する第１のタッチスクリーンと、一連の複数の画面で、第１のホーム画面に先行又は後続
する第２のホーム画面を表示する第２のタッチスクリーンと、第１のタッチスクリーン及
び第２のタッチスクリーンを制御する制御部とを含む装置が提供される。その装置は、第
１のタッチスクリーンで検出されたタッチの第１のタッチスクリーンから第２のタッチス
クリーンまでの連続動作を検出し、検出されたタッチの連続動作に応答して複数のホーム
画面のうち、第１のホーム画面及び第２のホーム画面と異なる他のホーム画面を第１のタ
ッチスクリーン及び第２のタッチスクリーンに表示する制御部を含む。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は、複数のタッチスクリーンのうち、第１のタッチスクリーンから第２のタッチ
スクリーンまでのタッチの連続動作に応答して、同一のアプリケーションに対応し、複数
の画面のうちの連続する第１の画面と第２の画面を、連続する他の画面に変更することが
できる。
　本発明は、複数のタッチスクリーンのうち、第１のタッチスクリーンから第２のタッチ
スクリーンまでのタッチの連続動作に応答して、複数のホーム画面のうち相互に連続する
第１のホーム画面と第２のホーム画面を、連続する他のホーム画面に変更することができ
る。
　また、本発明は、複数のタッチスクリーンのうち、第１のタッチスクリーンから第２の
タッチスクリーンへのタッチの連続動作の到達に応答して、視覚的フィードバック、聴覚
的フィードバック、及び触覚的フィードバックのうち少なくとも一つをユーザーに提供す
ることができる。
　さらに、本発明は、複数のタッチスクリーンのうち、第１のタッチスクリーンから第２
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のタッチスクリーンまでのタッチの連続動作に対応するタッチジェスチャを変更すること
ができる。
　本発明の上記及び他の態様、特徴、及び利点は、添付の図面と共に述べる以下の詳細な
説明から、一層明らかになるはずである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態による装置を示す概略図である。
【図２Ａ】本発明の実施形態による装置を示す概略的斜視図である。
【図２Ｂ】本発明の実施形態による装置を示す概略的斜視図である。
【図２Ｃ】本発明の実施形態による装置を示す概略的斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態による装置を示すブロック構成図である。
【図４】本発明の別の実施形態による装置を示す概略的ブロック構成図である。
【図５】本発明の一実施形態による装置の画面変更方法を示す概略的フローチャートであ
る。
【図６Ａ】本発明の一実施形態による装置の画面変更方法を示す図である。
【図６Ｂ】本発明の一実施形態による装置の画面変更方法を示す図である。
【図６Ｃ】本発明の一実施形態による装置の画面変更方法を示す図である。
【図７Ａ】本発明の一実施形態による、一方のタッチスクリーンから他方のタッチスクリ
ーンへの連続タッチの到達を示す図である。
【図７Ｂ】本発明の一実施形態による、一方のタッチスクリーンから他方のタッチスクリ
ーンへの連続タッチの到達を示す図である。
【図７Ｃ】本発明の一実施形態による、一方のタッチスクリーンから他方のタッチスクリ
ーンへの連続タッチの到達を示す図である。
【図８】本発明の別の実施形態による装置のホーム画面変更方法を示す概略的フローチャ
ートである。
【図９Ａ】本発明の別の実施形態による装置の画面変更方法を示す図である。
【図９Ｂ】本発明の別の実施形態による装置の画面変更方法を示す図である。
【図９Ｃ】本発明の別の実施形態による装置の画面変更方法を示す図である。
【図１０】本発明によるタッチ設定を示す概略的フローチャートである。
【図１１Ａ】本発明によるタッチ設定の例を示す図である。
【図１１Ｂ】本発明によるタッチ設定の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
　添付した図面において、同一又は類似した構成要素は、同一又は類似した参照番号を付
して説明する。さらに、当該技術分野における公知の構成又はプロセスの詳細な説明は、
本発明の要旨を不明にする可能性がある場合に省略できる。
【００１２】
　図１は、本発明の一実施形態による装置を示す概略図である。
　図１を参照すると、複数のタッチスクリーンを含む装置１００は、ヒンジ又はフレキシ
ブルなプラスチックにより相互に接続される両側に、第１のハウジング１００ａと第２の
ハウジング１００ｂを含む。第１のタッチスクリーン１９０ａと第２のタッチスクリーン
１９０ｂは、開状態の第１のハウジング１００ａと第２のハウジング１００ｂの前面の中
央部各々に並んで配置される。第１のタッチスクリーン１９０ａと第２のタッチスクリー
ン１９０ｂは、間隔１００ｄにより相互に離隔されている。
【００１３】
　第１のハウジング１００ａの前面の上部に、静止画像又は動画像を撮影するための第１
のカメラ１５１、ユーザー又はオブジェクトの接近を検出する近接センサー１７０ａ、及
び音声及び／又はサウンドを装置１００の外部に出力する第１のスピーカ１６３ａを配置
する。第１のハウジング１００ａの前面の下部には、一つのボタン１６１ａ２又は複数の
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ボタン１６１ａ１～１６１ａ４を含む第１のボタングループ１６１ａが位置する。
　第２のハウジング１００ｂの前面の上部には、静止画像又は動画像を撮影する第２のカ
メラ１５２が位置する。この第２のハウジング１００ｂの前面の下部には、一つのボタン
１６１ｂ２又は複数のボタン１６１ｂ１～１６１ｂ４を含む第２のボタングループ１６１
ｂが位置する。
【００１４】
　図１に示す装置１００の性能により、少なくとも一つの構成要素は、装置１００の構成
要素に対して追加又は削除され得る。また、構成要素の位置は、装置１００の性能又は構
造に従って変更できることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には容易にわか
るものである。
【００１５】
　図２Ａ～図２Ｃは、本発明の実施形態による装置１００を示す概略的斜視図である。
　図２Ａ及び図２Ｂにおいて、装置１００の第１のハウジング１００ａと第２のハウジン
グ１００ｂは、閉状態にある。図１及び図２Ｃにおいて、装置１００の第１のハウジング
１００ａ及び第２のハウジング１００ｂは、開状態にある。
【００１６】
　ヒンジ部１００ｃ１，１００ｃ２，１００ｃ３は、第１のハウジング１００ａと第２の
ハウジング１００ｂとの間に配置され、第１及び第２のハウジング１００ａ，１００ｂを
開閉させる。第１のハウジング１００ａと第２のハウジング１００ｂは、ヒンジ部１００
ｃ１，１００ｃ２，１００ｃ３を用いて０゜と２２０゜との間の範囲にある所定角度で動
作することができる。
　更に図２Ａを参照すると、閉状態で、第１のハウジング１００ａの後面と第２のハウジ
ング１００ｂの後面との間に形成された角度は、実質的に０゜と同一である。例えば、第
１のハウジング１００ａの後面と第２のハウジング１００ｂの後面は、平行又は対向する
。第１のハウジング１００ａの後面と第２のハウジング１００ｂの後面は、相互に接触し
、あるいは所定の間隔(例えば、３ｍｍ以下)で離隔されるように配置することができる。
また、閉状態で、第１のハウジング１００ａの後面と第２のハウジング１００ｂの後面と
の間に形成される角度は、５゜未満である。
【００１７】
　第１のハウジング１００ａの上部側面には電源／ロックボタンが位置し、その左側面に
は少なくとも一つのボリュームボタンが位置し、その下部側にはマイク(microphone)、コ
ネクタ１６５、及び第２のスピーカ１６３ｂが配置される。
　複数のヒンジ部１００ｃ１は、第１及び第２のハウジング１００ａ，１００ｂの右側の
両端に接続し、間隔Ｄ１だけ離れている。閉状態で、装置１００の第１のタッチスクリー
ン１９０ａから第１のハウジング１００ａの側面(edge)１００ｅまでの距離は、間隔１０
０ｄの１／２である。
【００１８】
　第１のタッチスクリーン１９０ａと第２のタッチスクリーン１９０ｂは、一般的に両ヒ
ンジ部１００ｃ１に垂直である平面と平行に配置される。図２Ａに示すように、第１及び
第２のタッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂの長さは、間隔Ｄ１より短いが、間隔Ｄ１よ
り長くてもよい。また、タッチスクリーンは本発明の一実施形態では四角形として示した
が、タッチスクリーンの形状又は配置方向は多様に変更できることは、当業者には容易に
理解できるものである。
　図１に示したように、第１のハウジング１００ａと第２のハウジング１００ｂを連結す
る複数のヒンジ部１００ｃ１は、第１のハウジング１００ａの前面と第２のハウジング１
００ｂの前面に露出しない。
【００１９】
　再び図２Ｂを参照すれば、装置１００は、第１のハウジング１００ａ、第２のハウジン
グ１００ｂ、及び一つのヒンジ部１００ｃ２を含むことができる。第１のハウジング１０
０ａと第２のハウジング１００ｂは、閉状態にある。ヒンジ部１００ｃ２は、閉状態の第
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１及び第２のハウジング１００ａ，１００ｂの右側の中間部分に接続する。
　図２Ｂの角度、前面、及び側面の観点から、装置１００の配置は、図２Ａに示すものと
実質的に同一である。
　図１に示すように、第１のハウジング１００ａと第２のハウジング１００ｂを連結する
ヒンジ部１００ｃ２は、第１のハウジング１００ａの前面と第２のハウジング１００ｂの
前面に露出しないことがある。
【００２０】
　更に図２Ｃを参照すると、装置１００は、第１のハウジング１００ａ、第２のハウジン
グ１００ｂ、及び複数のヒンジ部１００ｃ３を含む。図１とは異なり、第１のハウジング
１００ａと第２のハウジング１００ｂを連結する複数のヒンジ部１００ｃ３は、図２Ｃに
おいて第１のハウジング１００ａの前面と第２のハウジング１００ｂの前面に露出する。
　図２Ｃにおける角度、前面、及び側面の観点から、装置１００の配置は、図１及び図２
Ａに示したものと実質的に同一である。
【００２１】
　図２Ｃに示すように、間隔１００ｄは、図１に示すように、第１のハウジング１００ａ
と第２のハウジング１００ｂとの間に形成される。
　ヒンジ部１００ｃ１，１００ｃ２，１００ｃ３は、第１のハウジング１００ａ及び第２
のハウジング１００ｂを回転させるために、第１のハウジング１００ａに対応する第１の
ヒンジ軸と第２のハウジング１００ｂに対応する第２のヒンジ軸を使用するデュアル軸ヒ
ンジ部であり得る。
【００２２】
　図３は、本発明の一実施形態による装置１００を示す概略的ブロック構成図である。
　図３を参照すると、装置１００は、移動通信モジュール１２０、サブ通信モジュール１
３０、及びコネクタ１６５を用いて外部装置に接続することができる。「外部装置」は、
例えば他の装置、携帯電話、スマートフォン、タブレットＰＣ、又はサーバを含む。
【００２３】
　装置１００は、第１のタッチスクリーン１９０ａ、第２のタッチスクリーン１９０ｂ、
及びタッチスクリーン制御部１９５を含む。装置１００は、制御部１１０、移動通信モジ
ュール１２０、サブ通信モジュール１３０、マルチメディアモジュール１４０、カメラモ
ジュール１５０、ＧＰＳ(Global Positioning System)モジュール１５５、入出力モジュ
ール１６０、センサーモジュール１７０、格納部１７５、及び電源供給部１８０を含む。
サブ通信モジュール１３０は、無線ＬＡＮ(Local Area Network)モジュール１３１及び近
距離通信モジュール１３２のうち少なくとも一つを含む。マルチメディアモジュール１４
０は、放送通信モジュール１４１、オーディオ再生モジュール１４２、及び動画像再生モ
ジュール１４３のうち少なくとも一つを含む。カメラモジュール１５０は、第１のカメラ
１５１及び第２のカメラ１５２のうち少なくとも一つを含む。入出力モジュール１６０は
、ボタン１６１、マイク１６２、スピーカ１６３、振動モータ１６４、コネクタ１６５、
及びキーパッド１６６のうち少なくとも一つを含む。
【００２４】
　制御部１１０は、ＣＰＵ(Central Processing Unit)１１１、装置１００の制御のため
の制御プログラムに格納されたＲＯＭ(Read Only Memory)１１２、及び装置１００の外部
から入力される信号又はデータを格納するか、あるいは装置１００で遂行される作業のた
めのメモリ領域として使用するＲＡＭ(Random Access Memory)１１３を含む。ＣＰＵ１１
１は、シングルコア、デュアルコア、トリプルコア、又はクアッド(quad)コアを含むこと
ができる。ＣＰＵ１１１、ＲＯＭ１１２、及びＲＡＭ１１３は、内部バスを介して相互に
接続される。
　制御部１１０は、移動通信モジュール１２０、サブ通信モジュール１３０、マルチメデ
ィアモジュール１４０、カメラモジュール１５０、ＧＰＳモジュール１５５、入出力モジ
ュール１６０、センサーモジュール１７０、格納部１７５、電源供給部１８０、第１のタ
ッチスクリーン１９０ａ、第２のタッチスクリーン１９０ｂ、及びタッチスクリーン制御
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部１９５を制御する。
【００２５】
　移動通信モジュール１２０は、制御部１１０の制御下に少なくとも一つ又は複数のアン
テナを用いて移動通信を介して外部装置に接続されるようにする。移動通信モジュール１
２０は、装置１００に入力される電話番号を有する携帯電話、スマートフォン、タブレッ
トＰＣ、又は他の装置と音声通信、画像通信、文字メッセージサービス(ＳＭＳ)メッセー
ジ、又はマルチメディアメッセージサービス(ＭＭＳ)メッセージのための無線信号を送受
信する。
【００２６】
　サブ通信モジュール１３０は、無線ＬＡＮモジュール１３１と近距離通信モジュール１
３２のうち少なくとも一つを含むことができる。
　無線ＬＡＮモジュール１３１は、制御部１１０の制御下に無線ＡＰ(Access Point)が設
置された場所でインターネットに接続することができる。無線ＬＡＮモジュール１３１は
、ＩＥＥＥ(Institute of Electrical and Electronics Engineers)の無線ＬＡＮ規格Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１ｘをサポートする。近距離通信モジュール１３２は、制御部１１０の
制御下に装置１００と画像形成装置との間で無線方式で近距離通信を遂行できる。近距離
通信方式は、例えばブルートゥース(bluetooth)又は赤外線通信(Infrared Data Associat
ion：ＩｒＤＡ)を含むことができる。
　装置１００は、性能により移動通信モジュール１２０、無線ＬＡＮモジュール１３１、
及び近距離通信モジュール１３２のうち少なくとも一つを含むことができる
【００２７】
　マルチメディアモジュール１４０は、放送通信モジュール１４１、オーディオ再生モジ
ュール１４２、及び動画像再生モジュール１４３を含むことができる。放送通信モジュー
ル１４１は、制御部１１０の制御下に、放送通信アンテナを介して放送局から出力される
放送信号(例えば、ＴＶ放送信号、ラジオ放送信号、又はデータ放送信号)及び放送付加情
報(例えば、ＥＰＧ(Electric Program Guide)又はＥＳＧ(Electric Service Guide))を受
信できる。オーディオ再生モジュール１４２は、制御部１１０の制御下に格納され、又は
受信されるデジタルオーディオファイル(例えば、ｍｐ３、ｗｍａ、ｏｇｇ、又はｗａｖ
のファイル拡張子を有するファイル）を再生できる。動画像再生モジュール１４３は、制
御部１１０の制御下に格納され、又は受信されるデジタル動画像ファイル(例えば、ｍｐ
ｅｇ、ｍｐｇ、ｍｐ４、ａｖｉ、ｍｏｖ、又はｍｋｖのファイル拡張子を有するファイル
)を再生できる。また、動画像再生モジュール１４３は、デジタルオーディオファイルを
再生できる。
　マルチメディアモジュール１４０は、放送通信モジュール１４１を除き、オーディオ再
生モジュール１４２と動画像再生モジュール１４３を含むことができる。マルチメディア
モジュール１４０のオーディオ再生モジュール１４２又は動画像再生モジュール１４３は
、制御部１００に含まれ得る。
【００２８】
　カメラモジュール１５０は、制御部１１０の制御下に静止画像又は動画像を撮影する第
１のハウジング１００ａの第１のカメラ１５１及び第２のハウジング１００ｂの第２のカ
メラ１５２のうち少なくとも一つを含むことができる。第１のカメラ１５１又は第２のカ
メラ１５２は、イメージ撮影に必要な光量を提供するための補助光源(例えば、フラッシ
ュ)を含む。第１のカメラ１５１と第２のカメラ１５２は、相互に隣接する(例えば、第１
のカメラ１５１と第２のカメラ１５２との間隔が１ｃｍより大きく、８ｃｍより小さい)
ように位置され、３次元(３Ｄ)静止画像又は３Ｄ動画像を撮影できる。第１のカメラ１５
１と第２のカメラ１５２との間の間隔が第１のハウジング１００ａの横長さ(例えば、間
隔Ｄ１に直交する長さ)より小さい場合、第１のカメラ１５１と第２のカメラ１５２は、
第１のハウジング１００ａに位置する。第１のカメラ１５１と第２のカメラ１５２との間
の間隔が第１のハウジング１００ａの横長さより大きい場合、第１のハウジング１００ａ
と第２のハウジング１００ｂに各々配置され得る。
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　ＧＰＳモジュール１５５は、複数のＧＰＳ衛星から電波を受信し、ＧＰＳ衛星から装置
１００まで電波到達時間を用いて装置１００の位置を算出できる。
【００２９】
　入出力モジュール１６０は、ボタン１６１、マイク１６２、スピーカ１６３、振動モー
タ１６４、コネクタ１６５、及びキーパッド１６６のうち少なくとも一つを含むことがで
きる。
　ボタン１６１は、第１のハウジング１００ａの前面の下部に第１のボタングループ１６
１ａを、第２のハウジング１００ｂの前面の下部に第２のボタングループ１６１ｂを、第
１のハウジング１００ａ又は第２のハウジング１００ｂの上部側面にある電源／ロックボ
タン、及び第１のハウジング１００ａ又は第２のハウジング１００ｂの左側面に少なくと
も一つのボリュームボタンを含むことができる。
　第１のボタングループ１６１ａは、第１のハウジング１００ａの前面の下部に形成され
、メニューボタン１６１ａ１、ホームボタン１６１ａ２、バックボタン(back button)１
６１ａ３、及び検索ボタン１６１ａ４を含む。第２のボタングループ１６１ｂは、第２の
ハウジング１００ｂの前面下部に形成され、メニューボタン１６１ｂ１、ホームボタン１
６１ｂ２、バックボタン１６１ｂ３、及び検索ボタン１６１ｂ４を含む。第１のボタング
ループ１６１ａは、ホームボタン１６１ａ２のみを含むことができる。同様に、第２のボ
タングループ１６１ｂは、ホームボタン１６１ｂ２のみを含むことができる。
【００３０】
　マイク１６２は、制御部１１０の制御下に音声又はサウンドを受信して電気的な信号を
生成する。マイク１６２は、第１のハウジング１００ａ及び第２のハウジング１００ｂに
一つ又は複数個で配置できる。
　スピーカ１６３は、制御部１１０の制御下に、移動通信モジュール１２０、サブ通信モ
ジュール１３０、マルチメディアモジュール１４０、又はカメラモジュール１５０の多様
な信号(例えば、無線信号、放送信号、デジタルオーディオファイル、デジタル動画像フ
ァイル、又は写真撮影)に対応するサウンドを装置１００の外部に出力できる。スピーカ
１６３は、装置１００により遂行される機能に対応するサウンド(例えば、電話通話に対
応するボタン操作音又は呼び出し音)を出力できる。少なくとも一つのスピーカ１６３は
、第１及び第２のハウジング１００ａ，１００ｂのそれぞれの適切な一つの位置又は複数
の位置に配置することができる。例えば、スピーカ１６３は、第１のハウジング１００ａ
と第２のハウジング１００ｂとの間で選択された一つに配置される。すなわち、複数のス
ピーカ１６３ａ，１６３ｂを各々第１及び第２のハウジング１００ａ，１００ｂに配置す
るか、あるいは複数のスピーカ１６３ａ，１６３ｂを第１のハウジング１００ａ又は第２
のハウジング１００ｂのいずれかに配置することができる。
　本発明の一実施形態により、スピーカ１６３は、第１のタッチスクリーン１９０ａから
第２のタッチスクリーン１９０ｂへのタッチの連続動作に対応するサウンドを出力できる
。あるいは、スピーカ１６３は、第２のタッチスクリーン１９０ｂから第１のタッチスク
リーン１９０ａへのタッチの連続動作に対応するサウンドを出力することができる。
【００３１】
　振動モータ１６４は、制御部１１０の制御下に電気的信号を機械的振動に変換できる。
例えば、振動モードの装置１００が他の装置から音声通話を受信する場合、振動モータ１
６４が動作する。振動モータ１６４は、第１及び第２のハウジング１００ａ，１００ｂ内
に一つ又は複数個で形成され得る。例えば、振動モータ１６４を第１及び第２のハウジン
グ１００ａ，１００ｂに配置するか、あるいは別途の振動モータを各々第１のハウジング
１００ａ及び第２のハウジング１００ｂに配置することができる。
　本発明の一実施形態によると、装置１００の振動モータ１６４は、第１のタッチスクリ
ーン１９０ａから第２のタッチスクリーン１９０ｂまでの一つのタッチの連続動作に応答
して動作できる。また、振動モータ１６４は、第２のタッチスクリーン１９０ｂから第１
のタッチスクリーン１９０ａまで一つのタッチの連続動作に応答して動作できる。
【００３２】
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　コネクタ１６５は、装置１００を外部装置又は電源ソースと接続するためのインターフ
ェースとして使用できる。コネクタ１６５に接続された有線ケーブルを介して、装置１０
０の格納部１７５に格納されたデータは、制御部１１０の制御下に、外部装置に伝送する
か、あるいは外部装置からデータを受信することができる。コネクタ１６５に接続された
有線ケーブルを介して、電源ソースから電源が入力され、バッテリーが充電され得る。
　キーパッド１６６は、装置１００の制御のためにユーザーからキー入力を受信する。キ
ーパッド１６６は、装置１００に形成される物理的なキーパッド又は第１のタッチスクリ
ーン１９０ａ及び／又は第２のタッチスクリーン１９０ｂに表示された仮想キーパッドを
含む。装置１００に形成される物理的キーパッドは、装置１００の性能又は構成に従って
除外できる。
【００３３】
　センサーモジュール１７０は、装置１００の状態を検出する少なくとも一つのセンサー
を含む。例えば、センサーモジュール１７０は、装置１００に対する接近行動を検出する
近接センサー１７０ａ、装置１００周囲の周辺光の量を検出する照度(embient light)セ
ンサー、第１のハウジング１００ａと第２のハウジング１００ｂとの間の角度を検出する
角度センサー、又は装置１００の動作(例えば、装置１００の回転又は装置１００に適用
される加速度又は振動)を検出するモーションセンサーを含むことができる。少なくとも
一つのセンサーは、装置１００の状態を検出し、この検出に対応して信号を生成して制御
部１１０に伝送できる。装置１００の性能により、センサーは、センサーモジュール１７
０から追加又は除去することができる。
【００３４】
　格納部１７５は、制御部１１０の制御下に、移動通信モジュール１２０、サブ通信モジ
ュール１３０、マルチメディアモジュール１４０、カメラモジュール１５０、ＧＰＳモジ
ュール１５５、入出力モジュール１６０、センサーモジュール１７０、第１のタッチスク
リーン１９０ａ又は第２のタッチスクリーン１９０ｂの動作により入出力される信号又は
データを格納する。格納部１７５は、装置１００又は制御部１１０の制御動作のための制
御プログラムを格納することができる。
　用語「格納部」は、格納部１７５、制御部１１０に含まれるＲＯＭ１１２又はＲＡＭ１
１３、又はＳＤ(Secure Digital)カード又はメモリスティックのように装置１００に装着
されるメモリカードを含む。格納部は、非揮発性メモリ、揮発性メモリ、ハードディスク
ドライブ(ＨＤＤ)、又はソリッドステートドライブ(ＳＳＤ)を含むことができる。
　電源供給部１８０は、制御部１１０の制御下に、第１のハウジング１００ａ及び／又は
第２のハウジング１００ｂに位置する一つ又は複数のバッテリーに電源を供給できる。一
つ又は複数のバッテリーは、装置１００に電源を供給する。また、電源供給部１８０は、
コネクタ１６５に接続される有線ケーブルを介して外部の電源ソースから入力される電源
を装置１００に供給できる。
【００３５】
　第１及び第２のタッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂは、ユーザーに多様なサービス(
例えば、通話、データ伝送、放送、写真撮影など)に対応するユーザーインターフェース(
ＵＩ)を提供できる。第１のタッチスクリーン１９０ａ及び第２のタッチスクリーン１９
０ｂは、ＵＩに入力される少なくとも一つのタッチに対応するアナログ信号をタッチスク
リーン制御部１９５，１９５ａ，１９５ｂに伝送できる。第１及び第２のタッチスクリー
ン１９０ａ、１９０ｂは、ユーザーの身体(例えば、指)又はタッチ可能なオブジェクト(
例えば、スタイラスペン)により生成される少なくとも一つのタッチを受信する。第１及
び第２のタッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂは、タッチの連続動作を受信する。第１及
び第２のタッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂは、入力されるタッチの連続動作に対応す
るアナログ信号をタッチスクリーン制御部１９５に伝送できる。
【００３６】
　本発明の一実施形態において、タッチは、非接触、例えば第１のタッチスクリーン１９
０ａ又は第２のタッチスクリーン１９０ｂとユーザーの身体又はタッチ可能なオブジェク
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トとの間の検出可能な間隔が１ｍｍより小さい場合を含むことができる。第１及び第２の
タッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂで検出可能な間隔は、装置１００の性能又は構造に
従って変更可能である。
　第１及び第２のタッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂは、例えば抵抗(resistive)方式
、静電容量(capacitive)方式、赤外線(infrared)方式、又は超音波(acousticwave)方式で
実現可能である。
【００３７】
　タッチスクリーン制御部１９５は、第１及び第２のタッチスクリーン１９０ａ，１９０
ｂから受信されたアナログ信号をデジタル信号(例えば、Ｘ，Ｙ座標)に変換して制御部１
１０に伝送する。制御部１１０は、タッチスクリーン制御部１９５から受信されたデジタ
ル信号を用いて第１及び第２のタッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂを制御する。例えば
、制御部１１０は、タッチに応答して第１及び第２のタッチスクリーン１９０ａ，１９０
ｂに表示されたショートカットアイコンを選択又は実行可能にする。また、タッチスクリ
ーン制御部１９５は、制御部１１０に含まれ得る。
【００３８】
　図４は、本発明の別の実施形態による装置１００を示す概略的ブロック構成図である。
　図４を参照すると、装置１００の構成要素は、第１の制御部１１０ａ、第２の制御部１
１０ｂ、第１のタッチスクリーン制御部１９５ａ、及び第２のタッチスクリーン制御部１
９５ｂを除き、上記の図３に示した構成要素と同一である。
　第１の制御部１１０ａは、ＣＰＵ１１１ａ、装置１００の制御のための制御プログラム
が格納されたＲＯＭ１１２ａ、及び装置１００の外部から入力される信号又はデータを格
納したり、装置１００で遂行される作業のためのメモリ領域として使用されたりするＲＡ
Ｍ１１３ａを含む。
　第１の制御部１１０ａは、移動通信モジュール１２０、サブ通信モジュール１３０、マ
ルチメディアモジュール１４０、カメラモジュール１５０、ＧＰＳモジュール１５５、入
出力モジュール１６０、センサーモジュール１７０、格納部１７５、電源供給部１８０、
第１のタッチスクリーン１９０ａ、及び第１のタッチスクリーン制御部１９５ａを制御す
る。
【００３９】
　第１のタッチスクリーン制御部１９５ａは、タッチスクリーン１９０ａから受信したア
ナログ信号をデジタル信号(例えば、Ｘ，Ｙ座標)に変換して第１の制御部１１０ａに伝送
する。第１の制御部１１０ａは、第１のタッチスクリーン制御部１９５ａから受信したデ
ジタル信号を用いて第１のタッチスクリーン１９０ａを制御する。第１のタッチスクリー
ン制御部１９５ａは、第１の制御部１１０ａに含まれることができる。
　第２の制御部１１０ｂは、ＣＰＵ１１１ｂ、装置１００を制御する制御プログラムが格
納されたＲＯＭ１１２ｂ、及び装置１００の外部から入力される信号又はデータを格納す
るか、あるいは装置１００で遂行される作業のためのメモリ領域として使用されるＲＡＭ
１１３ｂを含む。
　第２の制御部１１０ｂは、移動通信モジュール１２０、サブ通信モジュール１３０、マ
ルチメディアモジュール１４０、カメラモジュール１５０、ＧＰＳモジュール１５５、入
出力モジュール１６０、センサーモジュール１７０、格納部１７５、電源供給部１８０、
第２のタッチスクリーン１９０ｂ、及び第２のタッチスクリーン制御部１９５ｂを制御で
きる。
【００４０】
　第２のタッチスクリーン制御部１９５ｂは、第２のタッチスクリーン１９０ｂから受信
されたアナログ信号をデジタル信号(例えば、Ｘ，Ｙ座標)に変換して第２の制御部１１０
ｂに伝送する。第２の制御部１１０ｂは、第２のタッチスクリーン制御部１９５ｂから受
信されたデジタル信号を用いて第２のタッチスクリーン１９０ｂを制御する。第２のタッ
チスクリーン制御部１９５ｂは、第２の制御部１１０ｂに含まれることができる。
　本発明の実施形態において、第１の制御部１１０ａは、第１の制御部１１０ａが配置さ
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れる第１のハウジング１００ａに配置可能な少なくとも一つの構成要素(例えば、第１の
タッチスクリーン１９０ａ、第１のタッチスクリーン制御部１９５ａ、移動通信モジュー
ル１２０、サブ通信モジュール１３０、マルチメディアモジュール１４０、第１のカメラ
１５１、ＧＰＳモジュール１５５、第１のボタングループ１６１ａ、電源／ロックボタン
、少なくとも一つのボリュームボタン、センサーモジュール１７０、格納部１７５、及び
電源供給部１８０を制御することができる。
　第２の制御部１１０ｂは、第２の制御部１１０ｂが配置される第２のハウジング１００
ｂに配置可能な少なくとも一つの構成要素(例えば、第２のタッチスクリーン１９０ｂ、
第２のタッチスクリーン制御部１９５ｂ、第２のカメラ１５２、第２のボタングループ１
６０ｂ、格納部１７５、及び電源供給部１８０)を制御できる。
【００４１】
　本発明の別の実施形態において、第１の制御部１１０ａと第２の制御部１１０ｂは、モ
ジュール単位で装置１００の構成要素を制御する。例えば、第１の制御部１１０ａは、移
動通信モジュール１２０、サブ通信モジュール１３０、及び入出力モジュール１６０を制
御し、第２の制御部１１０ｂは、マルチメディアモジュール１４０、カメラモジュール１
５０、ＧＰＳモジュール１５５、及びセンサーモジュール１７０を制御する。第１の制御
部１１０ａと第２の制御部１１０ｂは、優先順位(priority)に従って装置１００の構成要
素を制御できる。例えば、第１の制御部１１０ａは移動通信モジュール１２０を優先し、
第２の制御部１１０ｂはマルチメディアモジュール１４０を優先する。第１の制御部１１
０ａと第２の制御部１１０ｂは、各々分離されているが、第１のハウジング１００ａのみ
に配置され得る。また、第１の制御部１１０ａと第２の制御部１１０ｂは、例えばデュア
ルコアのように、複数のコアを持っているＣＰＵを有する一つの制御部で実現することが
できる。
【００４２】
　図１１Ａ及び図１１Ｂを参照すると、第１及び第２の制御部１１０ａ，１１０ｂの優先
順位は環境設定１１００の制御部優先順位を用いて変更することができる。例えば、第１
の制御部１１０ａは、移動通信モジュール１２０を優先する。
　図１～図４を参照すれば、第１のタッチスクリーン１９０ａは第１のハウジング１００
ａに配置され、第２のタッチスクリーン１９０ｂは第２のハウジング１００ｂに配置され
るが、第１のタッチスクリーン１９０ａと第２のタッチスクリーン１９０ｂ両方ともが一
つのハウジングに配置することができる。一つのハウジングには、第１のタッチスクリー
ン１９０ａと第２のタッチスクリーン１９０ｂとの間に間隔が形成され得る。
　一つのハウジングは、曲がりやすいフレキシブルなハウジングを含むことができる。フ
レキシブルなハウジングは、フレキシブルなディスプレイを含むことができる。図３及び
図４に示した構成要素１１０～１９５のうちの複数の構成要素は、フレキシブルなハウジ
ング又はフレキシブルなディスプレイに形成することができる。第１のタッチスクリーン
１９０ａに対応する第１のディスプレイ領域、第２のタッチスクリーン１９０ｂに対応す
る第２のディスプレイ領域、及び間隔１００ｄに対応する間隔は、フレキシブルなディス
プレイに形成することができる。
　フレキシブルなディスプレイの構成要素は、装置１００の構成要素と実質的に同一であ
る。
【００４３】
　図５は、本発明の一実施形態による装置の画面変更方法を示す概略的フローチャートで
ある。
　図５を参照すると、ステップＳ５０１において、第１の画面は、第１のタッチスクリー
ンに表示される。
　図６Ａ～図６Ｃは、本発明の一実施形態による装置の画面変更方法の例を示す。
【００４４】
　図６Ｂを参照すると、第１の画面６００とバッテリーの充電状態、携帯電話の受信信号
の強さ、又はデュアルモードアイコンを示す状態バー６０１は、第１のタッチスクリーン
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１９０ａに表示される。デュアルモードアイコン６０１ｃは、装置１００の複数のタッチ
スクリーン１９０ａ，１９０ｂが動作するか否かを示すテキストとアイコンのうちいずれ
か一つである。第１の画面６００は、装置１００で実行される、例えばフォトアルバムア
プリケーションのようなアプリケーションの名称を表示するタイトルバーと、フォトアル
バムアプリケーションにより、装置１００の格納部に格納される少なくとも一つのイメー
ジ６０３(例えば、イメージ１０１～１１２)又は少なくとも一つのイメージ６０３を含む
フォルダが表示される第１のディスプレイ領域６０２を含む。第１の画面６００は、フォ
トアルバムアプリケーションにより提供される少なくとも一つのイメージ６０３又はフォ
ルダを表示する複数の画面のうちいずれか一つである。第１のディスプレイ領域６０２に
表示されるフォルダの個数又はイメージ６０３の個数により、フォトアルバムアプリケー
ションにより提供される画面の数は変更できる。装置１００のオペレーティングシステム
(ＯＳ)又はアプリケーションにより、タイトルバーは、第１の画面６００に表示されない
ことがある。図６Ｂのように、タイトルバーが表示されない場合、第１の画面６００は、
第１のディスプレイ領域６０２を意味する。装置１００のＯＳ又はアプリケーションによ
り、状態バー６０１は、第１のタッチスクリーン１９０ａに表示されないことがある。状
態バー６０１が表示されない場合、第１のタッチスクリーン１９０ａは、第１の画面６０
０のみに表示することができる。装置１００のアプリケーションは、例えばメッセンジャ
ープログラム、ワードプロセッサ、スプレッドシートプログラム、プレゼンテーションプ
ログラム、Ｗｅｂブラウザ、ＳＮＳ(Social Networking Service)プログラムを含む。装
置１００のアプリケーションは、オンラインマーケットでダウンロードし、あるいは製造
会社により提供されるアプリケーションとウィジェット(widget)を含むことができる。メ
ッセンジャープログラムにより提供される友人リスト又はタイムラインが、第１及び第２
のタッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂの横長さ又は縦長さより長い場合には、複数の画
面に提供され得る。ワードプロセッサ、スプレッドシートプログラム、及びプレゼンテー
ションプログラムにより提供されるページが、第１及び第２のタッチスクリーン１９０ａ
，１９０ｂの横長さ又は縦長さより長い場合、複数の画面に提供され得る。Ｗｅｂブラウ
ザで現在表示される一つのＷｅｂページが、第１及び第２のタッチスクリーン１９０ａ，
１９０ｂの横長さ又は縦長さより長い場合、一つのＷｅｂページは、第１及び第２のタッ
チスクリーン１９０ａ，１９０ｂの長さに対応するように分割され、複数の画面に提供さ
れる。ＳＮＳプログラムでタイムラインが第１及び第２のタッチスクリーン１９０ａ，１
９０ｂの横長さ又は縦長さより長い場合、複数の画面に提供され得る。複数の画面を提供
するアプリケーションは限定されず、多様に変更可能である。複数の画面を提供するアプ
リケーションの例は、当該技術分野における通常の知識を持つ者には容易に理解できるこ
とである。
【００４５】
　図５のステップＳ５０２において、第１の画面に連続する第２の画面は、第２のタッチ
スクリーンに表示される。
　図６Ｂを参照すると、第２の画面６１０と装置１００の状態を示す状態バー６１１は第
２のタッチスクリーン１９０ｂ上に表示される。第２の画面６１０は、第１のタッチスク
リーン１９０ａで第１の画面６００を表示するために使用されるフォトアルバムアプリケ
ーションの名称を表示するタイトルバー、及び同一のフォトアルバムアプリケーションに
より、装置１００の格納部に格納された少なくとも一つのイメージ６１３(例えば、イメ
ージ１１３～１２４)又は少なくとも一つのイメージ６１３を含むフォルダが表示される
第２のディスプレイ領域６１２を含む。
【００４６】
　第２の画面６１０は、第１の画面６００に表示されたアプリケーションと同一のフォト
アルバムアプリケーションを提供する少なくとも一つのイメージ６１３又はフォルダを表
示する複数の画面のうちいずれか一つである。所定の順序に従って、第２の画面６１０は
、第１の画面６００から昇順に続く画面である。例えば、第１の順序により、第１の画面
６００に対する次の画面は、第１の画面６００で最後に表示されるイメージ１１２の次の
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イメージ１１３を含む。第２の画面は、第１の画面６００から降順に連続する画面であり
得る。例えば、第２の順序により、第１の画面６００に対して以前画面は、第１の画面６
００に表示されるイメージ１０１より以前のイメージ１００を含む。
【００４７】
　第２のディスプレイ領域６１２に表示されるフォルダ又はイメージ６１３の個数は、第
１のディスプレイ領域６０２に依存する。例えば、第１のディスプレイ領域６０２にイメ
ージ１０１のみが表示される場合、第１のディスプレイ領域６０２の第１の順序又は第２
の順序によるイメージ１０２又はイメージ１００は、第２のディスプレイ領域６１２に表
示される。本発明の一実施形態において、イメージ１０１～１１２の１２個のイメージは
第１のディスプレイ領域６０２に表示され、 第１の順序により第１のディスプレイ領域
６０２で最後に表示されるイメージ１１２から続く１２個のイメージ、ずなわちイメージ
１１３～１２４は、第２のディスプレイ領域６１２に表示される。
【００４８】
　装置１００のＯＳ又はアプリケーションにより、タイトルバーは、第２の画面６１０に
表示されないことがある。このタイトルバーが表示されない場合、第２の画面６１０は、
第２のディスプレイ領域６１２を意味する。また、装置１００のＯＳ又はアプリケーショ
ンにより、状態バー６１１は、第２のタッチスクリーン１９０ｂに表示されない。状態バ
ー６１１が表示されない場合、第２の画面６１０のみが第２のタッチスクリーン１９０ｂ
に表示される。
【００４９】
　図５のステップＳ５０３において、タッチが第１のタッチスクリーンで検出されるか否
かを判断する。
　図６Ｂを参照すると、ユーザーは、第１のタッチスクリーン１９０ａにタッチ６４０を
発生させる。制御部１１０，１１０ａは、第１のタッチスクリーン１９０ａ及びタッチス
クリーン制御部１９５，１９５ａを用いてタッチ６４０を検出できる。制御部１１０，１
１０ａは、タッチスクリーン制御部１９５，１９５ａからタッチ６４０に対応する第１の
画面６００上の最初位置６４０ａ(例えば、Ｘ，Ｙ座標)を受信することができる。制御部
１１０，１１０ａは、第１のタッチスクリーン１９０ａでのタッチ位置及びタッチが検出
されるタッチ時間を格納部に格納する。第１のタッチスクリーン１９０ａに接触するタッ
チ６４０は、例えば指のいずれか１本又はタッチ可能なオブジェクトにより発生できる。
　本発明の別の実施形態では、第１のタッチスクリーン１９０ａで検出されるタッチの個
数は、一つに限定されず、複数のタッチが検出可能である。第１のタッチスクリーン１９
０ｂで複数のタッチが検出される場合、制御部１１０，１１０ａは、複数のタッチ位置及
び複数のタッチが検出された複数のタッチ時間を格納部に格納することができる。検出さ
れるタッチの個数は、当業者には容易にわかるものである。
【００５０】
　ステップ５０３でタッチが第１のタッチスクリーン１９０ａで検出されない場合、図５
の上記方法は、ステップＳ５０７に進行する。
　ステップ５０３でタッチが第１のタッチスクリーン１９０ａで検出される場合、タッチ
の連続動作はステップＳ５０４で検出される。
　図６Ｂを参照すると、制御部１１０，１１０ａは、第１のタッチスクリーン１９０ａ及
びタッチスクリーン制御部１９５，１９５ａを用いて第１のタッチスクリーン１９０ａに
接触する少なくとも一つのタッチのうちのタッチ６４０の連続動作(例えば、連続的なタ
ッチに対応する複数のＸ，Ｙ座標)を検出できる。タッチの連続動作は、装置１００の格
納部に格納することができる。第１のタッチスクリーン１９０ａに接触するタッチは、一
つ又は複数のタッチであり得る。
【００５１】
　タッチの連続動作(例えば、６４０ａから６４０ｂへの移動)は、第１のタッチスクリー
ン１９０ａから第２のタッチスクリーン１９０ｂまでのタッチの連続的なタッチジェスチ
ャ(例えば、６４０ａから６４０ｄへの移動)の一部分を意味する。また、タッチの連続動
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作(例えば、６４０ｃから６４０ｄへの移動)は、第１のタッチスクリーン１９０ａから第
２のタッチスクリーン１９０ｂまでの連続的なタッチジェスチャ(例えば、６４０ａから
６４０ｄへの移動)の一部分を意味する。一つのタッチの連続動作は、一つの接触が、第
１のタッチスクリーン１９０ａと第２のタッチスクリーン１９０ｂとの間の間隔１００ｄ
を除き、第１のタッチスクリーン１９０ａと第２のタッチスクリーン１９０ｂで継続して
維持されることを意味する。タッチの連続動作は、間隔１００ｄと第２のタッチスクリー
ン１９０ｂ上の最後位置６４０ｄで非接触位置を有する。
　図６Ｂを参照すると、第１のタッチスクリーン１９０ａから第２のタッチスクリーン１
９０ｂへのタッチの連続動作は、例えばドラッグアンドドロップ又はフリックのタッチジ
ェスチャを含む。
【００５２】
　図５のステップＳ５０５において、第２のタッチスクリーンでタッチの到達が検出され
る。
　図６Ｂを参照すると、タッチは、第１のタッチスクリーン１９０ａから始まり、第１の
タッチスクリーン１９０ａと第２のタッチスクリーン１９０ｂとの間の間隔１００ｄを通
過して第２のタッチスクリーン１９０ｂに到達する。制御部１１０，１１０ａ，１１０ｂ
は、タッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂとタッチスクリーン制御部１９５，１９５ａ，
１９５ｂを用いて第１のタッチスクリーン１９０ａでのタッチの最後位置６４０ｂと第２
のタッチスクリーン１９０ｂに到達したタッチの最初位置６４０ｃを認識できる。
　制御部１１０，１１０ａ，１１０ｂは、第２のタッチスクリーン１９０ｂでのタッチの
到達を、間隔１００ｄを通過する時間(例えば、第１の時間間隔)、第２のタッチスクリー
ン１９０ｂの所定の領域、又は第２のタッチスクリーン１９０ｂの所定の方向(例えば、
許容傾き範囲)を用いて検出できる。
【００５３】
　図７Ａ～図７Ｃは、本発明の実施形態による、一方のタッチスクリーンから他方のタッ
チスクリーンへの連続的なタッチの到達を示す。
　図７Ａを参照すると、制御部１１０，１１０ａ，１１０ｂは、第１の時間間隔Ｔ１を用
いて第２のタッチスクリーン１９０ｂへのタッチの到達を検出できる。例えば、第１の時
間間隔Ｔ１は、第１のタッチスクリーン１９０ａの最後位置７００ａでの時間ｔ１と第２
のタッチスクリーン１９０ｂの最初位置７００ｂでの時間ｔ２との間隔であって、０．５
ｓｅｃより小さい。ここで、時間ｔ１及び時間ｔ２は、格納部に格納されている。本発明
の一実施形態により、タッチは、第１の時間間隔Ｔ１内に第２のタッチスクリーン１９０
ｂに到達すべきである。
　図１１Ａ及び図１１Ｂを参照すると、第１の時間間隔Ｔ１は、タッチ設定アイテム１１
０６のタッチ時間間隔１１０６ａを用いて変更(例えば、第１の時間間隔Ｔ１は０．３ｓ
ｅｃに変更)できる。
【００５４】
　図７Ｂを参照すると、制御部１１０，１１０ａ，１１０ｂは、所定の領域Ａ１を用いて
第２のタッチスクリーン１９０ｂでのタッチの到達を検出する。例えば、所定の領域Ａ１
は、第１のタッチスクリーン１９０ａの最後位置７１０ａから拡張した第２のタッチスク
リーン１９０ｂ上の位置７１０ｂから３ｃｍの半径を有する円の１／２領域であり得る。
このとき、位置７１０ｂ，７１０ａは、格納部に格納されている。所定の領域Ａ１は、円
に限定されず、多角形形状(例えば、第２のタッチスクリーン１９０ｂでの最初位置７１
０ｂに対して上下に横３ｃｍと縦２ｃｍである正方形内の領域)にあり得る。本発明の一
実施形態によると、タッチは、第２のタッチスクリーン１９０ｂで所定の領域Ａ１内に到
達すべきである。
　図１１Ａ及び図１１Ｂを参照すると、所定の領域Ａ１は、タッチ設定アイテム１１０６
の所定の領域の半径１１０６ｂを用いて変更(例えば、半径が２ｃｍに変更)可能である。
【００５５】
　図７Ｃを参照すると、制御部１１０，１１０ａ，１１０ｂは、許容傾き範囲Ｒ１(例え
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ば、第２の傾きθ２，θ３)を用いて第２のタッチスクリーン１９０ｂでのタッチの到達
を検出できる。タッチの第１の傾きθ１は、第１のタッチスクリーン１９０ａの最初位置
７２０ａから最後位置７２０ｂまで接続する直線の傾きである。このとき、位置７２０ａ
、７２０ｂは、格納部に格納されている。第１の傾きθ１が１５゜である場合、第２のタ
ッチスクリーン１９０ｂでタッチの最初位置７２０ｃは、第２の傾きθ２，θ３(例えば
、±４５゜)間の領域に位置する。許容傾き範囲Ｒ１は、第２の傾きθ２，θ３が±４５
゜である場合、第１のタッチスクリーン１９０ａの最後位置７２０ｂに対して±４５゜の
傾きθ２に対応する第２のタッチスクリーン１９０ｂ上の位置を含む延長線と、第１のタ
ッチスクリーン１９０ａの最後位置７２０ｂに対して－４５゜の傾きθ３に対応する第２
のタッチスクリーン１９０ｂ上の位置を含む延長線との間の領域を意味する。本発明の実
施形態により、タッチは、第２のタッチスクリーン１９０ｂの許容傾き範囲Ｒ１内の領域
に到達すべきである。
　図１１Ａ及び図１１Ｂを参照すると、許容傾き範囲Ｒ１は、タッチ設定１１０６の許容
傾き範囲１１０６ｃを用いて変更(例えば、第２の傾きθ２，θ３に対して±３０゜)でき
る。
【００５６】
　制御部１１０，１１０ａ，１１０ｂは、第２のタッチスクリーン１９０ｂでのタッチの
到達６４０ｃに応答するフィードバックをユーザーに提供できる。提供されたフィードバ
ックは、視覚的フィードバック、聴覚的フィードバック、又は触覚的フィードバックのう
ち少なくとも一つであり得る。例えば、制御部１１０，１１０ａ，１１０ｂは、視覚的フ
ィードバック、聴覚的フィードバック、及び触覚的フィードバックの組み合わせをユーザ
ーに提供できる。
　視覚的フィードバックは、第２のタッチスクリーン１９０ｂでタッチの到達６４０ｃに
応答する視覚的効果(例えば、別途のイメージ又は別途のイメージに適用されるフェード(
fade)のようなアニメーション効果)として、第１のタッチスクリーン１９０ａと第２のタ
ッチスクリーン１９０ａのうちいずれか一つだけ、又は第１のタッチスクリーン１９０ａ
または第２のタッチスクリーン１９０ｂ両方ともに表示することができる。聴覚的フィー
ドバックは、第２のタッチスクリーン１９０ｂでタッチの到達６４０ｃに応答するサウン
ドとして、第１のスピーカ１６３ａ又は第２のスピーカ１６３ｂのうちいずれか一つ、又
はこれら両方ともから出力することができる。触覚的フィードバックは、第２のタッチス
クリーン１９０ｂでタッチの到達６４０ｃに応答する振動として、振動モータ１６４から
出力することができる。少なくとも一つのフィードバックは、第２のタッチスクリーン１
９０ｂでタッチの最後位置６４０ｄにタッチが到達するまで維持することができる。
　図１１Ａ及び図１１Ｂを参照すると、タッチ設定１１０６のフィードバック１１０６ｅ
を用いて、少なくとも一つのフィードバックがユーザーに提供される時間(例えば、０．
５ｓｅｃ)が変更できる。さらに、ユーザーに提供されるフィードバック(例えば、視覚的
フィードバック、聴覚的フィードバック、及び触覚的フィードバックのうち少なくとも一
つ)が選択することができる。
【００５７】
　図５のステップＳ５０６において、第１の画面と第２の画面は、第１の順序に対応する
複数の画面のうち他の画面に変更される。
　図６Ｃを参照すると、制御部１１０，１１０ａ，１１０ｂは、第２のタッチスクリーン
１９０ｂでタッチの到達６４０ｃに応答して第１の画面６００と第２の画面６１０を第１
の順序に対応する複数の画面のうちの他の画面６１５，６２０に変更する。他の画面６１
５，６２０は、第１の画面６００及び第２の画面６１０の第１の順序に対応し、タッチの
連続動作に対応する複数の画面のうちの最初の２つの画面(例えば、第１のタッチスクリ
ーン１９０ａに表示されるイメージ１～１２と、第２のタッチスクリーン１９０ｂに表示
されるイメージ１３～２４)が表示される。変更される他の画面６１５，６２０は、変更
以前に第１及び第２の画面６００，６１０に各々１２個のイメージが表示される同一のデ
ィスプレイフォーマットを維持する。
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【００５８】
　第２のタッチスクリーン１９０ｂでタッチの到達が検出される場合、他の画面６１５，
６２０への第１の画面６００と第２の画面６１０の変更が始まる。第２のタッチスクリー
ン１９０ｂでタッチの到達が検出される場合、第１の遅延時間(例えば、０．２ｓｅｃ)後
に第１の画面６００と第２の画面６１０からの他の画面６１５，６２０への画面変更が始
まることができる。第１の画面６００と第２の画面６１０から他の画面６１５，６２０へ
の変更は、タッチの連続動作が動作の最後位置６４０ｄで完了以前、完了時、又は完了以
後に完了することができる。
　図１１Ａ及び１１Ｂを参照すると、第１の画面６００と第２の画面６１０から他の画面
６１５，６２０への変更に対応する画面変更時間は、タッチ設定１１０６の画面変更時間
１１０６ｆを用いて変更(例えば、０．１ｓｅｃの第１の遅延)できる。
【００５９】
　図６Ａに示すように、第１のタッチスクリーン１９０ａと第２のタッチスクリーン１９
０ｂに複数の画面のうち最後の２つの画面である第１の画面６２５と第２の画面６３０が
表示され、第２のタッチスクリーン１９０ｂで検出された一つのタッチが間隔１００ｄを
通過して第１のタッチスクリーン１９０ａに到達する場合、第１の画面６２５と第２の画
面６３０は、変更できない。
　図６Ａに示すように、第１のタッチスクリーン１９０ａと第２のタッチスクリーン１９
０ｂに複数の画面のうち最後の２つの画面である第１の画面６２５と第２の画面６３０が
表示され、第１のタッチスクリーン１９０ａで検出されたタッチが間隔１００ｄを通過し
て他のタッチスクリーンに到達する場合、第１のタッチスクリーン１９０ａの第１の画面
６２５と第２のタッチスクリーン１９０ｂの第２の画面６３０は、複数の画面のうちの他
の画面６１５，６２０に変更できる。
【００６０】
　同様に、図６Ｃのように第１のタッチスクリーン１９０ａと第２のタッチスクリーン１
９０ｂに複数の画面のうち最初の２つの画面である第１の画面６１５と第２の画面６２０
が表示される場合、第１のタッチスクリーン１９０ａで検出された一つのタッチが間隔１
００ｄを通過して第２のタッチスクリーン１９０ｂに到達する場合、第１の画面６１５と
第２の画面６２０は変更されない。
　図６Ｃに示すように、第１のタッチスクリーン１９０ａと第２のタッチスクリーン１９
０ｂに複数の画面のうち最初の２つの画面である第１の画面６１５と第２の画面６２０が
表示され、第２のタッチスクリーン１９０ｂで検出されたタッチが間隔１００ｄを通過し
て他のタッチスクリーンに到達する場合、第１のタッチスクリーン１９０ａの第１の画面
６１５と第２のタッチスクリーン１９０ｂの第２の画面６２０は、複数の画面のうちの他
の画面６２５，６３０に変更できる。
【００６１】
　本発明の別の実施形態により、他の画面は、複数の画面のうち、２つの画面又は最後の
２つの画面に限定されず、連続する２つの画面であり得る。図１１Ａ及び図１１Ｂを参照
すれば、タッチの連続動作により変更される画面の個数はタッチ設定１１０６の変更され
る画面個数を用いて変更(例えば、最初の２つの画面、最後の２つの画面、連続する次の
２つの画面又は連続する以前の２つの画面のうちいずれか一つを選択)できる。
　図６Ｂに示すように、第１のタッチスクリーン１９０ａと第２のタッチスクリーン１９
０ｂに複数の画面のうち第１の画面６００と第２の画面６１０が表示され、第１のタッチ
スクリーン１９０ａで検出された一つのタッチが間隔１００ｄを通過して第２のタッチス
クリーン１９０ｂに到達する場合、第１の画面６００と第２の画面６１０に連続する以前
の２つの画面に変更できる。以前の２つの画面は、第１のタッチスクリーン１９０ａにイ
メージ７７～８８が表示され、第２のタッチスクリーン１９０ｂにイメージ８９～１００
が表示され得る。
【００６２】
　同様に、図６Ｂに示すように、第１のタッチスクリーン１９０ａと第２のタッチスクリ
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ーン１９０ｂに複数の画面のうち第１の画面６００と第２の画面６１０が表示され、第２
のタッチスクリーン１９０ｂで検出されたタッチが間隔１００ｄを通過して第１のタッチ
スクリーン１９０ａに到達する場合、第１の画面６００と第２の画面６１０に連続する次
の２つの画面に変更できる。次の２つの画面は、第１のタッチスクリーン１９０ａにイメ
ージ１２５～１３６が表示され、第２のタッチスクリーン１９０ｂにイメージ１３７～１
４８が表示され得る。
　図５のステップＳ５０６において、制御部１１０，１１０ａ，１１０ｂは、第１の画面
６００と第２の画面６１０を第１の順序に対応する複数の画面のうち他の画面６１５，６
２０に変更する場合、複数のタッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂを有する装置１００の
画面変更方法は終了する。
【００６３】
　図５のステップＳ５０３に戻り、タッチが第１のタッチスクリーンで検出されない場合
、ステップＳ５０７で、タッチが第２のタッチスクリーン上で検出されるか否かを判断す
る。
　図６Ｂを参照すると、ユーザーは、第２のタッチスクリーン１９０ｂにタッチ６４５を
発生させる。制御部１１０ａ，１１０ｂは、第２のタッチスクリーン１９０ｂ及びタッチ
スクリーン制御部１９５，１９５ｂを用いてタッチ６４５を検出する。本発明の一実施形
態により、第２のタッチスクリーン１９０ｂで検出されるタッチの個数は、一つに限定さ
れず、複数のタッチが検出され得る。図５のステップＳ５０７でのタッチの検出は、ステ
ップ５０３と実質的に同一である。
【００６４】
　図５のステップ５０７で、第２のタッチスクリーン１９０ｂでタッチが検出されない場
合、画面変更方法が終了する。
　ステップ５０７で、第２のタッチスクリーン１９０ｂでタッチが検出される場合、図５
のステップＳ５０８で、タッチの連続動作が検出される。
　図６Ｂを参照すると、制御部１１０，１１０ｂは、第２のタッチスクリーン１９０ｂ及
びタッチスクリーン制御部１９５，１９５ｂを用いて第２のタッチスクリーン１９０ｂに
接触する少なくとも一つのタッチのうちのタッチ６４５の連続動作を検出できる。タッチ
６４５の連続動作は、装置１００の格納部に格納できる。第２のタッチスクリーン１９０
ｂに接触するタッチは、一つ又は複数であり得る。図５のステップＳ５０８でのタッチの
連続動作の検出は、ステップＳ５０４と実質的に同一である。
【００６５】
　図５のステップＳ５０９で、第１のタッチスクリーンでタッチの到達が検出される。
　図６Ｂを参照すると、タッチは、第２のタッチスクリーン１９０ｂから始まり、間隔１
００ｄを通過して第１のタッチスクリーン１９０ａに到達する。制御部１１０，１１０ａ
，１１０ｂは、タッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂとタッチスクリーン制御部１９５，
１９５ａ，１９５ｂを用いて、第２のタッチスクリーン１９０ｂでタッチの最後の位置６
４５ｂと第１のタッチスクリーン１９０ａに到達したタッチの最初の位置６４５ｃを認識
する。タッチ６４５が第１のタッチスクリーン１９０ａに到達したことを検出するステッ
プＳ５０９は、ステップＳ５０５と実質的に同一である。
　第１のタッチスクリーン１９０ａにタッチ６４５の到達に応答して少なくとも一つのフ
ィードバックが提供されることは、上述したように、第２のタッチスクリーン１９０ｂで
タッチ６４０の到達に対応する少なくとも一つのフィードバックを提供することと実質的
に同一である。
【００６６】
　図５のステップＳ５１０において、第１の画面と第２の画面は、第２の順序に対応する
複数の画面のうち他の画面に変更される。
　図６Ａを参照すると、制御部１１０，１１０ａ，１１０ｂは、第１のタッチスクリーン
１９０ａでのタッチの到達６４５ｃに応答して第１の画面６００と第２の画面６１０を第
２の順序に対応する複数の画面のうち他の画面６２５，６３０に変更する。他の画面６２



(19) JP 2014-511157 A 2014.5.12

10

20

30

40

50

５，６３０は、第１の画面６００及び第２の画面６１０の第２の順序に従って複数の画面
のうち最後の２つの画面が第１及び第２のタッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂ上に表示
される。第１の画面６００と第２の画面６１０を複数の画面のうち他の画面に変更する図
５のステップＳ５１０は、ステップＳ５０６と実質的に同一である。
　図５のステップＳ５１０において、制御部１１０，１１０ａ，１１０ｂが第１の画面６
００と第２の画面６１０を第２の順序に対応する複数の画面のうち他の画面６２５，６３
０に変更する場合、複数のタッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂを有する装置１００の画
面変更方法は終了する。
【００６７】
　図６Ａ～図６Ｃを参照すると、タッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂは、各々装置１０
０の間隔１００ｄに対して左側と右側に配置されている。本発明の別の実施形態により、
時計方向又は反時計方向に回転可能な装置１００のタッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂ
は、間隔１００ｄに対して上側と下側に配置することができる。装置１００の回転は、セ
ンサーモジュール１７０を介して検出できる。センサーモジュール１７０の検出に応答し
て、第１のタッチスクリーン１９０ａの第１の画面６００及び第２のタッチスクリーン１
９０ｂの第２の画面６１０は、回転される。
　タッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂが装置１００の間隔１００ｄに対して上側と下側
に配置される場合、装置１００の画面変更方法は、タッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂ
が間隔１００ｄに対して左側と右側に配置される場合と実質的に同一である。
【００６８】
　図８は、本発明の別の実施形態による装置のホーム画面変更方法を示す概略的フローチ
ャートである。
　図８のステップＳ８０１において、第１のホーム画面が第１のタッチスクリーンに表示
される。
　図９Ａ～図９Ｃは、本発明の別の実施形態による装置の画面変更方法を示す。
　図９Ｂを参照すると、第１のホーム画面８００と状態バー８０１は、第１のタッチスク
リーン１９０ａに表示される。状態バー８０１は、バッテリーの充電状態、携帯電話の受
信信号の強さ、又はデュアルモードアイコンのような装置１００の状態を示す。デュアル
モードアイコン８０１ｃは、装置１００の複数のタッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂが
動作するか否かを表すテキストとアイコンのうちいずれか一つである。第１のホーム画面
８００は、現在ホーム画面の位置を表すカウンタ８０３、ウィジェット８０４、又はショ
ートカットアイコンが表示される第３のディスプレイ領域８０２を含む。
【００６９】
　ホーム画面は、ユーザーにより、図１１Ａに示す環境設定１１００、又は装置１００に
設定された入力(例えば、ホーム画面の長いタッチ)を用いて所望するアイテム(例えば、
ホーム画面の背景)が変更できる待機画面である。ホーム画面に表示されるウィジェット
８０４又はショートカットアイコンを用いて多様な機能は、すぐに使用することができる
。第１のホーム画面８００は、装置１００により提供される複数のホーム画面のうちの一
つである。
　装置１００のＯＳ又はアプリケーションにより、状態バー８０１は、第１のタッチスク
リーン１９０ａに表示されれない。状態バー８０１が表示されない場合、第１のタッチス
クリーン１９０ａには第１のホーム画面８００のみが表示される。
　タッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂに表示される複数のホーム画面は、ホームカウン
タ８０３，８１３に対応する。カウンタ８０３を参照すると、第１のホーム画面８００は
、全部で７つのホーム画面のうち３番目のホーム画面である。
【００７０】
　図８のステップＳ８０２で、第１のホーム画面から続く第２のホーム画面は、第２のタ
ッチスクリーンに表示される。
　図９Ｂを参照すると、第２のホーム画面８１０と装置１００の状態を示す状態バー８１
１は、第２のタッチスクリーン１９０ｂに表示される。第２のホーム画面８１０は、現在
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ホーム画面の位置を示すカウンタ８１３、ウィジェット８１４、又はショートカットアイ
コンが表示される第４のディスプレイ領域８１２を含む。第２のホーム画面８１０は、複
数のホーム画面の一つである。第２のホーム画面８１０は、所定の順序に従って、昇順に
第１のホーム画面８１０から続くホーム画面(例えば、第１の順序に従って、第１のホー
ム画面８００の次のホーム画面)又は降順に第１のホーム画面８００から続くホーム画面(
例えば、第２の順序に従って、第１のホーム画面８００の以前ホーム画面)である。カウ
ンタ８１３を参照すれば、第２のホーム画面８１０は、７つのホーム画面のうちで４番目
のホーム画面である。
　装置１００のＯＳ又はアプリケーションにより、状態バー８１１は、第２のホーム画面
８１０に表示されない。状態バー８１１が表示されない場合、第２のホーム画面８１０の
みが、タッチスクリーン１９０ｂに表示され得る。
【００７１】
　図８のステップＳ８０３において、第１のタッチスクリーンでタッチが検出されるか否
かを判断する。
　図８Ｂを参照すると、ユーザーは、第１のタッチスクリーン１９０ａにタッチ８４０を
生成する。制御部１１０，１１０ａは、第１のタッチスクリーン１９０ａ及びタッチスク
リーン制御部１９５，１９５ａを用いてタッチ８４０を検出できる。制御部１１０，１１
０ａは、タッチスクリーン制御部１９５，１９５ａからタッチ８４０に対応する第１のホ
ーム画面８００上の最初位置８４０ａ(例えば、Ｘ，Ｙ座標)を受信することができる。制
御部１１０，１１０ａは、第１のタッチスクリーン１９０ａでのタッチ位置及びタッチ８
４０が検出されるタッチ時間を格納部に格納することができる。第１のタッチスクリーン
１９０ａに接触するタッチ８４０は、例えばユーザーの指のうちいずれか１本、又はタッ
チ可能なオブジェクトのタッチにより発生できる。
　本発明の別の実施形態では、第１のタッチスクリーン１９０ａで検出されるタッチの個
数は、一つに限定されず、複数のタッチが検出可能である。第１のタッチスクリーン１９
０ａで複数のタッチが検出される場合、制御部１１０，１１０ａは、複数のタッチ位置及
び複数のタッチが検出された複数のタッチ時間を格納部に格納することができる。検出さ
れるタッチの個数は、当業者には容易にわかるものである。
【００７２】
　ステップＳ８０３ではタッチが第１のタッチスクリーン１９０ａで検出されない場合、
上記方法は、ステップＳ８０７に進行する。
　しかしながら、図８のステップＳ８０４で、タッチが第１のタッチスクリーン１９０ａ
で検出される場合、タッチの連続動作が検出される。
　図９Ｂを参照すると、制御部１１０，１１０ａは、第１のタッチスクリーン１９０ａ及
びタッチスクリーン制御部１９５，１９５ａを用いて第１のタッチスクリーン１９０ａに
接触する少なくとも一つのタッチのうち一つのタッチの連続動作(例えば、連続的なタッ
チに対応する複数のＸ，Ｙ座標)を検出できる。タッチの連続動作は、装置１００の格納
部に格納することができる。第１のタッチスクリーン１９０ａに接触するタッチは、一つ
又は複数のタッチであり得る。
【００７３】
　一つのタッチの連続動作(例えば、８４０ａから８４０ｂへの移動)は、第１のタッチス
クリーン１９０ａから第２のタッチスクリーン１９０ｂまでのタッチに対する連続的なタ
ッチジェスチャ(例えば、８４０ａから８４０ｄへの移動)の一部分を意味する。また、タ
ッチの連続動作(例えば、８４０ｃから８４０ｄへの移動)は、第１のタッチスクリーン１
９０ａから第２のタッチスクリーン１９０ｂまでの連続的なタッチジェスチャ(例えば、
８４０ａから８４０ｄへの移動)の一部分を意味する。一つのタッチの連続動作は、一つ
の接触が、第１のタッチスクリーン１９０ａと第２のタッチスクリーン１９０ｂとの間の
間隔１００ｄを除き、第１のタッチスクリーン１９０ａと第２のタッチスクリーン１９０
ｂで継続して維持されることを意味する。タッチの連続動作は、間隔１００ｄと第２のタ
ッチスクリーン１９０ｂ上の最後位置８４０ｄで非接触位置を有する。
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　図９Ｂを参照すると、第１のタッチスクリーン１９０ａから第２のタッチスクリーン１
９０ｂへのタッチの連続動作は、例えばドラッグアンドドロップ又はフリックのタッチジ
ェスチャを含む。
【００７４】
　図８のステップＳ８０５において、第２のタッチスクリーンでタッチの到達が検出され
る。
　図８Ｂを参照すると、タッチは、第１のタッチスクリーン１９０ａから始まり、第１の
タッチスクリーン１９０ａと第２のタッチスクリーン１９０ｂとの間の間隔１００ｄを通
過して第２のタッチスクリーン１９０ｂに到達する。制御部１１０，１１０ａ，１１０ｂ
は、タッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂとタッチスクリーン制御部１９５，１９５ａ，
１９５ｂを用いて第１のタッチスクリーン１９０ａでのタッチの最後位置８４０ｂと第２
のタッチスクリーン１９０ｂに到達したタッチの最初位置８４０ｃを認識できる。
　制御部１１０，１１０ａ，１１０ｂは、第２のタッチスクリーン１９０ｂでのタッチの
到達を、間隔１００ｄを通過する時間(例えば、第２の時間間隔)、第２のタッチスクリー
ン１９０ｂの所定の領域、又は第２のタッチスクリーン１９０ｂの所定の方向(例えば、
許容傾き範囲)を用いて検出できる。
【００７５】
　図７Ａ～図７Ｃは、本発明の実施形態による一つのタッチスクリーンで生成された一つ
の連続的なタッチから他のタッチスクリーンまでの到達を示す。
　制御部１１０，１１０ａ，１００ｂは、第２のタッチスクリーン１９０ｂでのタッチの
到達８４０ｃに応答するフィードバックをユーザーに提供できる。提供されたフィードバ
ックは、図５及び図６Ａに説明したように、視覚的フィードバック、聴覚的フィードバッ
ク、又は触覚的フィードバックのうち少なくとも一つであり得る。例えば、制御部１１０
，１１０ａ，１１０ｂは、視覚的フィードバック、聴覚的フィードバック、及び触覚的フ
ィードバックの組み合わせをユーザーに提供できる。
【００７６】
　図８のステップＳ８０６において、第１のホーム画面と第２のホーム画面は、第１の順
序に対応する複数のホーム画面のうちの他のホーム画面に変更される。
　図９Ｃを参照すると、制御部１１０，１１０ａ，１１０ｂは、第２のタッチスクリーン
１９０ｂでタッチの到達８４０ｃに応答して、第１のホーム画面８００と第２のホーム画
面８１０を第１の順序に対応する複数のホーム画面のうち他のホーム画面８１５，８２０
に変更する。他のホーム画面８１５，８２０は、第１のホーム画面８００及び第２のホー
ム画面８１０の第１の順序及び一つのタッチの連続動作に対応する複数のホーム画面のう
ち、最初の２つのホーム画面(例えば、１が表示される第１のタッチスクリーン１９０ａ
のカウンタ８０３と、２が表示される第２のタッチスクリーン１９０ｂのカウンタ８１３
)を表示する。
【００７７】
　第２のタッチスクリーン１９０ｂでタッチの到達が検出される場合、他のホーム画面８
１５，８２０への第１のホーム画面８００と第２のホーム画面８１０の変更が始まる。第
２のタッチスクリーン１９０ｂでタッチの到達が検出される場合、第２の遅延時間(例え
ば、０．２ｓｅｃ)後に第１のホーム画面８００と第２のホーム画面８１０の他のホーム
画面８１５，８２０への画面変更が始まることができる。第１のホーム画面８００と第２
のホーム画面８１０から他のホーム画面８１５，８２０への変更は、タッチの連続動作が
動作の最後位置８４０ｄで完了以前、完了時、又は完了以後に完了することができる。
　図１１Ａ及び１１Ｂを参照すると、第１のホーム画面８００と第２のホーム画面８１０
から他のホーム画面８１５，８２０への変更に対応する画面変更時間は、タッチ設定１１
０６の画面変更時間１１０６ｆを用いて変更(例えば、０．３ｓｅｃの第２の遅延)できる
。
【００７８】
　図８のステップＳ８０６において、制御部１１０，１１０ａ，１１０ｂは、第１のホー
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ム画面８００と第２のホーム画面８１０を第１の順序に対応する複数のホーム画面のうち
他のホーム画面８１５，８２０に変更する場合、複数のタッチスクリーン１９０ａ，１９
０ｂを有する装置１００の画面変更方法は終了する。
　更に図８のステップＳ８０３において、タッチが第１のタッチスクリーンで検出されな
い場合、ステップＳ８０７で、タッチが第２のタッチスクリーンで検出されるか否かを判
断する。
　図９Ｂを参照すると、ユーザーは、第２のタッチスクリーン１９０ｂにタッチ８４５を
発生させる。制御部１１０，１１０ｂは、第２のタッチスクリーン１９０ｂ及びタッチス
クリーン制御部１９５，１９５ｂを用いてタッチ８４５を検出できる。本発明の一実施形
態により、第１のタッチスクリーン１９０ａで検出されるタッチの個数は一つに限定され
ず、複数のタッチが検出することができる。図８のステップＳ８０７でタッチの検出は、
ステップＳ８０３と実質的に同一である。
【００７９】
　図８のステップＳ８０７で第２のタッチスクリーン１９０ｂでタッチが検出されない場
合には、画面変更方法が終了する。
　図８のステップＳ８０８において、タッチの連続動作が検出される。
　図９Ｂを参照すると、制御部１１０，１１０ｂは、第２のタッチスクリーン１９０ｂ及
びタッチスクリーン制御部１９５，１９５ｂを用いて第２のタッチスクリーン１９０ｂに
接触する少なくとも一つのタッチのうちのタッチ８４５の連続動作を検出できる。このタ
ッチの連続動作は、装置１００の格納部に格納することができる。第２のタッチスクリー
ン１９０ｂに接触するタッチは、一つ又は複数のタッチであり得る。一つのタッチの連続
動作を検出する図８のステップＳ８０８は、ステップＳ８０４と実質的に同一である。
【００８０】
　図８のステップＳ８０９において、第１のタッチスクリーンで一つのタッチの到達が検
出される。
　図９Ｂを参照すると、タッチは、第２のタッチスクリーン１９０ｂから始まり、間隔１
００ｄを通過して第１のタッチスクリーン１９０ａに到達する。制御部１１０，１１０ａ
，１１０ｂは、タッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂとタッチスクリーン制御部１９５，
１９５ａ，１９５ｂを用いて、第２のタッチスクリーン１９０ｂでタッチの最後の位置８
４５ｂと第１のタッチスクリーン１９０ａに到達したタッチの最初の位置８４５ｃを認識
する。タッチ８４５が第１のタッチスクリーン１９０ａに到達したことを検出する図８の
ステップＳ８０９は、ステップＳ８０５と実質的に同一である。
　第１のタッチスクリーン１９０ａでのタッチの到達に応答して提供される少なくとも一
つのフィードバックは、実質的にステップＳ５０５及びＳ８０５と同一である。
【００８１】
　図８のステップＳ８１０において、第１の画面と第２の画面は、第２の順序に対応する
複数の画面のうち他の画面に変更される。
　図９Ａを参照すると、制御部１１０，１１０ａ，１１０ｂは、第１のタッチスクリーン
１９０ａでのタッチの到達８４５ｃに応答して第１のホーム画面８００と第２のホーム画
面８１０を第２の順序に対応する複数のホーム画面のうちの他の画面８２５，８３０に変
更する。他の画面８２５，８３０は、第１のホーム画面８００及び第２のホーム画面８１
０の第２の順序に従って複数の画面のうち最後の２つのホーム画面は、第１及び第２のタ
ッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂ上に表示される。第１のホーム画面８００を第２のホ
ーム画面８１０を複数の画面のうち他のホーム画面に変更する図８のステップＳ８１０は
、実質的にステップＳ８０６と同一である。
【００８２】
　図８のステップＳ８１０において、制御部１１０，１１０ａ，１１０ｂが第１及び第２
のホーム画面８００，８１０を第２の順序に対応する複数の画面のうち他のホーム画面８
２５，８３０に変更する場合、複数のタッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂを有する装置
１００の画面変更方法が終了する。
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　図９Ａ～図９Ｃを参照すると、タッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂは、各々装置１０
０の間隔１００ｄに対して左側と右側に配置される。本発明の別の実施形態によると、時
計方向又は反時計方向に回転可能な装置１００のタッチスクリーン１９０ａ，１９０ｂは
、図６Ａ～図６Ｃに説明したように、間隔１００ｄに対して上側と下側に配置することが
できる。
【００８３】
　図１０は、本発明の一実施形態によるタッチ設定を示す概略的フローチャートである。
　図１０のステップＳ１００１において、ホーム画面は、第１のタッチスクリーン又は第
２のタッチスクリーンに表示される。ユーザーが第１のハウジング１００ａの第１のボタ
ングループ１６１ａのホームボタン１６１ａ２を選択する場合、ホーム画面は、第１のタ
ッチスクリーン１９０ａに表示される。ユーザーが第２のハウジング１００ｂの第２のボ
タングループ１６１ｂのホームボタン１６１ｂ２を選択する場合、ホーム画面は、第２の
タッチスクリーン１９０ｂに表示される。本発明では、ホーム画面が第１のタッチスクリ
ーン１９０ａのホームボタン１６１ａ２を選択して表示される一例を用いて説明する。
【００８４】
　図１０のステップＳ１００２において、環境設定は、第１のタッチスクリーンで選択さ
れる。
　第１のタッチスクリーン１９０ａに表示されるホーム画面で、環境設定は、環境設定に
対応するショートカットアイコンを用いてユーザーにより選択することができる。あるい
は、ホーム画面が表示される場合には、メニューボタン１６１ａ１がユーザーにより選択
され、環境設定が選択される。
【００８５】
　図１０のステップＳ１００３では、環境設定が表示される。
　図１１Ａは、本発明の一実施形態によるタッチの設定の例を示す。
　図１１Ａを参照すると、環境設定１１００は、制御部１１０，１１０ａの制御下に、第
１のタッチスクリーン１９０ａに表示される。表示される環境設定１１００のアイテムは
、無線ネットワーク１１０１、通話１１０２、サウンド１１０３、ディスプレイ１１０４
、セキュリティ１１０５、及びタッチ設定１１０６を含む。一部アイテムは、装置１００
の性能に従って、表示された環境設定１１００のアイテムから追加又は削除することがで
きる。
【００８６】
　図１０のステップＳ１００４では、タッチ関連設定が遂行される。
　図１１Ｂは、本発明の一実施形態によるタッチ設定の例を示す。
　タッチ設定アイテム１１０６が図１１Ａで選択される場合、このタッチ設定アイテム１
１０６は、図１１Ｂに示すように表示される。
　図１１Ｂを参照すると、タッチ設定アイテム１１０６は、０．３ｓｅｃの第１の時間間
隔に対応するタッチ時間間隔アイテム１１０６ａ、３ｃｍの半径を有する所定の領域の半
径１１０６ｂ、±４５゜の第２の傾きθ２，θ３に対応するタッチの許容傾き範囲１１０
６ｃ、画面変更又はホーム画面の変更に対応するタッチジェスチャをフリックからスプレ
ッド(spread)に変更するタッチジェスチャ変更１１０６ｄ、視覚的フィードバックと触覚
的フィードバックから選択されるフィードバックアイテム１１０６ｅ、及び０．５ｓｅｃ
の画面変更時間を有する画面変更時間１１０６ｆのうち少なくとも一つを含むことができ
る。装置１００によりサポートされる性能により、一部アイテムは、タッチ設定アイテム
１１０６のアイテムから追加又は除去することができる。
　図１０のステップＳ１００４でタッチ関連設定が遂行され、上記の方法は終了する。
【００８７】
　上記したような本発明の実施形態による方法は、多様なコンピュータ手段を介して遂行
できるプログラム命令形態で実現され、コンピュータ読み取り可能媒体に記録することが
できる。このコンピュータ読み取り可能媒体は、プログラム命令、データファイル、及び
データ構造またはその組み合わせを含むことができる。上記媒体に記録されるプログラム
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野における通常の知識を持つ者には公知されて使用することができる。
【００８８】
　以上、本発明を具体的な実施形態に関して図示及び説明したが、添付した特許請求の範
囲により規定されるような本発明の精神及び範囲を外れることなく、形式や細部の様々な
変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。
【符号の説明】
【００８９】
　１００，１００ａ，１００ｂ　複数のタッチスクリーンを有する装置
　１００ｃ　ヒンジ
　１００ｄ　間隔
　１１０，１１０ａ，１１０ｂ　制御部
　１１１，１１１ａ，１１１ｂ　ＣＰＵ
　１１２，１１２ａ，１１２ｂ　ＲＯＭ
　１１３，１１３ａ，１１３ｂ　ＲＡＭ
　１２０　移動通信モジュール
　１３０　サブ通信モジュール
　１３１　無線ＬＡＮモジュール
　１３２　近距離通信モジュール
　１４０　マルチメディアモジュール
　１４１　放送受信モジュール
　１４２　オーディオ再生モジュール
　１４３　動画像再生モジュール
　１５０　カメラモジュール
　１５１　第１のカメラ
　１５２　第２のカメラ
　１５５　ＧＰＳモジュール
　１６０　入出力モジュール
　１６１，１６１ａ，１６１ｂ　ボタン
　１６２　マイク
　１６３，１６３ａ，１６３ｂ　スピーカ
　１６４　振動モータ
　１６５　コネクタ
　１６６　キーパッド
　１７０，１７０ａ　センサーモジュール
　１７５　格納部
　１８０　電源供給部
　１９０ａ，１９０ｂ　タッチスクリーン
　１９５，１９５ａ，１９５ｂ　タッチスクリーン制御部
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