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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のオブジェクトを表示し、当該第１のオブジェクトに対するユーザの第１のタッチ
操作を検出する第１のタッチパネルと、
　第２のオブジェクトを表示し、当該第２のオブジェクトに対する前記ユーザの、前記第
１のタッチ操作とは逆方向の第２のタッチ操作を検出する第２のタッチパネルと、
　前記第１のタッチ操作と前記第２のタッチ操作とが同時に検出された場合に、前記表示
された第１のオブジェクトと前記表示された第２のオブジェクトとを連動させて変化させ
る制御部と
　を具備する情報処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報処理装置であって、
　前記制御部は、前記第１のタッチ操作と前記第２のタッチ操作とが同時に検出された場
合に、前記第１のオブジェクトを前記第２のタッチパネルに表示させ、前記第２のオブジ
ェクトとを前記第１のタッチパネルに表示させる
　情報処理装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の情報処理装置であって、
　前記第１のオブジェクト及び前記第２のオブジェクトは、１つの第３のオブジェクトの
各一部として表示され、
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　前記第１のタッチ操作及び前記第２のタッチ操作はそれぞれ回転方向の操作であり、
　前記制御部は、前記第１のタッチ操作と前記第２のタッチ操作とが同時に検出された場
合に、前記第３のオブジェクトを回転させる
　情報処理装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の情報処理装置であって、
　前記第１のオブジェクト及び前記第２のオブジェクトは、１つの第３のオブジェクトの
各一部として表示され、
　前記第１のタッチ操作及び前記第２のタッチ操作は互いに離れる方向への操作であり、
　前記制御部は、前記第１のタッチ操作と前記第２のタッチ操作とが同時に検出された場
合に、前記第３のオブジェクトを当該第３のオブジェクトが破れるように変化させる
　情報処理装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の情報処理装置であって、
　前記第３のオブジェクトに対応するデータを記憶する記憶部をさらに具備し、
　前記制御部は、前記第３のオブジェクトが変化した場合に、前記データを前記記憶部か
ら削除する
　情報処理装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の情報処理装置であって、
　前記第１のタッチ操作及び前記第２のタッチ操作は互いに近づく方向への操作であり、
　前記制御部は、前記第１のタッチ操作と前記第２のタッチ操作とが同時に検出された場
合に、前記第１のオブジェクト及び前記第２のオブジェクトを、当該第１のオブジェクト
及び第２のオブジェクトが１つにまとまるように変化させる
　情報処理装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の情報処理装置であって、
　前記第１のタッチパネルと前記第２のタッチパネルとの間に設けられ、当該第１のタッ
チパネル及び当該第２のタッチパネルから所定距離に存在する物体を検出する光センサを
さらに具備し、
　前記制御部は、前記第１のタッチ操作と前記第２のタッチ操作とが同時に検出され、か
つ、前記光センサにより物体が検出された場合に、前記表示された第１のオブジェクトと
前記表示された第２のオブジェクトとを連動させて変化させる
【請求項８】
　請求項７に記載の情報処理装置であって、
　前記制御部は、前記光センサにより物体が検出された場合に、前記表示された第１のオ
ブジェクトと前記表示された第２のオブジェクトとを第１の態様で変化させ、前記光セン
サにより物体が検出されない場合に、前記表示された第１のオブジェクトと前記表示され
た第２のオブジェクトとを前記第１の態様とは異なる第２の態様で変化させる
　情報処理装置。
【請求項９】
　第１のタッチパネルにより、第１のオブジェクトを表示し、当該第１のオブジェクトに
対するユーザの第１のタッチ操作を検出し、
　第２のタッチパネルにより、第２のオブジェクトを表示し、当該第２のオブジェクトに
対する前記ユーザの、前記第１のタッチ操作とは逆方向の第２のタッチ操作を検出し、
　前記第１のタッチ操作と前記第２のタッチ操作とが同時に検出された場合に、前記表示
された第１のオブジェクトと前記表示された第２のオブジェクトとを連動させて変化させ
る
　情報処理方法。
【請求項１０】
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　第１のタッチパネル及び第２のタッチパネルを有する情報処理装置に、
　第１のタッチパネルにより、第１のオブジェクトを表示し、当該第１のオブジェクトに
対するユーザの第１のタッチ操作を検出するステップと、
　第２のタッチパネルにより、第２のオブジェクトを表示し、当該第２のオブジェクトに
対する前記ユーザの、前記第１のタッチ操作とは逆方向の第２のタッチ操作を検出するス
テップと、
　前記第１のタッチ操作と前記第２のタッチ操作とが同時に検出された場合に、前記表示
された第１のオブジェクトと前記表示された第２のオブジェクトとを連動させて変化させ
るステップと
　を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のタッチパネルを有する情報処理装置、当該情報処理装置における情報
処理方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、複数のタッチパネルを有する情報処理装置が知られている。例えば、下記特
許文献１には、複数のタッチパネルと一体的に構成されたＬＣＤ（Liquid Crystal Displ
ay）を有する複数のパネルがヒンジ部により接続された腕時計型のＰＤＡ（Personal Dig
ital Assistant）が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１５０２７３号公報（図１、図４、図１０等）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に記載のＰＤＡでは、各ＬＣＤに表示されたボタンに対
する操作をタッチパネルによってそれぞれ検出するのみである。したがってこのＰＤＡは
、複数のタッチパネルに対するタッチ操作が検出された場合に、その操作対象の各オブジ
ェクトの表示を、複数のタッチパネル間で連動させて制御することはできない。すなわち
、このＰＤＡは、複数のタッチパネルで１つのまとまった処理を実行することができない
。
【０００５】
　以上のような事情に鑑み、本発明の目的は、複数のタッチパネルで検出されたタッチ操
作に応じて操作対象のオブジェクトの表示を各タッチパネル間で連動させて制御し、１つ
のまとまった処理を実行可能な情報処理装置、情報処理方法及びプログラムを提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る情報処理装置は、第１のタッチパネル
と、第２のタッチパネルと、制御部とを有する。上記第１のタッチパネルは、第１のオブ
ジェクトを表示し、当該第１のオブジェクトに対するユーザの第１のタッチ操作を検出す
る。上記第２のタッチパネルは、第２のオブジェクトを表示し、当該第２のオブジェクト
に対する上記ユーザの第２のタッチ操作を検出する。上記制御部は、上記第１のタッチ操
作が検出されてから所定時間内に上記第２のタッチ操作が検出された場合に、上記表示さ
れた第１のオブジェクトと上記表示された第２のオブジェクトとを連動させて変化させる
。
　この構成により、情報処理装置は、第１及び第２のタッチパネルで検出されたタッチ操
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作に応じて、操作対象のオブジェクトの表示を各タッチパネル間で連動させて制御するこ
とで、１つのまとまった処理を実行できる。したがって情報処理装置は、単一のタッチパ
ネルを用いる場合に比べて、複数のオブジェクトを別個に処理できるのみならず、まとめ
て処理することもできるため、ユーザの用途に応じて処理の柔軟性を向上させることがで
きる。
　ここで、上記所定時間とは、例えば０秒～３秒程度であるが、これに限られない。つま
りこの所定時間には、第１のタッチ操作と第２のタッチ操作とが同時に検出される場合も
含まれる。上記第１及び第２のタッチパネルには、非接触型の静電容量センサを有するも
のも含まれ、上記第１及び第２のタッチ操作は、第１及び第２のタッチパネルへの物理的
な接触を伴わないものも含む。また上記第１及び第２のオブジェクトは、例えばアイコン
、ウィンドウ、画面全体、その他のあらゆる画像を含む。上記第１及び第２のオブジェク
トは、単一のオブジェクトが第１のタッチパネルと第２のタッチパネルとに分割されて表
示されたものであってもよいし、別個に独立して表示されたものであってもよい。
【０００７】
　上記第１のタッチ操作と上記第２のタッチ操作とは互いに逆方向の操作であってもよい
。
　これにより情報処理装置は、第１及び第２のオブジェクトを連動して変化させるための
タッチ操作を互いに逆方向とすることで、ユーザに通常の非連動的なタッチ操作との相違
を容易に認識させ、直感的にタッチ操作を入力させることができる。その結果、情報処理
装置は、ユーザの誤操作も防ぐことができる。ここで互いに逆方向の操作とは、直線方向
のみならず、曲線方向や回転方向の操作も含む。
【０００８】
　上記制御部は、上記第１のタッチ操作が検出されてから上記所定時間内に上記第２のタ
ッチ操作が検出された場合に、上記第１のオブジェクトを上記第２のタッチパネルに表示
させ、上記第２のオブジェクトとを上記第１のタッチパネルに表示させてもよい。
　これによりユーザは、直感的なタッチ操作で第１及び第２のタッチパネルに表示される
オブジェクト及び画面の表示の切り替えを行うことができる。
【０００９】
　上記第１のオブジェクト及び上記第２のオブジェクトは、１つの第３のオブジェクトの
各一部として表示されてもよい。この場合上記第１のタッチ操作及び上記第２のタッチ操
作はそれぞれ回転方向の操作であってもよい。この場合上記制御部は、上記第１のタッチ
操作が検出されてから上記所定時間内に上記第２のタッチ操作が検出された場合に、上記
第３のオブジェクトを回転させてもよい。
　これによりユーザは、複数のタッチパネルで１つのオブジェクトを閲覧できるのみなら
ず、当該オブジェクトを、実際の物を回転させる動作と同様の容易かつ直感的な操作で回
転させることができる。
【００１０】
　上記第１のオブジェクト及び上記第２のオブジェクトは、１つの第３のオブジェクトの
各一部として表示されてもよい。この場合上記第１のタッチ操作及び上記第２のタッチ操
作は互いに離れる方向への操作であってもよい。この場合上記制御部は、上記第１のタッ
チ操作が検出されてから上記所定時間内に上記第２のタッチ操作が検出された場合に、上
記第３のオブジェクトを当該第３のオブジェクトが破れるように変化させてもよい。
　これによりユーザは、複数のタッチパネルで１つのオブジェクトを閲覧できるのみなら
ず、当該オブジェクトを、実際の書類等を破る動作と類似した容易かつ直感的な操作で破
るように変化させることができる。
【００１１】
　この場合、情報処理装置は、上記第３のオブジェクトに対応するデータを記憶する記憶
部をさらに有してもよく、上記制御部は、上記第３のオブジェクトが変化した場合に、上
記データを上記記憶部から削除してもよい。
　これによりユーザは、第３のオブジェクトに対応するデータの削除処理を、第３のオブ
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ジェクトを破る操作に見立てて直感的に実行することができる。
【００１２】
　上記第１のタッチ操作及び上記第２のタッチ操作は互いに近づく方向への操作であって
もよい。この場合上記制御部は、上記第１のタッチ操作が検出されてから上記所定時間内
に上記第２のタッチ操作が検出された場合に、上記第１のオブジェクト及び上記第２のオ
ブジェクトを、当該第１のオブジェクト及び第２のオブジェクトが１つにまとまるように
変化させてもよい。
　これによりユーザは、第１及び第２のタッチパネルにそれぞれ表示されたオブジェクト
を、実際に複数の物を近づけて集めるような操作に類似した容易かつ直感的な操作で１つ
にまとめることができる。
【００１３】
　上記情報処理装置は、上記第１のタッチパネルと上記第２のタッチパネルとの間に設け
られ、当該第１のタッチパネル及び当該第２のタッチパネルから所定距離に存在する物体
を検出する光センサをさらに有してもよい。この場合上記制御部は、上記第１のタッチ操
作が検出されてから上記所定時間内に上記第２のタッチ操作が検出され、かつ、上記光セ
ンサにより物体が検出された場合に、上記表示された第１のオブジェクトと上記表示され
た第２のオブジェクトとを連動させて変化させてもよい。
　ここで上記所定距離に存在する物体とは、例えばユーザの手であり、より具体的には、
２本の指間の付け根部分である。
　これにより、例えば第１のタッチ操作がユーザの片手の１本の指で入力され、第２のタ
ッチ操作が当該片手の他の指で入力される場合に、情報処理装置は、光センサで当該手を
検出することで、２本の指でタッチ操作が入力されていることを確実に認識できる。した
がって情報処理装置は、例えば第１のタッチ操作のみ入力されている場合であって第２の
タッチパネルに偶然他の物体が触れた場合等でも、それによる誤検出及び表示の誤変化を
防ぐことができる。なぜなら、このような場合は、光センサにより物体自体は検出された
としても、上記所定距離より小さい距離で検出されるからである。
【００１４】
　またこの場合上記制御部は、上記光センサにより物体が検出された場合に、上記表示さ
れた第１のオブジェクトと上記表示された第２のオブジェクトとを第１の態様で変化させ
、上記光センサにより物体が検出されない場合に、上記表示された第１のオブジェクトと
上記表示された第２のオブジェクトとを上記第１の態様とは異なる第２の態様で変化させ
てもよい。
　これにより、情報処理装置は、光センサによる物体の検出の有無に応じて、同じ第１及
び第２の操作が検出された場合でも異なる態様で第１及び第２のオブジェクトを変化させ
ることができる。したがって情報処理装置は、第１及び第２のタッチ操作に応じてより多
くのパターンの処理を実行可能となり、ユーザの利便性を向上させることができる。
【００１５】
　上記情報処理装置は、上記第１のオブジェクトに対応する第１のデータ及び上記第２の
オブジェクトに対応する第２のデータを記憶する記憶部をさらに有してもよい。この場合
上記第１のタッチ操作は、所定の回転方向で上記第１のオブジェクトを囲む操作であって
もよく、上記第２のタッチ操作は、上記所定の回転方向で上記第２のオブジェクトを囲む
操作であってもよい。この場合上記制御部は、上記第１のタッチ操作が検出されてから上
記所定時間内に上記第２のタッチ操作が検出された場合に、上記記憶部に、上記第１のデ
ータ及び上記第２のデータをグループ化して記憶させてもよい。
　これにより、ユーザは、第１及び第２のオブジェクトを囲むという容易かつ直感的な操
作を行うだけで、第１及び第２のオブジェクトに対応する第１及び第２のデータをグルー
プ化して記憶させることができる。
【００１６】
　本発明の他の形態に係る情報処理方法は、第１のタッチパネルにより、第１のオブジェ
クトを表示し、当該第１のオブジェクトに対するユーザの第１のタッチ操作を検出するこ
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とを含む。また当該情報処理方法は、第２のタッチパネルにより、第２のオブジェクトを
表示し、当該第２のオブジェクトに対する上記ユーザの第２のタッチ操作を検出すること
を含む。上記第１のタッチ操作が検出されてから所定時間内に上記第２のタッチ操作が検
出された場合、上記表示された第１のオブジェクトと上記表示された第２のオブジェクト
とが連動して変化する。
【００１７】
　本発明のまた別の形態に係るプログラムは、第１のタッチパネル及び第２のタッチパネ
ルを有する情報処理装置に、第１の検出ステップと、第２の検出ステップと、表示制御ス
テップとを有する。上記第１の検出ステップは、上記第１のタッチパネルにより、第１の
オブジェクトを表示し、当該第１のオブジェクトに対するユーザの第１のタッチ操作を検
出する。上記第２の検出ステップは、上記第２のタッチパネルにより、第２のオブジェク
トを表示し、当該第２のオブジェクトに対する上記ユーザの第２のタッチ操作を検出する
。上記表示制御ステップは、上記第１のタッチ操作が検出されてから所定時間内に上記第
２のタッチ操作が検出された場合に、上記表示された第１のオブジェクトと上記表示され
た第２のオブジェクトとを連動させて変化させる。
【発明の効果】
【００１８】
　以上のように、本発明によれば、複数のタッチパネルで検出されたタッチ操作に応じて
操作対象のオブジェクトの表示を各タッチパネル間で連動させて制御することで、１つの
まとまった処理を実行できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態に係る携帯情報機器の外観を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る携帯情報機器のハードウェア構成を示した図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る携帯情報機器の開閉の様子を示した図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る携帯情報機器によるタッチ操作に応じた処理の流れを
示したフローチャートである。
【図５】本発明の一実施形態に係る携帯情報機器における回転ジェスチャーの様子の一例
をタッチパネルの平面方向から示した図である。
【図６】図５に示した回転ジェスチャーに応じた具体的な表示処理の一例を示した図であ
る。
【図７】図５に示した回転ジェスチャーに応じた具体的な表示処理の他の例を示した図で
ある。
【図８】本発明の一実施形態に係る携帯情報機器におけるつまみジェスチャーの様子の一
例をタッチパネルの平面方向から示した図である。
【図９】図８に示したつまみジェスチャーに応じた具体的な表示処理の一例を示した図で
ある。
【図１０】本発明の一実施形態に係る携帯情報機器におけるズームジェスチャーの様子の
一例をタッチパネルの平面方向から示した図である。
【図１１】図１０に示したズームジェスチャーに応じた具体的な表示処理の一例を示した
図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係る携帯情報機器における破りジェスチャーの様子の一
例をタッチパネルの平面方向から示した図である。
【図１３】図１２に示した破りジェスチャーに応じた具体的な表示処理の一例を示した図
である。
【図１４】本発明の一実施形態に係る携帯情報機器におけるグループ化ジェスチャーの様
子の一例をタッチパネルの平面方向から示した図である。
【図１５】図１４に示したグループ化ジェスチャーに応じた具体的な表示処理の一例を示
した図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２０】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。
【００２１】
［携帯情報機器の概要］
　図１は、本発明の一実施形態に係る携帯情報機器の外観を示す図である。
　同図に示すように、携帯情報機器１００は、２つの筐体１ａと筐体１ｂとが回動（開閉
）可能に接続された、いわゆるクラムシェル型の筐体１を有する。同図は筐体１ａ及び１
ｂが開いた状態を示している。ユーザはこの状態で携帯情報機器１００を操作する。
【００２２】
　筐体１ａ及び１ｂはそれぞれ、開いた状態で露出する面に、タッチパネル２ａ及び２ｂ
を有する。タッチパネル２ａ及び２ｂは、それぞれディスプレイ２５ａ及び２５ｂと一体
的に設けられている。タッチパネル２ａは端辺２１及びそれに対向する端辺２２を有する
タッチ面を有し、タッチパネル２ｂも同様に端辺２３及びそれに対向する端辺２４を有す
るタッチ面を有する。タッチパネル２ａ及び２ｂは、それぞれディスプレイ２５ａ及び２
５ｂに表示されるオブジェクトに対するユーザの指によるタッチ操作を検出する。ユーザ
は、片手の２本の指（典型的には親指と人差指）や、両方の手の各一本の指（典型的には
人差指）を用いてタッチ操作を入力する。タッチ操作は典型的には指を任意の方向にドラ
ッグする操作（タッチパネル２ａ及び２ｂをなぞる操作）やクリック（単純タッチ）操作
であるが、これに限られない。
【００２３】
　筐体１ａは、両側面の上記端辺２２側にギヤ部材３ａを有し、筐体１ｂは両側面の上記
端辺２３側にギヤ部材３ｂを有する。ギヤ部材３ａとギヤ部材３ｂとは、連結部材４によ
って噛み合った状態で接続されている。連結部材４は、２枚の板（またはバー）の一端同
士が回動可能に接続され、２枚の板（またはバー）の多端がそれぞれギヤ部材３ａ及び３
ｂの回動軸に接続されて構成されている。このギヤ部材３ａ及び３ｂと連結部材４とによ
り、筐体１ａ及び１ｂは回動自在に接続されている。このような構成により、筐体１ａと
筐体１ｂとを例えばヒンジ等を用いて接続する場合に比べて、筐体１ａのタッチパネル２
ａと筐体１ｂのタッチパネル２ｂとの距離をより近づけることができる。
【００２４】
　タッチパネル２ａの端辺２２とタッチパネル２ｂの端辺２３との間には、光センサ５が
設けられている。光センサ５は、タッチパネル２ａの端辺２２から連続して筐体１ａに設
けられる光センサ部５ａと、タッチパネル２ｂの端辺２３から連続して筐体１ｂに設けら
れる光センサ部５ｂとを有する。タッチパネル２ａのタッチ面、タッチパネル２ｂのタッ
チ面及び光センサ５の表面は、筐体１ａ及び１ｂが開いた状態において、同一平面上に位
置するように設けられている。
【００２５】
［携帯情報機器のハードウェア構成］
　図２は、上記携帯情報機器１００のハードウェア構成を示した図である。
　同図に示すように、携帯情報機器１００は、上記タッチパネル２ａ、２ｂ（ディスプレ
イ２５ａ、２５ｂ）、光センサ５のほか、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１、Ｒ
ＡＭ（Random Access Memory）１２、フラッシュメモリ１３を有する。また携帯情報機器
１００は、通信部１４、外部Ｉ／Ｆ（インタフェース）１５、キー／スイッチ部１６、マ
イクロフォン１７、スピーカ１８、ヘッドフォン１９及びカメラ２０を有する。
【００２６】
　ＣＰＵ１１は、携帯情報機器１００の各部と信号をやり取りして各種演算を行い、タッ
チパネル２ａ及び２ｂへのタッチ操作（タッチジェスチャー）に応じた各種表示制御（表
示変化）処理及びその他の処理を統括的に制御する。
【００２７】
　ＲＡＭ１２は、ＣＰＵ１１の作業領域として用いられ、ＣＰＵ１１が処理する各種ＧＵ
Ｉ（オブジェクト）を含む各種データ、タッチパネル２ａ及び２ｂを用いたタッチ操作に
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応じた各種表示処理を実行するアプリケーション等のプログラムを一時的に格納する。
【００２８】
　フラッシュメモリ１３は、例えばＮＡＮＤ型のものである。フラッシュメモリ１３は、
上記各種アイコン等の画像を含む各種データ、ＣＰＵ１１が実行する制御プログラムや、
上記各種表示処理を実行するアプリケーション等の各種プログラムを記憶する。当該アプ
リケーションは、例えばメモリカード（図示せず）等の他の記録媒体に記憶されていても
構わない。また携帯情報機器１００は、当該フラッシュメモリ１３に代えて、またはそれ
に加えて、ＨＤＤを有していてもよい。
【００２９】
　通信部１４は、例えばイーサネット（登録商標）や無線ＬＡＮ（Local Area Network）
等の規格に準じて携帯情報機器１００をインターネットやＬＡＮへ接続するためのインタ
フェースである。
【００３０】
　外部Ｉ／Ｆ１５は、例えばＵＳＢ（Universal Serial Bus）や無線ＬＡＮ（Local Area
 Network）等の各種規格に基づいて、有線または無線により外部機器と接続し、各種デー
タのやり取りを行う。また外部Ｉ／Ｆ１５は、例えばメモリースティック等の各種メモリ
カードと接続するためのインタフェースであってもよい。
【００３１】
　キー／スイッチ部１６は、例えば電源（図示せず）のＯＮ／ＯＦＦや各種機能の切替等
、上記タッチパネル２への操作では実行できない機能や、タッチパネル２への操作で実行
できる機能と同等の機能に対応した操作を受け付け、入力信号をＣＰＵ１１へ伝える。
【００３２】
　マイクロフォン１７は、例えば携帯情報機器１００が上記通信部１４によりネットワー
ク上の他の機器と接続された場合に、音声通話のためにユーザの声等の音声を入力する。
【００３３】
　スピーカ１８及びヘッドフォン１９は、上記フラッシュメモリ１３等に記憶された、ま
たは通信部１４やマイクロフォン１７から入力された音声信号を出力する。
【００３４】
　上記カメラ２０は、例えばＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）や
ＣＣＤ（Charge Coupled Devices）センサ等の撮像素子により、静止画及び動画を撮像す
る。撮像データは上記ＲＡＭ１２やフラッシュメモリ１３へ保存されたり、通信部１４を
介してネットワーク上の他の機器へ送信されたりする。
【００３５】
　タッチパネル２ａ及び２ｂの動作方式としては、例えば抵抗被膜方式や静電容量方式が
用いられるが、電磁誘導方式、マトリクススイッチ方式、表面弾性波方式、赤外線方式等
のその他の方式が用いられてもよい。動作方式として静電容量方式が採用される場合、本
実施形態における「タッチ操作」とは、ユーザの指が、タッチパネル２ａ及び２ｂに物理
的に接触している場合のみならず、静電容量の変化を検出可能な程度に近接している場合
も含む。
【００３６】
　光センサ５は、例えば反射型のものであり、例えば赤外光を発光するＬＥＤ（Light Em
itting Diode）等の発光素子と、フォトダイオードやフォトトランジスタ等の受光素子と
を有する。光センサ５は、上方の所定距離範囲内に物体が存在しているか否かを検出する
。本実施形態において光センサ５は、ユーザの片手（の指）が光センサ５の上方の所定距
離範囲内に存在しているか否かを検出する。すなわち、光センサ５は、ユーザの手が、タ
ッチパネル２ａ及び２ｂをユーザの２本の指で跨ぐように光センサ５の上方に存在してい
るか否かを検出する。この場合、所定距離範囲とは、例えば３ｃｍ～１５ｃｍ程度である
が、この範囲に限られない。
【００３７】
　各タッチパネル２ａ及び２ｂに対するタッチ操作が検出され、かつ、この所定距離範囲
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内に物体が存在する場合には、ユーザが片手の２本の指でタッチ操作を行っていると判断
される。例えばユーザが親指と人差指でそれぞれタッチパネル２ａ及び２ｂにタッチ操作
を行っている場合、当該親指と人差指の間の付け根部分が光センサ５で検出される。一方
、各タッチ操作が検出されたにも関わらず、光センサ５で上記所定距離範囲内に物体が検
出されない場合には、ユーザが、一方の手の指でタッチパネル２ａをタッチし、もう片方
の手の指でタッチパネル２ｂをタッチしていると判断される。
【００３８】
　図示しないが、携帯情報機器１００は、タッチパネル２ａ及び２ｂ間の電気的接続のた
めのケーブルやフレキシブル基板を有する。これらケーブルやフレキシブル基板は、例え
ば上記ギヤ部材３ａ、３ｂ及び連結部材４に亘って設けられてもよい。
【００３９】
　ディスプレイ２５ａ及び２５ｂは例えばＴＦＴ（Thin Film Transistor）等のＬＣＤや
ＯＥＬＤ（Organic Electro-Luminescence Display）であり、例えばアイコンやウィンド
ウ、画面全体等のタッチ操作用のＧＵＩ、その他の画像を表示する。ディスプレイ２５ａ
及び２５ｂは、上述したように、それぞれタッチパネル２ａ及び２ｂと一体的に設けられ
る。
【００４０】
［携帯情報機器の動作］
　次に、以上のように構成された携帯情報機器１００の動作について説明する。
【００４１】
（携帯情報機器の開閉動作）
　まず、携帯情報機器１００の開閉動作について説明する。図３は、携帯情報機器１００
の開閉の様子を示した図である。
　同図（Ａ）に示すように、筐体１ａ及び１ｂが閉じた状態から、ユーザが例えば筐体１
ａを上方向に持ち上げると、同図（Ｂ）～（Ｄ）に示すように、上記ギヤ部材３ａ及び３
ｂと連結部材４とが回動することで、筐体１ａが開く。これによりタッチパネル２ａ及び
２ｂが露出する。そして筐体１ａ及び１ｂは、同図（Ｅ）に示すように、タッチパネル２
ａ及び２ｂの各タッチ面及び光センサ５が同一平面上となるように１８０度開いた状態で
静止する。ユーザのタッチ操作はこの同図（Ｅ）の状態で入力される。このように各タッ
チ面を同一平面上に設けることで、ユーザは、異なるタッチパネルであること及び両タッ
チパネル間に光センサがあることを意識せずに直感的な操作が可能となる。
【００４２】
（携帯情報機器のオブジェクト表示制御処理）
　次に、携帯情報機器１００のタッチパネル２ａ及び２ｂにより検出されるタッチ操作（
タッチジェスチャー）に応じたオブジェクトの連動した表示制御処理について説明する。
以下の説明では、ＣＰＵ１１を動作の主体として説明するが、このＣＰＵ１１の動作は、
ＲＡＭ１２に展開されるプログラムと協働して実行される。
【００４３】
　図４は、携帯情報機器１００によるオブジェクトの表示制御処理の流れを示したフロー
チャートである。
　同図に示すように、まず、ＣＰＵ１１は、タッチパネル２ａ及び２ｂにそれぞれオブジ
ェクトを表示させる（ステップ４１）。続いてＣＰＵ１１は、タッチパネル２ａ及び２ｂ
において、当該各オブジェクトに対するタッチ操作が同時に検出されたか否かを検出する
（ステップ４２）。ここで「同時」とは、厳密に同時刻でなくともよく、例えば０．５秒
以内に各タッチ操作が検出された場合等も含む。
【００４４】
　各タッチ操作が同時に検出された場合（ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は、当該検出された各タ
ッチ操作のタッチ点が同じ方向回りに回転しているか否かを判断する（ステップ４３）。
タッチ点が同じ方向回りに回転していると判断した場合（ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は、上記
光センサ５が上記所定距離範囲内で物体（手）を検出したか否かを判断する（ステップ４
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４）。当該所定距離範囲内で物体（手）が検出されなかった場合（ＮＯ）、ＣＰＵ１１は
、上記検出されたタッチ操作は誤検出であると判断し、オブジェクトの連動表示制御処理
を終了する。
【００４５】
　当該所定距離範囲内で物体（手）が検出された場合（ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は、当該タ
ッチ操作が回転ジェスチャーであると判断する（ステップ４５）。
【００４６】
　図５は、この回転ジェスチャーの様子の一例をタッチパネル２ａ及び２ｂの平面方向か
ら示した図である。
　同図（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、ユーザは、２本の指Ｆ１及びＦ２（親指と人差指
）をそれぞれタッチパネル２ａ及び２ｂにタッチし、両指Ｆ１及びＦ２の付け根部分を支
点として、同図矢印方向に回転させる。この場合、ＣＰＵ１１は当該回転方向のタッチ操
作を検出するとともに、光センサ５により手が検出されたことを確認する。
【００４７】
　図４に戻り、ＣＰＵ１１は、上記回転ジェスチャーを検出すると、それに応じた表示制
御（表示変化）処理を実行する（ステップ４６）。図６は、当該回転ジェスチャーに応じ
た具体的な表示制御処理の一例を示した図である。同図（Ａ）及び（Ｂ）が回転ジェスチ
ャーの入力時、同図（Ｃ）が回転ジェスチャーの入力後の様子をそれぞれ示す。
【００４８】
　同図（Ａ）に示すように、タッチパネル２ａ及び２ｂには、オブジェクトＯ１及びＯ２
として、例えばそれぞれ携帯情報機器１００が実行中のアプリケーションＡ及びＢのＧＵ
Ｉ画面が表示されている。この状態から、同図（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、ユーザが
２本の指Ｆ１及びＦ２で回転ジェスチャーを入力する。すると、ＣＰＵ１１は、同図（Ｃ
）に示すように、当該アプリケーションＡのＧＵＩ画面と、アプリケーションＢのＧＵＩ
画面とを、タッチパネル２ａとタッチパネル２ｂとの間で入れ替える処理を行う。
【００４９】
　同図においては、ＣＰＵ１１は、回転ジェスチャーに応じて画面全体を入れ替える処理
を実行したが、ウィンドウやアイコン等、その他のオブジェクト（画像）の位置を各タッ
チパネル２ａ及び２ｂ間で入れ替えてもよい。
【００５０】
　図７は、当該回転ジェスチャーに応じた具体的な表示制御処理の他の例を示した図であ
る。同図（Ａ）及び（Ｂ）が回転ジェスチャーの入力時、同図（Ｃ）が回転ジェスチャー
の入力後の様子をそれぞれ示す。
【００５１】
　同図（Ａ）に示すように、タッチパネル２ａ及び２ｂには、例えば写真等の１つのオブ
ジェクトＯの上側部分Ｏ１及び下側部分Ｏ２がそれぞれ表示されている。この状態から、
同図（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、ユーザが２本の指Ｆ１及びＦ２で上記回転ジェスチ
ャーを入力する。すると、ＣＰＵ１１は、同図（Ｃ）に示すように、当該オブジェクトＯ
を、同図Ｚ軸を回転軸として１８０度回転させる。
【００５２】
　ＣＰＵ１１は、上記オブジェクトＯを１８０度回転させるのみならず、回転ジェスチャ
ーの回転角度（各タッチ点の移動量）に応じた角度分、オブジェクトＯを回転させてもよ
い。
【００５３】
　図４に戻り、ＣＰＵ１１は、上記ステップ４３において、タッチ点が同じ方向回りに回
転していないと判断した場合（ＮＯ）、当該タッチ点が近づく方向に直線移動しているか
否かを判断する（ステップ４７）。当該タッチ点が近づく方向に直線移動していると判断
した場合（ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は、上記光センサ５が上記所定距離範囲内で物体（手）
を検出したか否かを判断する（ステップ４８）。当該所定距離範囲内で物体（手）が検出
されなかった場合（ＮＯ）、ＣＰＵ１１は、上記検出されたタッチ操作は誤検出であると
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判断し、オブジェクトの連動表示制御処理を終了する。
【００５４】
　当該所定距離範囲内で物体（手）が検出された場合（ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は、当該タ
ッチ操作がつまみジェスチャーであると判断する（ステップ４９）。
【００５５】
　図８は、このつまみジェスチャーの様子の一例をタッチパネル２ａ及び２ｂの平面方向
から示した図である。
　同図（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、ユーザは、２本の指Ｆ１及びＦ２（親指と人差指
）をそれぞれタッチパネル２ａ及び２ｂにタッチし、両指Ｆ１及びＦ２のタッチ点が近づ
く逆方向（同図矢印方向）に直線的に移動させる。すなわち、ユーザは２本の指Ｆ１及び
Ｆ２をつまみあげる、もしくはまとめるようなタッチジェスチャーを行う。この場合、Ｃ
ＰＵ１１は、当該タッチ点が近づく直線逆方向のタッチ操作を検出するとともに、光セン
サ５により手が検出されたことを確認する。
【００５６】
　図４に戻り、ＣＰＵ１１は、上記つまみジェスチャーを検出すると、それに応じた表示
制御（表示変化）処理を実行する（ステップ５０）。図９は、当該つまみジェスチャーに
応じた具体的な表示制御処理の一例を示した図である。同図（Ａ）及び（Ｂ）がつまみジ
ェスチャーの入力時、同図（Ｃ）がつまみジェスチャーの入力後の様子をそれぞれ示す。
【００５７】
　同図（Ａ）に示すように、タッチパネル２ａには、例えば風景（背景）写真等のオブジ
ェクトＯ１が表示され、タッチパネル２ｂには、例えば人物写真等のオブジェクトＯ２が
表示されている。この状態から、同図（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、ユーザが２本の指
Ｆ１及びＦ２で上記つまみジェスチャーを入力する。すると、ＣＰＵ１１は、同図（Ｂ）
に示すように、当該オブジェクトＯ１及びＯ２をそれぞれ光センサ５側に移動させる。さ
らにＣＰＵ１１は、例えば両オブジェクトＯ１及びＯ２間の距離（両タッチ点間の距離）
が所定距離以下になった場合、同図（Ｃ）に示すように、当該オブジェクトＯ１とオブジ
ェクトＯ２とを合成して表示する。すなわち、ＣＰＵ１１は、例えば、背景写真のオブジ
ェクトＯ１の上に、人物写真のオブジェクトＯ２を合成して、新たな写真のオブジェクト
Ｏ３を生成して、一方のタッチパネル２ａ（もしくはタッチパネル２ｂ）に表示させる。
【００５８】
　このような合成処理以外にも、このつまみジェスチャーに応じた表示制御処理としては
、種々のものが想定される。例えばＣＰＵ１１は、タッチパネル２ａ及び２ｂにそれぞれ
表示されたスライム状もしくは細胞状の各オブジェクトを、上記つまみジェスチャーに応
じて１つに合体させるような表示制御を実行してもよい。このような表示制御は例えばゲ
ームアプリケーション等に適用され得る。
【００５９】
　また、ＣＰＵ１１は、写真等の２つのオブジェクトに対するつまみジェスチャーに応じ
て、両オブジェクトを１つのアルバムデータとして上記フラッシュメモリ１３等に記憶す
るような処理を実行してもよい。
【００６０】
　図４に戻り、ＣＰＵ１１は、上記ステップ４７において、タッチ点が近づく方向に直線
移動していないと判断した場合（ＮＯ）、当該タッチ点が離れる方向に直線移動している
か否かを判断する（ステップ５１）。
　当該タッチ点が離れる方向に直線移動していないと判断した場合（ＮＯ）、ＣＰＵ１１
は、検出可能ないずれのジェスチャーも入力されていないと判断し、オブジェクトの連動
表示制御処理を終了する。
【００６１】
　当該タッチ点が離れる方向に直線移動していると判断した場合（ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１
は、上記光センサ５が上記所定距離範囲内で物体（手）を検出したか否かを判断する（ス
テップ５２）。
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【００６２】
　当該所定距離範囲内で物体（手）が検出された場合（ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は、当該タ
ッチ操作がズームジェスチャーであると判断する（ステップ５３）。
【００６３】
　図１０は、このズームジェスチャーの様子の一例をタッチパネル２ａ及び２ｂの平面方
向から示した図である。
　同図（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、ユーザは、２本の指Ｆ１及びＦ２（親指と人差指
）をそれぞれタッチパネル２ａ及び２ｂにタッチし、両指Ｆ１及びＦ２のタッチ点が離れ
る逆方向（同図矢印方向）に直線的に移動させる。
　このジェスチャーは上記つまみジェスチャーとは逆方向のジェスチャーとなる。この場
合、ＣＰＵ１１は、当該タッチ点が離れる直線逆方向のタッチ操作を検出するとともに、
光センサ５により手が検出されたことを確認する。
【００６４】
　図４に戻り、ＣＰＵ１１は、上記ズームジェスチャーを検出すると、それに応じた表示
制御（表示変化）処理を実行する（ステップ５３）。図１１は、当該ズームジェスチャー
に応じた具体的な表示制御処理の一例を示した図である。同図（Ａ）及び（Ｂ）がズーム
ジェスチャーの入力時、同図（Ｃ）がズームジェスチャーの入力後の様子をそれぞれ示す
。
【００６５】
　同図（Ａ）に示すように、タッチパネル２ａ及び２ｂには、例えば写真やウィンドウ等
の１つのオブジェクトＯの上側部分Ｏ１及び下側部分Ｏ２がそれぞれ表示されている。こ
の状態から、同図（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、ユーザが２本の指Ｆ１及びＦ２で上記
ズームジェスチャーを入力する。すると、ＣＰＵ１１は、同図（Ｃ）に示すように、当該
オブジェクトＯをズームさせる。すなわち、ＣＰＵ１１は、ズームされた状態のオブジェ
クトＯを、タッチパネル２ａ及び２ｂでそれぞれオブジェクトＯ１及びＯ２として表示さ
せる。
【００６６】
　図４に戻り、上記ステップ５２において、当該所定距離範囲内で物体（手）が検出され
なかった場合（ＮＯ）、ＣＰＵ１１は、当該タッチ操作が破りジェスチャーであると判断
する（ステップ５５）。
【００６７】
　図１２は、この破りジェスチャーの様子の一例をタッチパネル２ａ及び２ｂの平面方向
から示した図である。
　同図（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、ユーザは、両手の各１本の指Ｆ１及びＦ２（各人
差指）をそれぞれタッチパネル２ａ及び２ｂにタッチし、両指Ｆ１及びＦ２のタッチ点が
離れる逆方向（同図矢印方向）に直線的に移動させる。
　このタッチ操作は、ユーザが実際の書類を破る場合の動きに類似している。ここで、こ
のタッチ操作の移動方向は、上記ズームジェスチャーと同じである。そのため、ユーザは
、両指Ｆ１及びＦ２または両手がいずれも光センサ５上に位置しないようにタッチ操作を
行う。すなわち、同一方向のタッチ操作であっても、光センサ５による検出の有無により
、上記ズームジェスチャーと破りジェスチャーとが区別される。ＣＰＵ１１は、当該タッ
チ点が離れる直線逆方向のタッチ操作を検出するとともに、光センサ５により手が検出さ
れていないことを確認する。
【００６８】
　図４に戻り、ＣＰＵ１１は、上記破りジェスチャーを検出すると、それに応じた表示制
御（表示変化）処理を実行する（ステップ５６）。図１３は、当該破りジェスチャーに応
じた具体的な表示制御処理の一例を示した図である。同図（Ａ）及び（Ｂ）が破りジェス
チャーの入力時、同図（Ｃ）が破りジェスチャーの入力後の様子をそれぞれ示す。
【００６９】
　同図（Ａ）に示すように、タッチパネル２ａ及び２ｂには、例えば文書ファイル等の１
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つのオブジェクトＯの上側部分Ｏ１及び下側部分Ｏ２がそれぞれ表示されている。この状
態から、同図（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、ユーザが２本の指Ｆ１及びＦ２で上記破り
ジェスチャーを入力する。すると、ＣＰＵ１１は、同図（Ｂ）に示すように、当該オブジ
ェクトＯが、一片Ｏ１と他片Ｏ２とに破れるように変化させる。
　さらに、ＣＰＵ１１は、同図（Ｃ）に示すように、当該オブジェクトＯに対応するデー
タを上記フラッシュメモリ１３等から削除するか否かをユーザに確認するためのポップア
ップウィンドウＷを表示させてもよい。この場合ユーザは、当該ポップアップウィンドウ
Ｗ上で、当該データを削除するか否かをタッチ操作により選択する。ＣＰＵ１１は、当該
選択に応じた処理を実行する。
【００７０】
　図４に戻り、上記ステップ４２において、各タッチ操作が同時に検出されていないと判
断した場合（ＮＯ）、ＣＰＵ１１は、タッチパネル２ａ及び２ｂに対する各タッチ操作の
検出時間差が所定時間内であるか否かを判断する（ステップ５７）。
　すなわちＣＰＵ１１は、タッチパネル２ａ（２ｂ）に対するタッチ操作が検出されてか
ら所定時間内にタッチパネル２ｂ（２ａ）に対するタッチ操作が検出されたか否かを判断
する。ここで所定時間は例えば３秒程度であるが、これに限られない。
　この検出時間差が所定時間内でないと判断した場合（ＮＯ）、ＣＰＵ１１はオブジェク
トの連動表示制御処理を終了する。
【００７１】
　この検出時間差が所定時間内であると判断した場合（ＮＯ）、ＣＰＵ１１は両タッチ点
が同じ方向回りに円を描いているか否かを判断する（ステップ５８）。両タッチ点が同じ
方向回りに円を描いていないと判断した場合（ＮＯ）、ＣＰＵ１１はオブジェクトの連動
表示制御処理を終了する。
【００７２】
　両タッチ点が同じ方向回りに円を描いていると判断した場合（ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は
、当該タッチ操作がグループ化ジェスチャーであると判断する（ステップ５９）。
【００７３】
　図１４は、このグループ化ジェスチャーの様子の一例をタッチパネル２ａ及び２ｂの平
面方向から示した図である。
　同図（Ａ）に示すように、ユーザは、片手の１本の指Ｆ（人差指）をまずタッチパネル
２ａにタッチして例えば時計回り等の所定方向に円を描くように移動させる。続いてユー
ザは、上記所定時間内に、指Ｆをタッチパネル２ｂにタッチして上記タッチパネル２ａに
おける移動方向と同一方向に円を描くように移動させる。ＣＰＵ１１は、これら一連の円
を描くようなタッチ操作を、グループ化ジェスチャーとして検出する。
【００７４】
　図４に戻り、ＣＰＵ１１は、上記グループ化ジェスチャーを検出すると、それに応じた
表示制御（表示変化）処理を実行する（ステップ６０）。図１５は、当該グループ化ジェ
スチャーに応じた具体的な表示制御処理の一例を示した図である。同図（Ａ）及び（Ｂ）
がグループ化ジェスチャーの入力時、同図（Ｃ）がグループ化ジェスチャーの入力後の様
子をそれぞれ示す。
【００７５】
　同図（Ａ）に示すように、タッチパネル２ａ及び２ｂには、例えばファイルのアイコン
等の各オブジェクトＯ１及びＯ２がそれぞれ表示されている。この状態から、同図（Ａ）
及び（Ｂ）に示すように、ユーザが指Ｆ２で所定時間内に上記グループ化ジェスチャーを
入力する。すると、ＣＰＵ１１は、同図（Ｃ）に示すように、当該オブジェクトＯ１及び
Ｏ２を囲むグループ枠Ｇを表示させる。
　さらにＣＰＵ１１は、当該グループ枠Ｇで囲まれたオブジェクトＯ１及びＯ２（ファイ
ルのアイコン）に対応するデータを、グループ化して上記フラッシュメモリ１３等に記憶
させる。
　またこのとき、ＣＰＵ１１は、当該グループ化処理を実行したことを示すテキストや画
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像等をタッチパネル２ａまたは２ｂに表示させてもよい。例えばＣＰＵ１１は、後に囲ま
れたオブジェクトＯ２が表示されているタッチパネル２ｂ上に当該テキストや画像等を表
示させる。もちろん、それがタッチパネル２ａに表示されてもよい。
【００７６】
　このオブジェクトＯ１及びＯ２は、アイコンでなくても、例えば写真や文書等のファイ
ルであってもよく、その面積も各タッチパネル２ａ及び２ｂのタッチ面よりも小さければ
どの程度でもよい。
　またＣＰＵ１１は、２つのオブジェクトが囲まれる場合のみならず、３つ以上のオブジ
ェクトが連続して囲まれるタッチ操作が検出された場合にも同様にそれらのオブジェクト
をグループ化することができる。
【００７７】
　以上により、オブジェクトの連動表示制御処理が終了する。
【００７８】
［２つのタッチパネルの用途］
　本実施形態における２つのタッチパネル２ａ及び２ｂの用途としては、種々のものが想
定される。
【００７９】
　例えば、上述したように、２つのタッチパネル２ａ及び２ｂが１つの画面として用いら
れてもよい。この場合、両タッチパネル２ａ及び２ｂに亘って１つのオブジェクトが表示
され、タッチパネル２ａ及び２ｂへの各タッチ操作に応じて１つのまとまった処理が実行
される。
【００８０】
　また、一方のタッチパネル２ａ（２ｂ）がクラウド側、他方のタッチパネル２ｂ（２ａ
）がクライアント側として用いられてもよい。
　クラウド側には、上記通信部１４を介して接続されたネットワーク上のクラウドサービ
スプロバイダのコンピュータからダウンロードされた画像が表示され、クライアント側に
は、当該携帯情報機器１００に記憶されているファイル等の画像が表示される。
　ユーザは、クラウド側、クライアント側の各オブジェクトに対して上記各種タッチジェ
スチャーを入力することで、携帯情報機器１００に、各オブジェクトの表示位置の切り替
え、合成、グループ化等の処理を実行させることができる。
【００８１】
　また、２つのタッチパネル２ａ及び２ｂがマルチタスクにおける各タスク用に用いられ
てもよい。
　この場合、ユーザは２つのタッチパネル２ａ及び２ｂ間で相互に各オブジェクトに対し
て上記各種タッチジェスチャーを入力することで、各タスク用画面の表示位置を切り替え
たり、各タスクを１つのタスクにまとめたりすることができる。
【００８２】
［本実施形態のまとめ］
　以上説明したように、本実施形態によれば、携帯情報機器１００は、２つのタッチパネ
ル２ａ及び２ｂに対する各タッチ操作（タッチジェスチャー）に応じて、当該タッチジェ
スチャーの対象となる各オブジェクトの表示を連動させて変化させることができる。
　したがって、携帯情報機器１００は、単一のタッチパネルを用いる場合に比べて、複数
のオブジェクトを別個に処理できるのみならず、まとめて処理することもできるため、ユ
ーザの用途に応じて処理の柔軟性を向上させることができる。
　さらに、各タッチジェスチャーは、実際の物や書類を回転させる動作、つまむ動作、広
げる動作、破る動作等に類似しているため、ユーザは各ジェスチャーに対応する表示制御
処理を直感的に実行させることができる。
【００８３】
［変形例］
　本発明は上述の実施形態にのみ限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
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【００８４】
　上述の実施形態においては、上記図１２及び図１３に示したように、破るジェスチャー
として各図縦方向（Ｙ方向）へのジェスチャーを例に挙げた。しかし、この破るジェスチ
ャーは、横方向（Ｘ方向）や斜め方向であっても構わない。
　破るジェスチャーが横方向である場合、ジェスチャー方向は、直線的か曲線的かの違い
はあるものの、上記図５及び図６で示した回転ジェスチャーと類似する場合も考えられる
。しかし、ＣＰＵ１１は、上記光センサ５の検出の有無を確認することで、両ジェスチャ
ーを確実に区別し、誤検出を防ぐことができる。
【００８５】
　上述の実施形態においては、携帯情報機器１００は、回転、まとめ、ズーム、破り、グ
ループ化の各タッチジェスチャーを全て検出しそれらに応じた表示制御（表示変化）処理
を実行していた。しかし、携帯情報機器１００は、これらの各ジェスチャーの少なくとも
１つを検出し、それに応じた表示制御処理を実行できればよい。
【００８６】
　上述の実施形態においては、携帯情報機器１００に２つのタッチパネル２ａ及び２ｂが
設けられる例を示した。しかし、タッチパネルの数は複数であれば２つに限られるもので
はなく、各タッチパネル間で上述と同様の処理を実行可能である。
【００８７】
　上述の実施形態においては、各タッチパネル２ａ及び２ｂへのタッチ操作はユーザの指
により入力されたが、例えばスタイラスペン等の器具を用いて入力されてもよい。
【００８８】
　上述の実施形態において本発明を適用可能な携帯情報機器１００としては、例えば携帯
電話機、ＰＤＡ、スマートフォン、携帯型音楽／動画プレイヤー、電子辞書、電子手帳等
のあらゆる情報処理装置が挙げられる。
　また本発明は携帯情報機器に限られず据置型のあらゆる情報処理装置にも同様に適用可
能である。
【符号の説明】
【００８９】
　１（１ａ、１ｂ）…筐体
　２（２ａ、２ｂ）…タッチパネル
　５…光センサ
　５ａ、５ｂ…光センサ部
　１１…ＣＰＵ
　１２…ＲＡＭ
　１３…フラッシュメモリ
　１４…通信部
　２５（２５ａ、２５ｂ）…ディスプレイ
　１００…携帯情報機器
　Ｏ（Ｏ１、Ｏ２）…オブジェクト
　Ｆ（Ｆ１、Ｆ２）…指
　Ｇ…グループ枠
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