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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１タッチセンサと、
　第２タッチセンサと、
　前記第１タッチセンサがユーザ認証を要求するタッチ操作を検出するとユーザ認証を行
い、認証に成功すると、前記ユーザ認証を要求するタッチ操作の際の前記第２タッチセン
サによるタッチ操作検出の有無に応じて、所定のプログラムからの第１データへのアクセ
スを許可するモード、又は、前記所定のプログラムからの第２データへのアクセスを許可
するモードのいずれかを選択し、選択したモードに遷移する処理部と、
　を具備し、
　前記処理部は、前記第１タッチセンサがタッチ操作を検出すると第１処理を行い、前記
第１タッチセンサがタッチ操作を検出し、かつ、前記第２タッチセンサがタッチ操作を検
出すると、前記第１処理に代えて、前記第１処理と関連性を有する第２処理を行い、前記
第１タッチセンサがタッチ操作を検出し、かつ、前記第２タッチセンサがタッチ操作を検
出し、かつ、前記第１タッチセンサまたは前記第２タッチセンサの少なくとも一方が複数
箇所におけるタッチ操作を検出すると、前記第２処理に代えてあるいは前記第２処理に加
えて第３処理を行う
　携帯型電子機器。
【請求項２】
　表示画面を有する表示部を具備し、
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　前記第１タッチセンサは、前記表示画面へのタッチ操作を検出し、
　前記表示画面に表示されている画像である画面画像に、前記画面画像を構成する部品と
しての画像である画像部品が含まれている場合に、前記第１タッチセンサが、当該画像部
品の位置を変化させる操作としてのタッチ操作を検出すると、前記処理部は、前記画面画
像中における当該画像部品の位置を変化させる処理を行い、
　前記画面画像に前記画像部品が含まれている場合に、前記第１タッチセンサが、当該画
像部品の位置を変化させる操作としてのタッチ操作を検出し、かつ、前記第２タッチセン
サが、タッチ操作を検出すると、前記処理部は、前記画面画像をスクロールさせる処理を
行う
　請求項１に記載の携帯型電子機器。
【請求項３】
　表示画面を有する表示部を具備し、
　前記第１タッチセンサは、前記表示画面へのタッチ操作を検出し、
　前記第１タッチセンサがスクロール操作としてのタッチ操作を検出すると、前記処理部
は、前記表示画面に表示されている画像である画面画像を、設定されているスクロール量
でスクロールさせる処理を第１処理として行い、
　前記第１タッチセンサがスクロール操作としてのタッチ操作を検出し、かつ、前記第２
タッチセンサがタッチ操作を検出すると、前記表示画面に表示されている画像である画面
画像を、前記第１処理におけるスクロール量とは異なるスクロール量でスクロールさせる
処理を第２処理として行う
　請求項１に記載の携帯型電子機器。
【請求項４】
　第１タッチセンサと、第２タッチセンサと、を具備する携帯型電子機器のタッチ操作処
理方法であって、
　前記第１タッチセンサがユーザ認証を要求するタッチ操作を検出するとユーザ認証を行
い、認証に成功すると、前記ユーザ認証を要求するタッチ操作の際の前記第２タッチセン
サによるタッチ操作検出の有無に応じて、所定のプログラムからの第１データへのアクセ
スを許可するモード、又は、前記所定のプログラムからの第２データへのアクセスを許可
するモードのいずれかを選択し、選択したモードに遷移し、
　前記第１タッチセンサがタッチ操作を検出すると第１処理を行い、前記第１タッチセン
サがタッチ操作を検出し、かつ、前記第２タッチセンサがタッチ操作を検出すると、前記
第１処理に代えて、前記第１処理と関連性を有する第２処理を行い、前記第１タッチセン
サがタッチ操作を検出し、かつ、前記第２タッチセンサがタッチ操作を検出し、かつ、前
記第１タッチセンサまたは前記第２タッチセンサの少なくとも一方が複数箇所におけるタ
ッチ操作を検出すると、前記第２処理に代えてあるいは前記第２処理に加えて第３処理を
行う
　タッチ操作処理方法。
【請求項５】
　第１タッチセンサと、第２タッチセンサと、を具備する携帯型電子機器としてのコンピ
ュータに、
　前記第１タッチセンサがユーザ認証を要求するタッチ操作を検出するとユーザ認証を行
い、認証に成功すると、前記ユーザ認証を要求するタッチ操作の際の前記第２タッチセン
サによるタッチ操作検出の有無に応じて、所定のプログラムからの第１データへのアクセ
スを許可するモード、又は、前記所定のプログラムからの第２データへのアクセスを許可
するモードのいずれかを選択し、選択したモードに遷移する処理ステップと、
　前記第１タッチセンサがタッチ操作を検出すると第１処理を行い、前記第１タッチセン
サがタッチ操作を検出し、かつ、前記第２タッチセンサがタッチ操作を検出すると、前記
第１処理に代えて、前記第１処理と関連性を有する第２処理を行い、前記第１タッチセン
サがタッチ操作を検出し、かつ、前記第２タッチセンサがタッチ操作を検出し、かつ、前
記第１タッチセンサまたは前記第２タッチセンサの少なくとも一方が複数箇所におけるタ
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ッチ操作を検出すると、前記第２処理に代えてあるいは前記第２処理に加えて第３処理を
行う処理ステップと
　を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯型電子機器、タッチ操作処理方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機などの携帯型電子機器において、シークレットモード等のモードを切り替え
る方法として、ユーザ操作に応じて携帯型電子機器がモード設定画面を表示し、このモー
ド設定画面でのユーザ操作に応じてモードを切り替える方法が一般的に用いられている。
　しかしながら、この方法では、モード切替を行うために、ユーザは、モード設定画面の
表示を要求する操作を行い、さらにモード切替を要求する操作を行う必要がある。このよ
うに、ユーザが複数の操作を行う必要がある点で、ユーザにとって手間であり、また、設
定に時間を要してしまう。
【０００３】
　そこで、より簡単にモード切替を行うための幾つかの方法が提案されている。
　例えば、特許文献１に記載の携帯電話機は、入力されたデータを保持するメモリ部と、
シークレットモードの状態を保持するシークレットモード状態保持部と、当該データにシ
ークレット属性が付与されているか否かを判定する判定部と、各構成要素の動作を制御す
る制御部とを備える。この制御部は、当該データにシークレット属性が付与され、かつ、
シークレットモード状態保持部の内容が通常モードである場合に、シークレットモード状
態保持部の内容をシークレットモードに切り替え、シークレット属性が付与されているデ
ータを非表示とする。
　これにより、携帯電話機等の機種変更時にデータを一括して旧機種の携帯電話機から新
機種の携帯電話機へ移行する作業において、ユーザが旧機種の携帯電話機で非表示として
いたデータについては、新機種の携帯電話機でも旧機種の携帯電話機と同様に非表示とす
ることが容易に可能になるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】日本特開２００８－２６３３２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の携帯電話機は、データにシークレット属性が付与さ
れているか否かに基づいてシークレットモードに切り替えるか否かを判定するので、ユー
ザの意図に反してシークレットモードに切り替えてしまう場合がある。例えば、ユーザが
、シークレットモードへの切替を可能とする準備としてデータにシークレット属性を予め
付与しておきつつ、普段は通常モードで使用することを意図している場合でも、特許文献
１に記載の携帯電話機は、シークレットモードへの切替を行ってしまう。
　また、特許文献１に示されている方法では、シークレットモード以外のモード切替を行
うことは出来ない。
【０００６】
　本発明は、上述の課題を解決することのできる携帯型電子機器、タッチ操作処理方法お
よびプログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様に係る携帯
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型電子機器は、第１タッチセンサと、第２タッチセンサと、前記第１タッチセンサがユー
ザ認証を要求するタッチ操作を検出するとユーザ認証を行い、認証に成功すると、前記ユ
ーザ認証を要求するタッチ操作の際の前記第２タッチセンサによるタッチ操作検出の有無
に応じて、所定のプログラムからの第１データへのアクセスを許可するモード、又は、前
記所定のプログラムからの第２データへのアクセスを許可するモードのいずれかを選択し
、選択したモードに遷移する処理部と、を具備し、前記処理部は、前記第１タッチセンサ
がタッチ操作を検出すると第１処理を行い、前記第１タッチセンサがタッチ操作を検出し
、かつ、前記第２タッチセンサがタッチ操作を検出すると、前記第１処理に代えて、前記
第１処理と関連性を有する第２処理を行い、前記第１タッチセンサがタッチ操作を検出し
、かつ、前記第２タッチセンサがタッチ操作を検出し、かつ、前記第１タッチセンサまた
は前記第２タッチセンサの少なくとも一方が複数箇所におけるタッチ操作を検出すると、
前記第２処理に代えてあるいは前記第２処理に加えて第３処理を行う。
【０００８】
　また、本発明の一態様に係るタッチ操作処理方法は、第１タッチセンサと、第２タッチ
センサと、を具備する携帯型電子機器のタッチ操作処理方法であって、前記第１タッチセ
ンサがユーザ認証を要求するタッチ操作を検出するとユーザ認証を行い、認証に成功する
と、前記ユーザ認証を要求するタッチ操作の際の前記第２タッチセンサによるタッチ操作
検出の有無に応じて、所定のプログラムからの第１データへのアクセスを許可するモード
、又は、前記所定のプログラムからの第２データへのアクセスを許可するモードのいずれ
かを選択し、選択したモードに遷移し、前記第１タッチセンサがタッチ操作を検出すると
第１処理を行い、前記第１タッチセンサがタッチ操作を検出し、かつ、前記第２タッチセ
ンサがタッチ操作を検出すると、前記第１処理に代えて、前記第１処理と関連性を有する
第２処理を行い、前記第１タッチセンサがタッチ操作を検出し、かつ、前記第２タッチセ
ンサがタッチ操作を検出し、かつ、前記第１タッチセンサまたは前記第２タッチセンサの
少なくとも一方が複数箇所におけるタッチ操作を検出すると、前記第２処理に代えてある
いは前記第２処理に加えて第３処理を行う。
【０００９】
　また、本発明の一態様に係るプログラムは、第１タッチセンサと、第２タッチセンサと
、を具備する携帯型電子機器としてのコンピュータに、前記第１タッチセンサがユーザ認
証を要求するタッチ操作を検出するとユーザ認証を行い、認証に成功すると、前記ユーザ
認証を要求するタッチ操作の際の前記第２タッチセンサによるタッチ操作検出の有無に応
じて、所定のプログラムからの第１データへのアクセスを許可するモード、又は、前記所
定のプログラムからの第２データへのアクセスを許可するモードのいずれかを選択し、選
択したモードに遷移する処理ステップと、前記第１タッチセンサがタッチ操作を検出する
と第１処理を行い、前記第１タッチセンサがタッチ操作を検出し、かつ、前記第２タッチ
センサがタッチ操作を検出すると、前記第１処理に代えて、前記第１処理と関連性を有す
る第２処理を行い、前記第１タッチセンサがタッチ操作を検出し、かつ、前記第２タッチ
センサがタッチ操作を検出し、かつ、前記第１タッチセンサまたは前記第２タッチセンサ
の少なくとも一方が複数箇所におけるタッチ操作を検出すると、前記第２処理に代えてあ
るいは前記第２処理に加えて第３処理を行う処理ステップとを実行させるためのプログラ
ムである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、ユーザの意図を反映してモード切替を行いつつ、ユーザの手間を軽減し得る
。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施形態における携帯端末装置の機能構成を示す概略ブロック図
である。
【図２】同実施形態における携帯端末装置を前面側から見た外形の概略を示す斜視図であ
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る。
【図３】同実施形態における携帯端末装置を裏面側から見た外形の概略を示す斜視図であ
る。
【図４】同実施形態において、携帯端末装置を右手で把持する状態を、携帯端末装置の前
面側から見た斜視図である。
【図５】同実施形態の携帯端末装置を右手で把持する状態における携帯端末装置の背面側
を、携帯端末装置の前面側から見た透視図である。
【図６】同実施形態において、画像部品の位置を変化させた場合の画面画像の例を示す説
明図である。
【図７】同実施形態において、画面画像をスクロールさせた場合の画面画像の例を示す説
明図である。
【図８】同実施形態における記憶部が記憶する電話帳情報の例を示す説明図である。
【図９】同実施形態において、携帯端末装置が通常モードにて電話帳表示機能を実行した
場合の表示画像の例を示す説明図である。
【図１０】同実施形態において、携帯端末装置がシークレットモードにて電話帳表示機能
を実行した場合の表示画面の例を示す説明図である。
【図１１】同実施形態において第１表示部が表示するユーザ認証画面の例を示す説明図で
ある。
【図１２】同実施形態におけるスクロール前後の画面画像の例を示す説明図である。
【図１３】同実施形態におけるスクロール前後の画面画像の、もう１つの例を示す説明図
である。
【図１４】同実施形態において、携帯端末装置が処理モードを選択して実行する際の処理
手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して、本発明を携帯端末装置に適用する場合を例に本発明の実施形態
について説明する。本発明は、携帯電話機や携帯情報端末装置などの様々な携帯端末装置
に適用可能である。ただし、本発明の適用範囲は携帯端末装置に限らない。例えば、独立
型の（すなわち、端末型でない）ゲーム機や電子辞書など、様々な携帯型情報機器に本発
明を適用し得る。
【００１３】
　図１は、本発明の第１の実施形態における携帯端末装置の機能構成を示す概略ブロック
図である。同図において、携帯端末装置１００は、第１表示部１１１と、第２表示部１１
２と、第１タッチセンサ１２１と、第２タッチセンサ１２２と、音声入力部１３１と、音
声出力部１３２と、無線通信部１４０と、制御部１８０と、記憶部１９０とを具備する。
制御部１８０は、表示制御部１８１と、入力処理部１８２と、音声処理部１８３と、通信
制御部１８４と、処理部１８５とを具備する。
【００１４】
　携帯端末装置１００は、例えば携帯情報端末装置であり、ユーザ操作に応じてインター
ネットブラウジング（Internet Browsing）機能や電子メール機能など各種機能を提供す
る。
　第１表示部１１１は、例えば液晶ディスプレイまたは有機ＥＬ（Organic Electro-Lumi
nescence）ディスプレイ等の表示画面を有し、表示制御部１８１の制御に従って動画像や
静止画像やテキスト（文字）などの各種画像を表示する。ここでいう表示画面は、画像を
表示するデバイスである。以下では、画像を表示するデバイスとしての画面と、デバイス
に表示されている画像としての画面とを区別するために、画像を表示するデバイスを「表
示画面」と称し、表示画面に表示されている画像を「画面画像」と称する。
　第１表示部１１１は、本発明における表示画面の一例であり、第１表示部１１１の表示
画面は、本発明における表示部の一例である。
【００１５】
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　第２表示部１１２は、例えば液晶ディスプレイまたは有機ＥＬ（Organic Electro-Lumi
nescence）ディスプレイ等の表示画面を有し、表示制御部１８１の制御に従って動画像や
静止画像やテキスト（文字）などの各種画像を表示する。
【００１６】
　第１タッチセンサ１２１は、第１表示部１１１の表示画面に設けられ、ユーザのタッチ
操作を受け付ける。すなわち、第１表示部１１１の表示画面と第１タッチセンサ１２１と
で、タッチパネルを構成する。
　第１タッチセンサ１２１は、第１表示部１１１の表示画面へのタッチ操作を検出する。
そして、第１タッチセンサ１２１は、タッチ位置（表示画面におけるタッチされた位置）
を示す信号を入力処理部１８２に出力する。
【００１７】
　第２タッチセンサ１２２は、第２表示部１１２の表示画面に設けられ、ユーザのタッチ
操作を受け付ける。すなわち、第２表示部１１２の表示画面と第２タッチセンサ１２２と
で、タッチパネルを構成する。
　但し、第２タッチセンサ１２２は、携帯端末装置１００の筐体背面に設けられたタッチ
パッドのタッチセンサであってもよい。すなわち、携帯端末装置１００が、第２表示部１
１２を具備せず、従って筐体背面に表示画面を具備せず、代わりに筐体背面にタッチパッ
ドを具備するようにしてもよい。
　第２タッチセンサ１２２は、第２表示部１１２の表示画面へのタッチ操作を検出する。
そして、第２タッチセンサ１２２は、タッチ位置を示す信号を入力処理部１８２に出力す
る。
【００１８】
　音声入力部１３１はマイクを有し、周囲音を採取して音声信号に変換し、音声処理部１
８３に出力する。
　音声出力部１３２はスピーカを有し、音声処理部１８３からアナログの電気信号にて出
力される音声信号を音声に変換して出力する。
【００１９】
　無線通信部１４０は、無線基地局と通信を行って、携帯電話通信網（通信事業者が提供
する携帯電話機用の無線通信ネットワーク）に接続する。具体的には、無線通信部１４０
は、通信制御部１８４から出力される信号に対して変調処理を行って無線信号にて送信し
、また、受信した無線信号に対して復調処理を行って通信制御部１８４に出力する。例え
ば、無線通信部１４０は、電子メールデータを無線信号にて送受信する。
【００２０】
　制御部１８０は、携帯端末装置１００の各部を制御して各種機能を実行する。制御部１
８０を実現するには、例えば、携帯端末装置１００の具備するＣＰＵ（Central Processi
ng Unit、中央処理装置）が、携帯端末装置１００の具備するメモリからプログラムを読
み出して実行する。
【００２１】
　表示制御部１８１は、第１表示部１１１と第２表示部１１２とを制御して、各々に各種
画像を表示させる。具体的には、表示制御部１８１は、処理部１８５から出力される動画
像データや静止画像データやテキストデータ等に基づいて画面表示用の信号を生成して第
１表示部１１１に出力し、第１表示部１１１に画面画像を表示させる。また、同様に、表
示制御部１８１は、画面表示用の信号を生成して第２表示部１１２に出力し、第２表示部
１１２に画面画像を表示させる。
【００２２】
　入力処理部１８２は、第１タッチセンサ１２１や第２タッチセンサ１２２が受け付けた
操作に応じた信号を処理部１８５に出力する。
　例えば、入力処理部１８２は、第１表示部１１１が画像部品を表示している状態で、第
１表示部１１１の表示画面におけるタッチ位置を示す信号が第１タッチセンサ１２１から
出力されると、画像部品がタッチされたか否かを判定する。そして、入力処理部１８２は



(7) JP 6115470 B2 2017.4.19

10

20

30

40

50

、画像部品がタッチされたと判定すると、タッチされた画像部品を示す情報を処理部１８
５に出力する。
【００２３】
　なお、ここでいう画像部品は、画面画像を構成する部品としての部分画像である。例え
ばアイコン（icon）や、画面画像中に表示されている動画像や静止画像などが、画像部品
に該当する。なお、ここでいうアイコンは、ファイル、フォルダ、アプリケーションプロ
グラムあるいは機能など、選択対象ないし指定対象となっている事物を象徴する画像であ
る。
【００２４】
　音声処理部１８３は、処理部１８５から出力される音声データを電気信号に変換して音
声出力部１３２に出力することで、音声出力部１３２に音声を出力させる。また、音声処
理部１８３は、音声入力部１３１が音声を採取して出力する電気信号を音声データに変換
して処理部１８５に出力する。
【００２５】
　通信制御部１８４は、処理部１８５から出力されるデータに符号化等の処理を行って、
無線通信部１４０に出力して変調させ、無線信号にて送信させる。また、通信制御部１８
４は、無線通信部１４０が受信して復調した信号に、復号等の処理を行ってデータを抽出
し、処理部１８５に出力する。例えば、通信制御部１８４は、処理部１８５から出力され
る電子メールデータに符号化等の処理を行って無線通信部１４０に出力し、また、無線通
信部１４０が受信して復調した信号に復号等の処理を行って電子メールデータ等のデータ
を抽出して処理部１８５に出力する。
【００２６】
　処理部１８５は、アプリケーションプログラムを実行して、インターネットブラウジン
グ機能や電子メール機能など各種機能を提供する。
　特に、処理部１８５は、第１タッチセンサ１２１がタッチ操作を検出すると第１処理を
行い、第１タッチセンサ１２１がタッチ操作を検出し、かつ、第２タッチセンサ１２２が
タッチ操作を検出すると、第１処理に代えて、前記第１処理と関連性を有する第２処理を
行う。
【００２７】
　例えば、図６および図７を参照して後述するように、処理部１８５は、第１表示部１１
１の表示する画面画像に画像部品が含まれている場合に、第１タッチセンサ１２１が、当
該画像部品の位置を変化させる操作としてのタッチ操作を検出すると、画面画像中におけ
る画像部品の位置を変化させる処理を、第１処理として行う。また、処理部１８５は、画
面画像に画像部品が含まれている場合に、第１タッチセンサ１２１が、当該画像部品の位
置を変化させる操作としてのタッチ操作を検出し、かつ、第２タッチセンサ１２２が、タ
ッチ操作を検出すると、画面画像をスクロールさせる処理を、第２処理として行う。
【００２８】
　また、図８～図１１を参照して後述するように、処理部１８５は、第１タッチセンサ１
２１がユーザ認証要求操作としてのタッチ操作を検出するとユーザ認証を行い、認証に成
功すると、前記第１処理として、所定のプログラムからの第１データへのアクセスを許可
する処理を行う。また、処理部１８５は、第１タッチセンサ１２１がユーザ認証要求操作
としてのタッチ操作を検出し、かつ、第２タッチセンサ１２２がタッチ操作を検出すると
ユーザ認証を行い、認証に成功すると、第２処理として、所定のプログラムからの第２デ
ータへのアクセスを許可する処理を行う。
【００２９】
　また、図１２および図１３を参照して後述するように、処理部１８５は、第１タッチセ
ンサ１２１がスクロール操作としてのタッチ操作を検出すると、画面画像を、設定されて
いるスクロール量でスクロールさせる処理を、第１処理として行う。また、処理部１８５
は、第１タッチセンサ１２１がスクロール操作としてのタッチ操作を検出し、かつ、第２
タッチセンサ１２２がタッチ操作を検出すると、スクロール量の設定を変更する処理を、
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第２処理として行い、かつ、画面画像を、第２処理において設定されているスクロール量
でスクロールさせる処理を、第１処理として行う。
【００３０】
　また、処理部１８５は、第１タッチセンサ１２１がタッチ操作を検出すると第１処理を
行い、第１タッチセンサ１２１がタッチ操作を検出し、かつ、第２タッチセンサ１２２が
タッチ操作を検出し、かつ、第１タッチセンサ１２１または第２タッチセンサ１２２の少
なくとも一方が複数箇所におけるタッチ操作を検出すると、第２処理に代えてあるいは第
２処理に加えて第３処理を行う。
【００３１】
　記憶部１９０は、例えば携帯端末装置１００の具備するメモリの記憶領域にて実現され
、各種データを記憶する。特に、記憶部１９０は、電話帳情報を記憶する。この電話帳情
報については図８を参照して後述する。また、記憶部１９０は、携帯端末装置１００の具
備するＣＰＵが実行する各種プログラムを、予め記憶している。
【００３２】
　図２は、携帯端末装置１００を前面側から見た外形の概略を示す斜視図である。同図に
おいて、携帯端末装置１００の筐体前面に、第１表示部１１１の表示画面および第１タッ
チセンサ１２１に該当するタッチパネル式の表示画面と、音声入力部１３１のマイクと、
音声出力部１３２のスピーカとが設けられている。
【００３３】
　図３は、携帯端末装置１００を裏面側から見た外形の概略を示す斜視図である。同図に
おいて、携帯端末装置１００の筐体裏面に、第２表示部１１２の表示画面および第２タッ
チセンサ１２２に該当するタッチパネル式の表示画面が設けられている。
【００３４】
　次に、図４および図５を参照して、第１表示部１１１の表示画面と第２表示部１１２の
表示画面とへのタッチ操作について説明する。
　図４は、携帯端末装置１００を右手で把持する状態を、携帯端末装置１００の前面側か
ら見た斜視図である。
　例えば、ユーザが、第１表示部１１１の表示画面の点Ｐ１０１を右手親指でタッチする
と、第１タッチセンサ１２１は、当該タッチ操作を検出し、点Ｐ１０１の座標をタッチ位
置として出力する。
　なお、点Ｐ１０１に関しては、小さな面積を有する領域を「点」と称する。例えば、第
１タッチセンサ１２１は、メッシュ状の検出点を有し、これらの検出点のうち領域として
の点Ｐ１０１に含まれるものの座標を出力する。次に説明する点Ｐ１０２および第２タッ
チセンサ１２２に関しても同様である。
【００３５】
　図５は、携帯端末装置１００を右手で把持する状態における携帯端末装置１００の背面
側を、携帯端末装置１００の前面側から見た透視図である。
　例えば、ユーザが、第２表示部１１２の表示画面の点Ｐ１０２を右手人差し指でタッチ
すると、第２タッチセンサ１２２は、当該タッチ操作を検出し、点Ｐ１０２の座標をタッ
チ位置として出力する。
【００３６】
　このように、ユーザは、携帯端末装置１００を片手でつまむように把持して、第１表示
部１１１の表示画面と第２表示部１１２の表示画面とにタッチすることができ、第１タッ
チセンサ１２１と第２タッチセンサ１２２とは、これらのタッチ操作を検出する。なお、
図４の点Ｐ１０１と図５の点Ｐ１０２とは、互いに対向する位置であってもよいし、ずれ
ていてもよい。
【００３７】
　ただし、第１タッチセンサ１２１と第２タッチセンサ１２２とは、上記のタッチ操作に
限らず、様々な形態で行われる、第１表示部１１１の表示画面と第２表示部１１２の表示
画面とへのタッチ操作を検出し得る。
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　例えば、ユーザは、携帯端末装置１００を左手で把持し、右手人差し指で第１表示部１
１１の表示画面へのタッチ操作を行い、左手人差し指で第２表示部１１２の表示画面への
タッチ操作を行うこともできる。この場合も、第１タッチセンサ１２１と第２タッチセン
サ１２２とは、これらのタッチ操作を検出する。
【００３８】
　あるいは、携帯端末装置１００の筐体が折り畳み可能であり、筐体を開いた状態で、第
１表示部１１１の表示画面と第２表示部１１２の表示画面とが前面側に上下に並んで配置
されるようにしてもよい。この場合に、ユーザは、右手人差し指で第１表示部１１１の表
示画面へのタッチ操作を行い、また、携帯端末装置１００を左手で把持して左手親指で第
２表示部１１２の表示画面へのタッチ操作を行うことができる。この場合も、第１タッチ
センサ１２１と第２タッチセンサ１２２とは、これらのタッチ操作を検出する。
【００３９】
　次に、図６～図１３を参照して、携帯端末装置１００の処理モードについて説明する。
ここでいう処理モードは、互いに関連性を有する複数の処理（第１処理および第２処理）
のいずれを行うかを示すモードである。
【００４０】
　まず、図６および図７を参照して、第１処理が、画面画像中における画像部品の位置を
変化させる処理であり、第２処理が、画面画像のスクロールである場合について説明する
。
　図６は、画像部品の位置を変化させた場合の画面画像の例を示す説明図である。同図（
ａ）は、画像部品の位置を変化させる前の、第１表示部１１１の画面画像を示し、同図（
ｂ）は、画像部品の位置を変化させた後の、第１表示部１１１の画面画像を示す。
【００４１】
　同図（ａ）の画面画像には、画像部品の一例であるアイコンＣ１０１と、画面画像のス
クロール位置（表示対象の画像全体における画面画像の位置）を示すスライドバーＧ１０
１とが示されている。
　また、同図（ｂ）の画面画像を、同図（ａ）の画面画像と比較すると、画面画像中にお
けるアイコンＣ１０１の位置が変化している。一方、同図（ｂ）における画面画像のスク
ロール位置は、同図（ａ）におけるスクロール位置と同じである。このため、アイコンＣ
１０１の表示位置が変化し、一方、同図（ｂ）におけるスライドバーＧ１０１の位置は、
同図（ａ）におけるスライドバーＧ１０１の位置と同じになっている。
【００４２】
　処理部１８５は、第１タッチセンサ１２１が、画像部品Ｃ１０１の位置を変化させる操
作としてのタッチ操作を検出し、かつ、第２タッチセンサ１２２が、タッチ操作を検出し
ていない場合に、同図の処理を行う。
　より具体的には、画像部品Ｃ１０１の位置を変化させる操作として、画像部品Ｃ１０１
のドラグ・アンド・ドロップ（Drag And Drop）が行われると、第１タッチセンサ１２１
がタッチ位置を順次（すなわち所定の時間間隔で）検出し、入力処理部１８２は、画像部
品Ｃ１０１がドラグ・アンド・ドロップされたことを示す情報と、タッチ位置を示す情報
とを、処理部１８５に順次出力する。そして、処理部１８５は、入力処理部１８２から出
力される情報に基づいて、画面画像内における画像部品Ｃ１０１の位置の指示を、表示制
御部１８１に順次出力する。そして、表示制御部１８１は、処理部１８５から出力される
指示に従って、第１表示部１１１の画面画像内における画像部品Ｃ１０１の位置を順次変
化させる。
【００４３】
　ここで、画像部品Ｃ１０１の位置を変化させる操作としては、様々な操作を用いること
ができる。例えば、上記のように、画像部品Ｃ１０１をドラグ・アンド・ドロップする操
作、すなわち、図６（ａ）の画面画像において、画像部品Ｃ１０１に指をタッチし、表示
画面に指をタッチさせたまま、図６（ｂ）の画面画像における画像部品Ｃ１０１の位置（
ユーザが移動させたい位置）まで当該指を移動させて表示画面から離す操作を用いること
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ができる。あるいは、画像部品をフリック（Flick）する操作、すなわち、図６（ａ）の
画面画像において、画像部品Ｃ１０１に指をタッチし、当該指で画像部品Ｃ１０１をはじ
くように、図６（ｂ）の画面画像における画像部品Ｃ１０１の位置に向けて（ユーザが移
動させたい向きに向けて）当該指で表示画面を擦る操作など、ドラグ・アンド・ドロップ
以外の操作を用いるようにしてもよい。
【００４４】
　図７は、画面画像をスクロールさせた場合の画面画像の例を示す説明図である。
　同図（ａ）の画面画像は、図６（ａ）の場合と同様であり、画像部品の一例であるアイ
コンＣ１０１と、画面画像のスクロール位置を示すスライドバーＧ１０１とが示されてい
る。
　また、図７（ｂ）の画面画像では、図６（ｂ）の場合と同様、アイコンＣ１０１の表示
位置が変化している。ただし、図７（ｂ）における画面画像では、スクロール位置も、同
図（ａ）におけるスクロール位置から変化しており、この点で図６（ｂ）の場合と異なる
。このため、図７（ｂ）におけるスライドバーＧ１０１の位置は、同図（ａ）におけるス
ライドバーの位置から変化している。
　すなわち、図６に示すアイコンの移動処理と、図７に示すスクロール処理とは、共にア
イコンの表示位置を移動させる点で関連性を有する。一方、図６に示すアイコンの移動処
理と、図７に示すスクロール処理とは、アイコンのみを移動させるか、あるいは、表示画
面の表示する画像全体を移動させるかにおいて、互いに異なる。
【００４５】
　処理部１８５は、第１タッチセンサ１２１が、画像部品Ｃ１０１の位置を変化させる操
作としてのタッチ操作を検出し、かつ、第２タッチセンサ１２２が、タッチ操作を検出し
ている場合に、同図の処理を行う。
　より具体的には、画像部品Ｃ１０１のドラグ・アンド・ドロップが行われると、第１タ
ッチセンサ１２１がタッチ位置を順次検出し、入力処理部１８２が、画像部品Ｃ１０１を
ドラグ・アンド・ドロップされたことを示す情報と、タッチ位置を示す情報とを、処理部
１８５に順次出力する。また、画像部品Ｃ１０１のドラグ・アンド・ドロップが行われる
間、第２表示部１１２の表示画面がタッチされており、第２タッチセンサ１２２がタッチ
位置を順次検出し、入力処理部１８２が、タッチ位置を示す情報を処理部１８５に順次出
力する。
【００４６】
　そして、処理部１８５は、入力処理部１８２から出力される情報に基づいて、画面画像
をスクロールさせる旨の指示（表示対象の画像のうち、画面画像として表示する部分の位
置を示す情報）を、表示制御部１８１に順次出力する。そして、表示制御部１８１は、処
理部１８５から出力される指示に従って、第１表示部１１１の画面画像をスクロールさせ
る。
【００４７】
　ここで、図６における処理と図７における処理とは、画像部品Ｃ１０１の位置を変化さ
せる処理における２つの処理モードの例である。すなわち、図６における処理と図７にお
ける処理とは、画像部品Ｃ１０１の表示位置を変化させる処理を行う点で共通し（関連性
を有し）、画像部品Ｃ１０１のみを移動させるか、あるいは、表示画面の表示する画像全
体を移動させるかにおいて、互いに異なる。そして、画像部品Ｃ１０１の表示位置を変化
させる処理が第１処理に該当し、画面画像をスクロールさせる処理が第２処理に該当する
。
【００４８】
　次に、図８～図１１を参照して、第１処理が、所定のプログラムから第１データへのア
クセスを許可する処理であり、第２処理が、所定のプログラムから第２データへのアクセ
スを許可する処理である場合について説明する。
　図８は、記憶部１９０が記憶する電話帳情報の例を示す説明図である。この電話帳情報
には、携帯端末装置１００が、電話帳表示機能において表示する、氏名や電話番号等の情
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報が含まれている。また、電話帳情報は、携帯端末装置１００が着信履歴等の情報を表示
する際に、電話番号を氏名に置き換えて表示するための情報として用いられる。
【００４９】
　図８に示すように、電話帳情報は表形式のデータ構造を有し、各行が１人分のデータに
相当する。例えば、行Ｌ２０１、Ｌ２０２、Ｌ２０３には、それぞれＡさん、Ｂさん、Ｃ
さんのデータが格納されている。
　この電話帳情報には、氏名や電話番号等のデータに加えて、シークレット指定の有無を
示すフラグであるシークレットフラグが含まれている。このシークレットフラグの値「Ｙ
ＥＳ」は、シークレット指定されていることを示す。一方、シークレットフラグの値「Ｎ
Ｏ」は、シークレット指定されていないことを示す。例えば、行Ｌ２０２において、Ｂさ
んのデータがシークレット指定されている。一方、行Ｌ２０１とＬ２０３とにおいて、そ
れぞれＡさんのデータとＣさんのデータとは、シークレット指定されていない。これらシ
ークレット指定の有無は、ユーザが設定している。
【００５０】
　図９は、携帯端末装置１００が通常モードにて電話帳表示機能を実行した場合の表示画
像の例を示す説明図である。
　通常モードは、アプリケーションプログラムからの、シークレット指定されているデー
タへのアクセスを制限し、シークレット指定されていないデータへのアクセスを許可する
モードである。
【００５１】
　電話帳表示のアプリケーションプログラムを実行する処理部１８５は、かかるアクセス
制限に従って、アクセスを許可されているデータを第１表示部１１１に表示させる。
　図９の例では、電話帳表示のアプリケーションプログラムからの、図８においてシーク
レット指定されていないＡさんのデータおよびＣさんのデータへのアクセスは許可されて
おり、これらＡさんのデータとＣさんのデータとが、それぞれ領域Ａ２１１とＡ２１２と
に表示されている。
　一方、電話帳表示のアプリケーションプログラムからの、図８においてシークレット指
定されているＢさんのデータへのアクセスは制限されている。このため、図９の画面画像
には、Ｂさんのデータは表示されていない。
【００５２】
　図１０は、携帯端末装置１００がシークレットモードにて電話帳表示機能を実行した場
合の表示画面の例を示す説明図である。
　シークレットモードは、アプリケーションプログラムからの、シークレット指定されて
いるデータへのアクセスと、シークレット指定されていないデータへのアクセスとを、い
ずれも許可するモードである。
【００５３】
　従って、電話帳表示のアプリケーションプログラムを実行する処理部１８５は、シーク
レット指定されているデータと、シークレット指定されていないデータとのいずれも、第
１表示部１１１に表示させる。
　図１０の例では、電話帳表示のアプリケーションプログラムからの、図８においてシー
クレット指定されていないＡさんのデータおよびＣさんのデータへのアクセスも、図８に
おいてシークレット指定されているＢさんのデータへのアクセスも、いずれも許可されて
いる。そして、これらＡさんのデータとＢさんのデータとＣさんのデータとが、それぞれ
領域Ａ２２１とＡ２２２とＡ２２３とに表示されている。
【００５４】
　図１１は、第１表示部１１１が表示するユーザ認証画面（ユーザ認証を行う際の画面画
像）の例を示す説明図である。
　ここで、携帯端末装置１００の使用に際してユーザ認証を行うか否かは、携帯端末装置
１００のユーザが予め設定しており、記憶部１９０が設定内容を予め記憶している。そし
て、ユーザ認証を行う設定が為されている場合、携帯端末装置１００は、電源を接続（Ｏ
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Ｎ）されて起動する際や、一定時間（例えば１０分間）使用されず休止モードとなった後
に再度使用される際に、第１表示部１１１にユーザ認証画面を表示させてパスワード入力
を受け付ける。
【００５５】
　第１表示部１１１が図１１のユーザ認証画面を表示している状態において、「０」～「
９」等の押ボタンのアイコンへのタッチ操作（押ボタンの押下操作）の結果、パスワード
入力操作が行われると、入力処理部１８２がタッチされたアイコンを検出する。そして、
処理部１８５が、検出されたアイコンに基づいて、入力されたパスワードを検出する。
　その後、「確定」の押ボタンのアイコンＣ２０１（以下、「確定アイコン」Ｃ２０１と
称する）へのタッチ操作が行われると、処理部１８５は、入力されたパスワードと、記憶
部１９０の予め記憶するパスワードが同一か否かを判定して、ユーザ認証を行う。
【００５６】
　ユーザ認証に成功した場合、すなわち、入力されたパスワードと、記憶部１９０の予め
記憶するパスワードとが同一であると判定した場合、処理部１８５は、実行モードに遷移
し、ユーザ操作に応じて、上記の電話帳表示機能など各種機能を実行する。
　実行モードには上記の通常モードとシークレットモードとがあり、処理部１８５は、ユ
ーザ認証に成功した際、第２タッチセンサ１２２がタッチ操作を検出したか否かに応じて
いずれかのモードに遷移する。具体的には、第１タッチセンサ１２１が確定アイコンＣ２
０１へのタッチ操作を検出した際に、第２タッチセンサ１２２が、第２表示部１１２の表
示画面へのタッチ操作を検出していれば、処理部１８５は、シークレットモードに遷移し
、第２タッチセンサ１２２が、第２表示部１１２の表示画面へのタッチ操作を検出してい
なければ、通常モードに遷移する。
【００５７】
　一方、ユーザ認証に失敗した場合、すなわち、入力されたパスワードと、記憶部１９０
の予め記憶するパスワードとが異なると判定した場合、処理部１８５は、休止モードに遷
移し、再度のパスワード入力を待ち受ける。
【００５８】
　ここで、通常モードへの遷移とシークレットモードへの遷移とは、処理部１８５が各種
機能を実行する際の２つの処理モードの例である。すなわち、通常モードへの遷移とシー
クレットモードへの遷移とは、各種機能の実行要求を受け付けるよう設定する処理を通じ
て、当該機能のアプリケーションプログラムからの、シークレット設定されていないデー
タへのアクセスを許可する処理を行う点で共通する。一方、通常モードへの遷移とシーク
レットモードへの遷移とは、シークレット設定されているデータへのアクセスを許可する
処理（設定）を行うか否かにおいて異なる。
　そして、シークレット設定されていないデータが第１データに該当し、シークレット設
定されていないデータとシークレット設定されているデータとの両方を含むデータが第２
データに該当する。また、アプリケーションプログラムからの、第１データへのアクセス
を許可する処理が第１処理に該当し、アプリケーションプログラムからの、第２データへ
のアクセスを許可する処理が第２処理に該当する。
　この第１処理と第２処理とは、アプリケーションプログラムからのデータへのアクセス
を許可する点で共通し（関連性を有し）、アクセスを許可するデータにおいて互いに異な
る。
【００５９】
　次に、図１２および図１３を参照して、第１処理が、設定されているスクロール量で画
面画像をスクロールさせる処理であり、第２処理が、スクロール量の設定を変更する処理
である場合について説明する。
　図１２は、スクロール前後の画面画像の例を示す説明図である。同図において、第１表
示部１１１の表示画面はウェブページを表示しており、また、表示画面の右側には、スク
ロール位置を示すスライドバーＧ３０１が表示されている。そして、同図（ａ）は、スク
ロール前の、第１表示部１１１の画面画像を示し、同図（ｂ）は、スクロール後の、第１
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表示部１１１の画面画像を示す。
【００６０】
　同図（ａ）と同図（ｂ）とは、第１表示部１１１が、同一のウェブページを表示する場
合の画面画像を示しているが、スクロール位置（表示対象のウェブページ内における画面
画像の位置）が異なる。同図（ｂ）は、同図（ａ）におけるスクロール位置から、表示画
面１つ分下にスクロールした場合の画面画像を示している。このため、同図（ｂ）におけ
るスライドバーＧ３０１の位置は、同図（ａ）におけるスライドバーＧ３０１の位置から
、スクロール量に応じて下がった位置となっている。
【００６１】
　処理部１８５は、第１タッチセンサ１２１が、スクロール操作としてのタッチ操作を検
出し、かつ、第２タッチセンサ１２２が、タッチ操作を検出していない場合に、同図の処
理を行う。
　より具体的には、スクロール操作として、スライドバーＧ３０１の下側の領域Ａ３０１
へのタッチ操作（タップ）が行われると、第１タッチセンサ１２１がタッチ位置を検出し
、入力処理部１８２が、領域Ａ３０１へのタッチ操作が行われたことを示す情報と、タッ
チ位置を示す情報とを、処理部１８５に出力する。そして、処理部１８５は、入力処理部
１８２から出力される情報に基づいて、画面画像のスクロール位置を、表示画面１つ分下
にする旨の指示を、表示制御部１８１に出力する。そして、表示制御部１８１は、処理部
１８５から出力される指示に従って、第１表示部１１１の画面画像のスクロール位置を、
表示画面１つ分下にする。
【００６２】
　ここで、スクロール操作としては、様々な操作を用いることができる。例えば、上記の
ように、スライドバーＧ３０１の上または下の領域をタップする操作を用いることができ
る。あるいは、第１表示部１１１が、上スクロールボタンのアイコンと、下スクロールボ
タンのアイコンとを表示し、これらのアイコンへのタッチ操作をスクロール操作として用
いるようにしてもよい。
【００６３】
　図１３は、スクロール前後の画面画像の、もう１つの例を示す説明図である。図１２の
場合と同様、図１３において、第１表示部１１１の表示画面はウェブページを表示してお
り、また、表示画面の右側には、スクロール位置を示すスライドバーＧ３０１が表示され
ている。そして、同図（ａ）は、スクロール前の、第１表示部１１１の画面画像を示し、
同図（ｂ）は、スクロール後の、第１表示部１１１の画面画像を示す。
【００６４】
　また、図１３（ａ）と図１３（ｂ）とにおいて、第１表示部１１１が、同一のウェブペ
ージを表示する場合の画面画像を示している点、および、スクロール位置（表示対象のウ
ェブページ内における画面画像の位置）が異なる点も、図１２の場合と同様である。
　ただし、図１３では、スクロール量が図１２の場合と異なる。図１３（ｂ）は、図１３
（ａ）におけるスクロール位置から、表示画面５つ分下にスクロールした場合の画面画像
を示している。このため、図１３（ｂ）におけるスライドバーＧ３０１の位置は、同図（
ａ）におけるスライドバーＧ３０１の位置から、スクロール量に応じて下がった位置とな
っている。そして、図１３では、図１２の場合よりもスクロール量が多い分、スライドバ
ーＧ３０１の下がる量も多くなっている。
【００６５】
　処理部１８５は、第１タッチセンサ１２１が、スクロール操作としてのタッチ操作を検
出し、かつ、第２タッチセンサ１２２が、タッチ操作を検出している場合に、同図の処理
を行う。
　より具体的には、スクロール操作として、スライドバーＧ３０１の下側の領域Ａ３０１
へのタッチ操作（タップ）が行われると、第１タッチセンサ１２１がタッチ位置を検出し
、入力処理部１８２が、領域Ａ３０１へのタッチ操作が行われたことを示す情報と、タッ
チ位置を示す情報とを、処理部１８５に出力する。また、領域Ａ３０１へのタッチ操作が
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行われた際、第２表示部１１２の表示画面がタッチされており、第２タッチセンサ１２２
がタッチ位置を検出し、入力処理部１８２が、タッチ位置を示す情報を処理部１８５に出
力する。
　そして、処理部１８５は、入力処理部１８２から出力される情報に基づいて、画面画像
のスクロール位置を、表示画面５つ分下にする旨の指示を、表示制御部１８１に出力する
。そして、表示制御部１８１は、処理部１８５から出力される指示に従って、第１表示部
１１１の画面画像のスクロール位置を、表示画面５つ分下にする。
【００６６】
　ここで、図１２における処理と図１３における処理とは、第１表示部１１１の画面画像
をスクロールさせる処理における２つの処理モードの例である。すなわち、図１２におけ
る処理と図１３における処理とは、第１表示部１１１の画面画像をスクロールさせる処理
を行う点で共通し（関連性を有し）、スクロール量において異なる。そして、第１表示部
１１１の画面画像を、表示画面１つ分下にスクロールさせる処理（図１２における処理）
が第１処理に該当し、第１表示部１１１の画面画像を、第１処理と異なるスクロール量と
して表示画面５つ分下にスクロールさせる処理（図１３における処理）が第２処理に該当
する。
【００６７】
　次に、図１４を参照して、携帯端末装置１００の動作について説明する。
　図１４は、携帯端末装置１００が処理モードを選択して実行する際の処理手順を示すフ
ローチャートである。
　同図の処理において、まず、処理部１８５は、第１表示部１１１の表示画面における所
定のタッチ操作を第１タッチセンサ１２１が検出したか否かを判定する（ステップＳ１０
１）。所定のタッチ操作を第１タッチセンサ１２１が検出していないと判定した場合（ス
テップＳ１０１：ＮＯ）、同図の処理を終了する。
【００６８】
　一方、第１表示部１１１の表示画面における所定のタッチ操作を検出したと判定した場
合（ステップＳ１０１：ＹＥＳ）、処理部１８５は、第２表示部１１２の表示画面へのタ
ッチ操作を第２タッチセンサ１２２が検出したか否かを判定する（ステップＳ１０２）。
第２タッチセンサ１２２が第２表示部１１２の表示画面へのタッチ操作を検出したと判定
した場合（ステップＳ１０２：ＹＥＳ）、処理部１８５は、第２処理を行う（ステップＳ
１０３）。その後、同図の処理を終了する。
【００６９】
　一方、ステップＳ１０２において、第２タッチセンサ１２２が第２表示部１１２の表示
画面へのタッチ操作を検出していないと判定した場合（ステップＳ１０２：ＮＯ）、処理
部１８５は、第１処理を行う（ステップＳ１０４）。その後、同図の処理を終了する。
【００７０】
　以上のように、処理部１８５は、第１タッチセンサ１２１の検出するタッチ操作に応じ
た第１処理を行う際、第２タッチセンサ１２２がタッチ操作を検出しているか否かに基づ
いて、第１処理を行うか第２処理を行うかを判定する。すなわち、処理部１８５は、第２
タッチセンサ１２２がタッチ操作を検出しているか否かに基づいて、処理を行うモードを
選択する。
　このように、処理部１８５は、ユーザのタッチ操作の有無に応じてモードを選択するの
で、ユーザの意図を反映してモード切替を行うことができる。また、ユーザは、第２表示
部１１２の表示画面にタッチするという簡単な操作の有無に応じてモードを選択する（携
帯端末装置１００に対してモードを指示する）ことができるので、ユーザの手間を軽減し
得る。
【００７１】
　また、処理部１８５は、ユーザのタッチ操作に応じて、第１表示部１１１の画面画像中
における画像部品の表示位置を変化させる際、第２タッチセンサ１２２がタッチ操作を検
出しているか否かに基づいて、第１表示部１１１の画面画像をスクロールさせるか否かを
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決定する。
　従って、ユーザは、第２表示部１１２の表示画面にタッチするという簡単な操作の有無
に応じて、画面画像中における部品画像の位置を変化させるか、あるいは、画面画像をス
クロールさせるか否かを選択し得る。すなわち、ユーザは、部品画像のみを移動させるか
画面画像をスクロールさせるかの設定を別途行う必要が無い。
【００７２】
　また、処理部１８５は、ユーザのタッチ操作に応じて、アプリケーションプログラムか
らのデータへのアクセスを許可する処理を行う際、第２タッチセンサ１２２がタッチ操作
を検出しているか否かに基づいて、シークレット設定されているデータへのアクセスを許
可するか否か（すなわち、通常モードとするかシークレットモードとするか）を決定する
。
　従って、ユーザは、第２表示部１１２の表示画面にタッチするという簡単な操作の有無
に応じて、通常モードとシークレットモードとのいずれかを選択しうる。特に、ユーザは
、モード設定を別途行う必要が無い。
【００７３】
　また、処理部１８５は、ユーザのタッチ操作に応じて、第１表示部１１１の画面画像を
スクロールさせる際、第２タッチセンサ１２２がタッチ操作を検出しているか否かに基づ
いて、スクロール量を変化させるか否かを決定する。
　従って、ユーザは、第２表示部１１２の表示画面にタッチするという簡単な操作の有無
に応じて、スクロール量を変化させることができる。特に、ユーザは、スクロール量の設
定を別途行う必要が無い。
【００７４】
　なお、以上では、第２タッチセンサ１２２がタッチ操作を検出しているか否かに基づい
て、処理部１８５が第１処理を行うか第２処理を行うかを決定する場合について説明した
が、処理部１８５が選択する処理の数は３つ以上であってもよい。すなわち、第１タッチ
センサ１２１や第２タッチセンサ１２２の検出するタッチの箇所の数に応じて、処理部１
８５が、第２処理に代えてあるいは前記第２処理に加えて第３処理を行うか否かを判定す
るなど、処理部１８５が、２つ以上の処理を選択的に行うようにしてもよい。
【００７５】
　例えば、図１２および図１３を参照して説明した、第１タッチセンサ１２１の画面画像
のスクロールにおいて、第２表示部１１２の表示画面に対して人差し指および中指を用い
た２箇所のタッチ操作が行われると、第２タッチセンサ１２２は、各箇所におけるタッチ
を検出して、タッチ位置を示す情報を入力処理部１８２に出力する。そして、入力処理部
１８２は、第２タッチセンサ１２２から出力されるタッチ位置に基づいて、２箇所のタッ
チが行われたことを示す情報と、タッチ位置を示す情報とを処理部１８５に出力する。処
理部１８５は、入力処理部１８２から出力される情報に従って、画面画像を表示画面５つ
分スクロールさせる処理（第２処理）に代えて、画面画像を表示画面１０個分スクロール
させる処理（第３処理）を行う。
【００７６】
　このように、処理部１８５は、第１タッチセンサ１２１や第２タッチセンサ１２２が検
出するタッチの箇所の数に応じて、複数の処理のいずれかを選択し実行する。すなわち、
処理部１８５は、第１タッチセンサ１２１や第２タッチセンサ１２２が検出するタッチの
箇所の数に応じて、３つ以上の処理モードのうちいずれかを選択する。
　従って、ユーザは、第１表示部１１１の表示画面や第２表示部１１２の表示画面にタッ
チする指の数を変えるという簡単な操作を用いて、３つ以上の処理モードのいずれかを選
択することができる。特に、ユーザは、処理モードを設定する操作を別途行う必要が無い
。
【００７７】
　なお、制御部１８０の全部または一部の機能を実現するためのプログラムをコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュ
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「コンピュータシステム」とは、ＯＳ（Operating System）や周辺機器等のハードウェア
を含むものとする。
　また、「コンピュータシステム」は、ＷＷＷ（World Wide Web）システムを利用してい
る場合であれば、ホームページ提供環境（あるいは表示環境）も含むものとする。
　また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
ディスク、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＣＤ（Compact Disc）－ＲＯＭ等の可搬媒体、
コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「
コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回
線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的
にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシス
テム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものと
する。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く
、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組
み合わせで実現できるものであっても良い。
【００７８】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの
実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含ま
れる。
【００７９】
　この出願は、２０１１年９月２７日に出願された日本出願特願２０１１－２１０９７６
号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本発明は、様々な携帯型電子機器に利用可能である。本発明は、ユーザの意図を反映し
てモード切替を行いつつ、ユーザの手間を軽減し得る。
【符号の説明】
【００８１】
　１００　携帯端末装置
　１１１　第１表示部
　１１２　第２表示部
　１２１　第１タッチセンサ
　１２２　第２タッチセンサ
　１３１　音声入力部
　１３２　音声出力部
　１４０　無線通信部
　１８０　制御部
　１８１　表示制御部
　１８２　入力処理部
　１８３　音声処理部
　１８４　通信制御部
　１８５　処理部
　１９０　記憶部
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