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(57)【要約】
　本発明に係わる携帯端末装置は、ＣＰＵの端末形状判
定部で、携帯端末装置が開かれた状態で使用されている
のか、それとも閉じられた状態（例えば、折り畳まれた
状態）で使用されているのかの状況を判定する。ブラウ
ザ起動判定部は、携帯端末装置のＣＰＵで実行されるブ
ラウザが起動されているか否かを判定する。タッチパネ
ル判定部は、裏画面へのタッチ操作か否かの判定と、裏
画面だけへのタッチ操作か否かの判定を行う。タッチ領
域判定部は、画面上部領域へのタッチ操作か否かの判定
と、画面中央領域へのタッチ操作か否かの判定とを行う
。タッチ長押し判定部は、通常より長い所定の長さのタ
ッチ操作か否かの判定を行う。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体部の折り畳みが可能であり、表表示面と裏表示面の両面がタッチパネルとして構成
されている携帯端末装置の、前記筐体部が折り畳まれている状態であるか否かを判定する
端末形状判定部と、
　ブラウザが起動中であるか否かを判定するブラウザ起動判定部と、
　タッチパネルへのタッチ操作内容を判定するタッチパネル判定部と、
　前記タッチパネルへのタッチ操作が行われたタッチ領域の区分を判定するタッチ領域判
定部と、
　タッチ長押し操作が行われたか否かを判定するタッチ長押し判定部と、
　前記端末形状判定部、前記ブラウザ起動判定部、前記タッチパネル判定部、前記タッチ
領域判定部、及び前記タッチ長押し判定部の判定結果の組み合わせに対応した所定の動作
を行う実行部とを備える携帯端末装置。
【請求項２】
　前記実行部の前記所定の動作には、入力動作、若しくは表示画面の更新動作のいずれか
１つが含まれている請求項１に記載の携帯端末装置。
【請求項３】
　前記実行部は、前記筐体部が折り畳まれた状態ではない場合は、２画面で１つの表表示
面と見なし、前記２画面で１つの表表示面へのタッチ操作に対応した所定の動作を行う請
求項１又は２に記載の携帯端末装置。
【請求項４】
　前記実行部は、前記筐体部が折り畳まれた状態であり、かつブラウザが起動中でない場
合は、起動中のアプリケーションソフトウェアの操作規定または入力画面に対応した動作
を行う請求項１又は２に記載の携帯端末装置。
【請求項５】
　前記実行部は、前記筐体部が折り畳まれた状態であり、かつブラウザが起動中であり、
かつ裏表示面へのタッチ操作ではないか若しくは裏表示面へのタッチ操作と共に表表示面
へのタッチ操作も行っている場合は、表表示面のタッチ操作に対応した所定の動作を行う
請求項１又は２に記載の携帯端末装置。
【請求項６】
　前記実行部は、前記筐体部が折り畳まれた状態であり、かつブラウザが起動中であり、
かつ裏表示面へのタッチ操作であり、かつ表表示面へのタッチ操作ではなく、かつ裏表示
面に定義された上部領域へのタッチ操作であり、かつ長押しを伴うタッチ操作であれば、
前記上部領域の長押し操作に割り当てた動作を行う請求項１又は２に記載の携帯端末装置
。
【請求項７】
　前記実行部は、前記筐体部が折り畳まれた状態であり、かつブラウザが起動中であり、
かつ裏表示面へのタッチ操作であり、かつ表表示面へのタッチ操作ではなく、かつ裏表示
面に定義された上部領域へのタッチ操作であり、かつ長押しを伴うタッチ操作でない場合
は、前記上部領域のタッチ操作に割り当てた動作を行う請求項１又は２に記載の携帯端末
装置。
【請求項８】
　前記実行部は、前記筐体部が折り畳まれた状態であり、かつブラウザが起動中であり、
かつ裏表示面へのタッチ操作であり、かつ表表示面へのタッチ操作ではなく、かつ裏表示
面に定義された上部領域へのタッチ操作ではなく、かつ長押しを伴うタッチ操作であれば
、裏表示面に定義された中央領域の長押し操作に割り当てた動作を行う請求項１又は２に
記載の携帯端末装置。
【請求項９】
　筐体部の折り畳みが可能であり、かつ表表示面と裏表示面の両面がタッチパネルとして
構成されている携帯端末装置の、前記筐体部が折り畳まれている状態であるか否かを判定
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する端末形状判定ステップと、
　ブラウザが起動中であるか否かを判定するブラウザ起動判定ステップと、
　タッチパネルへのタッチ操作内容を判定するタッチパネル判定ステップと、
　前記タッチパネルへのタッチ操作が行われたタッチ領域の区分を判定するタッチ領域判
定ステップと、
　タッチ長押し操作が行われたか否かを判定するタッチ長押し判定ステップと、
　前記端末形状判定ステップ、前記ブラウザ起動判定ステップ、前記タッチパネル判定ス
テップ、前記タッチ領域判定ステップ、及び前記タッチ長押し判定ステップにおける判定
結果の組み合わせに対応した所定の動作を行う実行ステップとを備える携帯端末装置の操
作方法。
【請求項１０】
　筐体部の折り畳みが可能であり、かつ表表示面と裏表示面の両面がタッチパネルとして
構成されている携帯端末装置の、前記筐体部が折り畳まれている状態であるか否かを判定
する端末形状判定ステップと、
　ブラウザが起動中であるか否かを判定するブラウザ起動判定ステップと、
　タッチパネルへのタッチ操作内容を判定するタッチパネル判定ステップと、
　前記タッチパネルへのタッチ操作が行われたタッチ領域の区分を判定するタッチ領域判
定ステップと、
　タッチ長押し操作が行われたか否かを判定するタッチ長押し判定ステップと、
　前記端末形状判定ステップ、前記ブラウザ起動判定ステップ、前記タッチパネル判定ス
テップ、前記タッチ領域判定ステップ、及び前記タッチ長押し判定ステップにおける判定
結果の組み合わせに対応した所定の動作を行う実行ステップとして携帯端末装置をコンピ
ュータ制御させるための携帯端末装置の操作プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は携帯端末装置、携帯端末装置の操作方法、及び携帯端末装置の操作プログラム
に係り、特に、裏面のタッチパネル操作によって表面のブラウザ操作を可能にする携帯端
末装置、携帯端末装置の操作方法、及び携帯端末装置の操作プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の携帯端末装置は、小型化及び軽量化が益々進展し、データや指令を入力するため
のキー及びタッチパネルの配置スペースには、余裕が極端に乏しくなっている。よって、
本体の表面だけではなく裏面にも、データや指令を入力するためのキー及びタッチパネル
を設置することが普通になってきている。このような背景にあって、例えば、使用者がブ
ラウザを起動して、どこかのサイトを呼び出し、閲覧しているような場合では、その使用
者の指による操作が、サイト閲覧の妨げとなるような場面も生じている。特に、ブラウザ
起動中に、使用者が、ブラウザ表示画面へのタッチ操作を行うような場合には、タッチ操
作する使用者の指がサイト閲覧の妨げとなる事態も発生していた。
【０００３】
　この分野の公知例技術として、例えば特許文献１には、携帯電話等の、表示部と所望の
選択項目を入力可能な入力スイッチを備えた電子機器に関し、表示部の視認性を良くし、
希望する項目を迅速に選択できる操作性の優れたものが開示されている。具体的には、電
子機器の正面の表示部に対して背面側にタッチパネルスイッチを配し、表示部に表示され
た選択項目の内の希望する項目に対応した、タッチパネルスイッチの所定位置を押圧操作
する。これにより、希望する項目が選択可能な構成を得る。このため、選択項目の数が多
い場合でも、選択する際に表示が指で隠れることがなく、表示面も汚れ難いので表示の視
認性が良くなり、希望する項目を迅速に選択できる操作性の優れた電子機器が得られる、
ものとしている。
【０００４】
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　また、例えば特許文献２には、主画面使用と副画面使用時とで副表示部を利用したタッ
チパネルの操作感が異なることのない携帯端末が開示されている。具体的には、主表示部
を備えた上部筐体と、入力キーを備えた下部筐体とがヒンジ等を介して伸縮自在に連結さ
れた携帯端末としている。下部筐体には、タッチパネルを備えた背面表示部が、主表示部
と対向する面に、片手で保持した場合に入力キーに親指を配置した状態で人差し指が届く
位置に設けられている。また、伸長状態の端末の主表示部に表示させる機能割り当て画面
と正対するようにタッチパネルに機能を割り当て、上部筐体と下部筐体との位置関係に応
じて、タッチパネルに割り当てた機能の位置を動的に変更する、ものとしている。
【０００５】
　また、例えば特許文献３には、２つのディスプレイを有効に利用して操作性を向上させ
る情報処理装置、入力制御方法、プログラム及び記録媒体が開示されている。具体的には
、第１の表示部を備えた第１の筐体と、第２の表示部を備えた第２の筐体とが、接合部を
介して可動に接合され、前記第１及び第２の表示部は、表示部への接触を感知することで
操作入力を受け付ける入力部をそれぞれ備えた情報処理装置としている。前記第１の筐体
と第２の筐体は、表示部が設けられた面同士が向かい合う状態で閉じられる。開いた状態
では各筐体の前記表示部が設けられた面が外側に露出して両面状態にまでなるよう接合さ
れる。よって、前記両面状態になったことを検知する検知手段と、前記検知手段により両
面状態が検知された場合は、片方の筐体に設けられた入力部からの入力を、他方の筐体に
設けられた入力部の拡張入力として制御する制御手段と、を備える、ものとしている。
【０００６】
　さらに、例えば特許文献４には、入力操作性が良好であり、かつ、多様な操作入力に対
応可能な端末装置が開示されている。具体的には、装置前面にタッチパネル機能を有する
パネル表示面、装置後面にタッチパッドを配した裏面操作面とがそれぞれ配置される。パ
ネル表示面にはスクロール可能な画面が表示される。裏面操作面には予め所定の検出領域
が設定され、画面を表示した状態で、検出領域で所定方向へのドラッグ操作が検出された
とき、画面をスクロールさせる。画面のスクロール速度は、所定方向と直交する方向にお
けるドラッグ操作の入力位置に応じて予め設定され、所定方向と直交する方向におけるド
ラッグ操作の入力位置に応じた速度で画像をスクロールする、ものとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－０７７３５７号公報
【特許文献２】特許第４５６９４１１号公報
【特許文献３】特開２０１１－２０９８９９号公報
【特許文献４】特開２０１２－００３３０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に記載の装置のような、電子機器の正面の表示部に対して背面側にタッチパ
ネルスイッチを配する手段は、希望する項目を迅速に選択できるようにして操作性良くす
るために有効である。しかしながら、タッチパネルスイッチの所定位置を押圧操作するこ
とで、希望する項目を選択可能にすることでは、両画面の独立性が果たせず、よって、必
ずしも操作性を良くする最適な構成とは限らない。
【０００９】
　また、特許文献２に記載の装置のような、主表示部を備えた上部筐体と、入力キーを備
えた下部筐体とをヒンジ等を介して伸縮自在に連結させる手段は、主画面使用時と副画面
使用時とでタッチパネルの操作感が異ならないようにするのに有効である。しかしながら
、タッチパネルを備えた背面表示部を、主表示部と対向する面に、片手で保持した場合に
入力キーに親指を配置した状態で人差し指が届く位置に設けることでは、両画面の一体化
が果たせず、使用者は両画面の関係を把握し、操作に習熟する必要が有る。よって、必ず
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しも操作性を良くする最適な構成とは限らない。
【００１０】
　また、特許文献３に記載の装置のような、第１の表示部を備えた第１の筐体と、第２の
表示部を備えた第２の筐体を、接合部を介して可動に接合させる手段は、操作性を向上さ
せるのに有効である。しかしながら、片方の筐体に設けられた入力部からの入力を、他方
の筐体に設けられた入力部の拡張入力として制御することでは、両画面の独立性が果たせ
ず、よって、必ずしも操作性を良くする最適な構成とは限らない。
【００１１】
　また、特許文献４に記載の装置のような、装置前面にタッチパネル機能を有するパネル
表示面を配置し、装置後面にはタッチパッドを配した裏面操作面を、それぞれ配置する手
段は、入力操作性を良好にし、多様な操作入力に対応可能とするのに有効である。しかし
ながら、スクロール操作機能だけでは、必ずしも操作性を良くする機能になるとは限らな
い。
【００１２】
　ところで、携帯端末装置については、小型化及び軽量化が益々進展し、データや指令を
入力するためのキー及びタッチパネルの配置スペースには、余裕が極端に乏しくなってい
る、といった背景がある。このため、使用者がブラウザを起動して、いずれかのサイトを
呼び出し、閲覧しているような場合では、その使用者の指による操作がサイト閲覧の妨げ
となるような場面が生じている。特に、ブラウザ起動中に、使用者が、ブラウザ表示画面
へのタッチ操作を行うような場合には、タッチ操作する使用者の指がサイト閲覧の妨げと
なる事態も発生しているので、このような問題点を解決することが課題となっている。勿
論、上述したような従前の携帯端末装置においては、前記課題は達成できていない。
【００１３】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、タッチ操作時に使用者の指等に
よってサイト閲覧が妨げられることを防止する携帯端末装置、携帯端末装置の操作方法、
及び携帯端末装置の操作プログラムを提供することを目的としている。
【００１４】
　本発明の他の目的は、使用者が表と裏の両表示画面での詳細なタッチ位置を把握する必
要なく、使用者によるタッチ操作を可能にする携帯端末装置、携帯端末装置の操作方法、
及び携帯端末装置の操作プログラムを提供することにある。
【００１５】
　本発明の他の目的は、装置本体の狭い配置スペースに操作ボタン等を新設することなく
、より多くの選択項目の入力を可能にする携帯端末装置、携帯端末装置の操作方法、及び
携帯端末装置の操作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】
【００１６】
　上記課題を解決するために、本発明の一実施形態に係る携帯端末装置は、筐体部の折り
畳みが可能であり、かつ表表示面と裏表示面の両面がタッチパネルとして構成されている
主装置の、筐体部が折り畳まれている状態であるか否かを判定する端末形状判定部と、ブ
ラウザが起動中であるか否かを判定するブラウザ起動判定部と、タッチパネルへのタッチ
操作内容を判定するタッチパネル判定部と、タッチパネルへのタッチ操作が行われたタッ
チ領域の区分を判定するタッチ領域判定部と、タッチ長押し操作が行われたか否かを判定
するタッチ長押し判定部と、端末形状判定部、ブラウザ起動判定部、タッチパネル判定部
、タッチ領域判定部、及びタッチ長押し判定部の判定結果の組み合わせに対応した所定の
動作を行う実行部とを備える。
【００１７】
　また、本発明の一実施形態に係る携帯端末装置の操作方法は、筐体部の折り畳みが可能
であり、かつ表表示面と裏表示面の両面がタッチパネルとして構成されている携帯端末装
置の、筐体部が折り畳まれている状態であるか否かを判定する端末形状判定ステップと、
ブラウザが起動中であるか否かを判定するブラウザ起動判定ステップと、タッチパネルへ
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のタッチ操作内容を判定するタッチパネル判定ステップと、タッチパネルへのタッチ操作
が行われたタッチ領域の区分を判定するタッチ領域判定ステップと、タッチ長押し操作が
行われたか否かを判定するタッチ長押し判定ステップと、端末形状判定ステップ、ブラウ
ザ起動判定ステップ、タッチパネル判定ステップ、タッチ領域判定ステップ、及びタッチ
長押し判定ステップにおける判定結果の組み合わせに対応した所定の動作を行う実行ステ
ップとを備える。
【００１８】
　さらに、本発明の一実施形態に係る携帯端末装置の操作プログラムは、筐体部の折り畳
みが可能であり、かつ表表示面と裏表示面の両面がタッチパネルとして構成されている携
帯端末装置の、筐体部が折り畳まれている状態であるか否かを判定する端末形状判定ステ
ップと、ブラウザが起動中であるか否かを判定するブラウザ起動判定ステップと、タッチ
パネルへのタッチ操作内容を判定するタッチパネル判定ステップと、タッチパネルへのタ
ッチ操作が行われたタッチ領域の区分を判定するタッチ領域判定ステップと、タッチ長押
し操作が行われたか否かを判定するタッチ長押し判定ステップと、端末形状判定ステップ
、ブラウザ起動判定ステップ、タッチパネル判定ステップ、タッチ領域判定ステップ、及
びタッチ長押し判定ステップにおける判定結果の組み合わせに対応した所定の動作を行う
実行ステップとして携帯端末装置をコンピュータ制御させる。
【発明の効果】
【００１９】
　以上の説明から明らかなように、この発明によれば、タッチ操作時に使用者の指等によ
ってサイト閲覧が妨げられることを防止することが可能となる効果がある。また、タッチ
パネル上の上記タッチ領域に複数の区分を設けて、各々を区別することで、使用者は詳細
なタッチ位置を把握する必要なく、タッチ操作が可能となる効果が有る。さらに、携帯端
末装置本体の狭い配置スペースに操作ボタン等を新設することなく、より多くの選択項目
の入力を可能にする効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態に係る携帯端末装置のブロック構成を示す構成図である。
【図２Ａ】本発明の実施形態に係る携帯端末装置の外観を示す外観図であり、携帯端末装
置を折り畳んだ状態での表面を示す図である。
【図２Ｂ】本発明の実施形態に係る携帯端末装置を折り畳んだ状態での裏面を示す図であ
る。
【図２Ｃ】本発明の実施形態に係る携帯端末装置を開いた状態での表面及び裏面を示す図
である。
【図３Ａ】本発明の実施形態に係る携帯端末装置における裏表示面の領域を説明する説明
図であり、上部領域、中央領域およびタッチ領域の領域構成を示す図である。
【図３Ｂ】本発明の実施形態に係る携帯端末装置における裏表示面の領域での操作一覧及
びその操作に対応した動作一覧を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る携帯端末装置における表示画面の操作方法の一例を示す
説明図である。
【図５】本発明の実施形態に係る携帯端末装置における表示画面の操作方法の一例を示す
説明図である。
【図６】本発明の実施形態に係る携帯端末装置における表示画面の操作方法の一例を示す
説明図である。
【図７】本発明の実施形態に係る携帯端末装置の表示画面タッチ操作時の動作手順を示す
フローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の一実施形態に係わる携帯端末装置、携帯端末装置の操作方法、及び携帯
端末装置の操作プログラムの実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。図１は
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、本発明の実施形態に係る携帯端末装置のブロック構成を示す構成図である。図１に示す
本実施形態の携帯端末装置は、ＣＰＵ１、メモリ２、キー入力部３、表示部４、カメラ部
５、通信部６、及びＧＰＳ部７を具備する。但し、表示部４、カメラ部５、通信部６、及
びＧＰＳ部７は追加できる構成要素であり、いずれも省略することが可能である。この他
に本実施形態の携帯端末装置に加えられる加速度を検出する加速度センサ等を備えること
ができる。なお、表示部４は、タッチ入力機能を備えるものとする。
【００２２】
　ＣＰＵ１は、端末形状判定部１０、ブラウザ起動判定部１１、タッチパネル判定部１２
、タッチ領域判定部１３、及びタッチ長押し判定部１４を備える。この他に、全体を制御
する制御部及びブラウザ閲覧部を備えるものとする。また、ゲーム実行部や、他のアプリ
ケーションソフト等を実行する実行部を備えることができる。ＣＰＵ１は、ストアードプ
ログラミング方式に準拠した制御方法で制御部にて本実施形態の携帯端末装置全体を制御
すると共に、端末形状判定部１０、ブラウザ起動判定部１１、タッチパネル判定部１２、
タッチ領域判定部１３、及びタッチ長押し判定部１４の処理を実行する。
【００２３】
　メモリ２は、ＣＰＵ１に実行させるプログラムを記憶すると共に端末形状判定部１０、
ブラウザ起動判定部１１、タッチパネル判定部１２、タッチ領域判定部１３、及びタッチ
長押し判定部１４の処理を含む各種アプリケーションの実行に必要なデータを記憶する。
【００２４】
　キー入力部３は、本実施形態の携帯端末装置の起動指令及び操作指令を入力すると共に
画像の取得を指示するために必要なデータや指令を入力する。表示部４は、撮影画像デー
タや、撮影者に対する指示やデータを表示する。カメラ部５は、被写体を撮影して撮影画
像データに変換し、その変換した撮影画像データをＣＰＵ１に出力する。通信部６は、携
帯電話網やインターネット網を介して他の装置との通信を行う。ＧＰＳ部７は、携帯端末
装置の所在位置（緯度・経度）を取得する。本発明の実施携帯に係る携帯端末装置は、表
裏の両表示面に共にタッチパネルを搭載し、かつウェブサイト情報の閲覧が可能なブラウ
ザを搭載している電子機器一般に適用可能である。具体的には、ディジタルカメラ、携帯
電話装置、携帯情報処理装置、及びゲーム機器であっても良い。
【００２５】
　ＣＰＵ１の端末形状判定部１０は、携帯端末装置が開かれた状態で使用されているのか
、それとも閉じられた状態（例えば、折り畳まれた状態）で使用されているのかの状況（
つまり、携帯端末装置の使用状況）を判定する。ＣＰＵ１のブラウザ起動判定部１１は、
携帯端末装置のＣＰＵ１で実行されるブラウザが起動されているか否かを判定する。ＣＰ
Ｕ１のタッチパネル判定部１２は、裏画面（後述する裏表示面）へのタッチ操作か否かの
判定と、裏画面だけへのタッチ操作か否かの判定を行う。ＣＰＵ１のタッチ領域判定部１
３は、画面上部領域（後述）へのタッチ操作か否かの判定と、画面中央領域（後述）への
タッチ操作か否かの判定とを行う。タッチ長押し判定部１４は、通常より長い所定の長さ
のタッチ操作か否かの判定を行う。
【００２６】
　図２Ａ～図２Ｃは、本発明の実施形態に係る携帯端末装置の外観を示す外観図である。
図２Ａは携帯端末装置を折り畳んだ状態での表面、図２Ｂは携帯端末装置を折り畳んだ状
態での裏面、図２Ｃは携帯端末装置を開いた状態での表面及び裏面を、それぞれ示すもの
である。同図に示す携帯端末装置は、表表示面２０と、裏表示面２１とを備える。以下、
図１および図２Ａ～２Ｃを参照して、本実施形態に係る携帯端末装置の機能を説明する。
携帯端末装置を開いた状態（図２Ｃ）では、表表示面２０と裏表示面２１との画面で、１
つの端末表表示表面として扱う。よって、表表示面２０と裏表示面２１との、いずれの画
面に対するタッチ操作も、端末表表示表面へのタッチ操作を行ったものと見なす。
【００２７】
　ＣＰＵ１（図１）は、端末形状判定部１０を介して、表表示面２０及び裏表示面２１に
対するタッチ操作の開始時点で、携帯端末装置が、折り畳まれた状態（図２Ａ，図2Ｃ）
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であるか、それとも開かれた状態（図２Ｃ）であるかを判断するものとする。また、ＣＰ
Ｕ１は、ブラウザ起動判定部１１を介してブラウザの起動状態の判定を行い、ブラウザ未
起動状態であれば、ブラウザ以外の起動中の他のアプリケーションソフトに従ったタッチ
動作を制御する。
【００２８】
　より具体的には、ＣＰＵ１は、タッチ操作時には、タッチパネル判定部１２を介して裏
表示面２１のみへのタッチ操作が行われているか否かの判定を行う。この時、表表示面２
０へのタッチ操作も行われている場合には、裏表示面２１へのタッチ操作の有無にかかわ
らず、表表示面２０へのタッチ操作の入力を優先する。その後、ＣＰＵ１は、タッチ領域
判定部１３を介して裏表示面２１に対するいずれの領域へのタッチ操作が行われているか
を判定する。ここでは、図３Ａに示すように、画面上部１／３程度の領域を上部領域３１
とし、それ以外の領域を中央領域３２と定義する。よって、ＣＰＵ１は、タッチ領域判定
部１３を介して上記各領域へのタッチ操作の判定と、タッチ長押し判定部１４を介して長
押し操作の判定とを行うことにより、それぞれのタッチ操作に対応した動作（入力動作、
表示画像更新動作）を行うものとする。
【００２９】
　図３Ａおよび図３Ｂは、裏表示面２１の領域を説明する説明図である。図３Ａは領域構
成、図３Ｂは各領域での操作一覧及びそれらの操作に対応した動作一覧を、それぞれ示す
。図３Ａに示すように、裏表示面２１の領域は、タッチ領域全体３０の領域を定義し、こ
のタッチ領域全体３０には、一例として、タッチ領域全体３０の上部１／３の面積を占め
る上部領域３１と、その下部の中央領域３２とを、それぞれ独立に設ける。
【００３０】
　ここでは、許容する操作の一例として、上部領域３１では、シングルタップ、ダブルタ
ップ、画面右から左へのフリック、及び画面左から右へのフリックを、それぞれ定義する
。また、中央領域３２では、シングルタップ、ダブルタップ、画面上左右のスライド、タ
ッチ長押しからの上方向へのスライド、及びタッチ長押しからの下方向へのスライドを、
それぞれ定義する。なお、図３Ｂに示す各領域での操作一覧及びそれらの操作に対応した
動作一覧は、あくまで一例に過ぎないものであり、他の任意の定義が可能である。
【００３１】
　図４～６は、表示画面の操作方法の一例を示す説明図である。より具体的には、図４～
６には、裏表示面２１の操作と、その結果としての表表示面２０の表示画像の遷移状態を
示すものである。ここでは、図４は、ブラウザ起動中４００での両画面と、「ヒストリッ
ク操作」と呼ばれる表示画面の操作方法（ヒストリックパック操作４０１）を示す。また
、図５は、ブラウザ起動中５００での両画面と、画面スクロール操作方法（スクロール操
作５０１）を示す。さらに、図６は、ブラウザ起動中６００での両画面と、リンク選択方
法を示す。なお、このリンク選択方法として、ポインタ表示操作（ポインタ表示６０１）
、ポインタ移動操作（ポインタ移動６０２）、及びリンク選択操作（リンク選択６０３）
を、それぞれ示す。
【００３２】
　図７は、本発明の実施形態に係る携帯端末装置の表示画面タッチ操作時の動作手順を示
すフローチャート図である。以下、図１～６を参照しながら、図７に示すフローチャート
を使用して、本実施形態に係る携帯端末装置の表示画面タッチ操作時の動作手順を説明す
る。まず、符号１００の端末形状判定では、ステップＳ１で、端末形状判定部１０が、携
帯端末装置が折り畳まれた状態であるか否かを判定する。携帯端末装置が折り畳まれた状
態であればステップＳ２に進む。また、この携帯端末装置が折り畳まれた状態でなければ
ステップＳ９に移る。
【００３３】
　次に、符号１０１のブラウザ起動判定では、ステップＳ２で、ブラウザ起動判定部１１
が、ブラウザの起動中であるか否かを判定する。ブラウザの起動中であればステップＳ３
に進む。また、ブラウザの起動中でなければステップＳ１０に移る。次に、符号１０２の
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タッチパネル判定では、ステップＳ３で、タッチパネル判定部１２が、裏表示面２１への
タッチ操作か否かを判定する。裏表示面２１へのタッチ操作であればステップＳ４に進む
。また、裏表示面２１へのタッチ操作でなければステップＳ１１に移る。引き続き、ステ
ップＳ４で、タッチパネル判定部１２が、同時に表表示面２０のタッチ操作は行われてい
ないか否かを判定する。同時に表表示面２０のタッチ操作は行われていない場合はステッ
プＳ５に進む。また、同時に表表示面２０のタッチ操作が行われている場合はステップＳ
１１に移る。
【００３４】
　次に、符号１０３のタッチ領域判定では、ステップＳ５で、タッチ領域判定部１３が、
上部領域３１へのタッチ操作か否かを判定する。上部領域３１へのタッチ操作であればス
テップＳ６に進む。また、上部領域３１へのタッチ操作でなければステップＳ１２に移る
。続くステップＳ６では、タッチ長押し判定部１４が、タッチ長押しを伴う操作か否かを
判定する。タッチ長押しを伴う操作であればステップＳ７に進む。また、タッチ長押しを
伴う操作でなければステップＳ８に移る。
【００３５】
　ステップＳ７では、ＣＰＵ１の入力部（図示は省略）は、上部領域３１のタッチ長押し
操作に割り当てた動作を行う。ステップＳ８では、ＣＰＵ１の入力部は、上部領域３１の
タッチ操作に割り当てた動作を行う。ステップＳ９では、ＣＰＵ１の入力部（図示は省略
）は、表表示面２０と裏表示面２１との２画面で１つの表表示面と見なし、その２画面で
１つの表表示面へのタッチ操作として動作する。
【００３６】
　ステップＳ１０では、ＣＰＵ１の入力部は、未起動のブラウザではなく、起動中のアプ
リケーションの入力規定や入力画面に従った動作を行う。ステップＳ１１では、ＣＰＵ１
の入力部は、表表示面２０のタッチ操作に従った動作を行う。ステップＳ１２では、タッ
チ長押し判定部１４が、タッチ長押しを伴う操作か否かを判定する。タッチ長押しを伴う
操作であればステップＳ１３に進む。また、タッチ長押しを伴う操作でなければステップ
Ｓ１４に移る。
【００３７】
　ステップＳ１３では、ＣＰＵ１の入力部は、中央領域３２のタッチ長押し操作に割り当
てた動作を行う。ステップＳ８では、ＣＰＵ１の入力部は、中央領域３２のタッチ操作に
割り当てた動作を行う。
【００３８】
　本実施形態に係る形態端末装置によれば、タッチ操作時に使用者の指等によってサイト
閲覧が妨げられることを防止することが可能となる効果が有る。また、裏表示面２１につ
いては、タッチ操作領域を、上部領域３１と中央領域３２に大きく区別することで、使用
者は詳細なタッチ位置を把握する必要なく、タッチ操作が可能となる効果が有る。さらに
、携帯端末装置本体の狭い配置スペースに操作ボタン等を新設することなく、より多くの
選択項目の入力を可能にする効果が有る。
【００３９】
　なお、本発明に係る端末装置の各構成要素の処理の少なくとも一部をコンピュータ制御
により実行するものとする。かつ、上記処理を、図７のフローチャートで示した手順によ
りコンピュータに実行せしめるプログラムは、半導体メモリを始め、ＣＤ－ＲＯＭや磁気
テープ等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配付してもよい。そして、少
なくともマイクロコンピュータ、パーソナルコンピュータ、汎用コンピュータを範疇に含
むコンピュータが、上記の記録媒体から上記プログラムを読み出して、実行するものとし
てもよい。
【００４０】
　本願は、２０１２年６月２７日に、日本に出願された特願２０１２－１４３７５７号に
基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【産業上の利用可能性】
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【００４１】
　本発明によれば、タッチ操作時に使用者の指等によってサイト閲覧が妨げられることを
防止する携帯端末装置、携帯端末装置の操作方法、及び携帯端末装置の操作プログラムを
提供することができる。
【００４２】
　上記の実施形態の一部、又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には
限られない。
【００４３】
　（付記１）筐体部の折り畳みが可能であり、表表示面と裏表示面の両面がタッチパネル
として構成されている携帯端末装置の、前記筐体部が折り畳まれている状態であるか否か
を判定する端末形状判定部と、ブラウザが起動中であるか否かを判定するブラウザ起動判
定部と、タッチパネルへのタッチ操作内容を判定するタッチパネル判定部と、前記タッチ
パネルへのタッチ操作が行われたタッチ領域の区分を判定するタッチ領域判定部と、タッ
チ長押し操作が行われたか否かを判定するタッチ長押し判定部と、前記端末形状判定部、
前記ブラウザ起動判定部、前記タッチパネル判定部、前記タッチ領域判定部、及び前記タ
ッチ長押し判定部の判定結果の組み合わせに対応した所定の動作を行う実行部とを備える
携帯端末装置。
【００４４】
　（付記２）前記実行部の前記所定の動作には、入力動作、若しくは表示画面の更新動作
のいずれか１つが含まれている付記１に記載の携帯端末装置。
【００４５】
　（付記３）前記実行部は、前記筐体部が折り畳まれた状態ではない場合は、２画面で１
つの表表示面と見なし、前記２画面で１つの表表示面へのタッチ操作に対応した所定の動
作を行う付記１又は２に記載の携帯端末装置。
【００４６】
　（付記４）前記実行部は、前記筐体部が折り畳まれた状態であり、かつブラウザが起動
中でない場合は、起動中のアプリケーションソフトウェアの操作規定または入力画面に対
応した動作を行う付記１又は２に記載の携帯端末装置。
【００４７】
　（付記５）前記実行部は、前記筐体部が折り畳まれた状態であり、かつブラウザが起動
中であり、かつ裏表示面へのタッチ操作ではないか若しくは裏表示面へのタッチ操作と共
に表表示面へのタッチ操作も行っている場合は、表表示面のタッチ操作に対応した所定の
動作を行う付記１又は２に記載の携帯端末装置。
【００４８】
　（付記６）前記実行部は、前記筐体部が折り畳まれた状態であり、かつブラウザが起動
中であり、かつ裏表示面へのタッチ操作であり、かつ表表示面へのタッチ操作ではなく、
かつ裏表示面に定義された上部領域へのタッチ操作であり、かつ長押しを伴うタッチ操作
であれば、前記上部領域の長押し操作に割り当てた動作を行う付記１又は２に記載の携帯
端末装置。
【００４９】
　（付記７）前記実行部は、前記筐体部が折り畳まれた状態であり、かつブラウザが起動
中であり、かつ裏表示面へのタッチ操作であり、かつ表表示面へのタッチ操作ではなく、
かつ裏表示面に定義された上部領域へのタッチ操作であり、かつ長押しを伴うタッチ操作
でない場合は、前記上部領域のタッチ操作に割り当てた動作を行う付記１又は２に記載の
携帯端末装置。
【００５０】
　（付記８）前記実行部は、前記筐体部が折り畳まれた状態であり、かつブラウザが起動
中であり、かつ裏表示面へのタッチ操作であり、かつ表表示面へのタッチ操作ではなく、
かつ裏表示面に定義された上部領域へのタッチ操作ではなく、かつ長押しを伴うタッチ操
作であれば、裏表示面に定義された中央領域の長押し操作に割り当てた動作を行う付記１
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【００５１】
　（付記９）前記実行部は、前記筐体部が折り畳まれた状態であり、かつブラウザが起動
中であり、かつ裏表示面へのタッチ操作であり、かつ表表示面へのタッチ操作ではなく、
かつ裏表示面に定義された上部領域へのタッチ操作ではなく、かつ長押しを伴うタッチ操
作でない場合は、裏表示面に定義された中央領域のタッチ操作に割り当てた動作を行う付
記１又は２に記載の携帯端末装置。
【００５２】
　（付記１０）筐体部の折り畳みが可能であり、かつ表表示面と裏表示面の両面がタッチ
パネルとして構成されている携帯端末装置の、前記筐体部が折り畳まれている状態である
か否かを判定する端末形状判定ステップと、ブラウザが起動中であるか否かを判定するブ
ラウザ起動判定ステップと、タッチパネルへのタッチ操作内容を判定するタッチパネル判
定ステップと、前記タッチパネルへのタッチ操作が行われたタッチ領域の区分を判定する
タッチ領域判定ステップと、タッチ長押し操作が行われたか否かを判定するタッチ長押し
判定ステップと、前記端末形状判定ステップ、前記ブラウザ起動判定ステップ、前記タッ
チパネル判定ステップ、前記タッチ領域判定ステップ、及び前記タッチ長押し判定ステッ
プにおける判定結果の組み合わせに対応した所定の動作を行う実行ステップとを備える携
帯端末装置の操作方法。
【００５３】
　（付記１１）筐体部の折り畳みが可能であり、かつ表表示面と裏表示面の両面がタッチ
パネルとして構成されている携帯端末装置の、前記筐体部が折り畳まれている状態である
か否かを判定する端末形状判定ステップと、ブラウザが起動中であるか否かを判定するブ
ラウザ起動判定ステップと、タッチパネルへのタッチ操作内容を判定するタッチパネル判
定ステップと、前記タッチパネルへのタッチ操作が行われたタッチ領域の区分を判定する
タッチ領域判定ステップと、タッチ長押し操作が行われたか否かを判定するタッチ長押し
判定ステップと、前記端末形状判定ステップ、前記ブラウザ起動判定ステップ、前記タッ
チパネル判定ステップ、前記タッチ領域判定ステップ、及び前記タッチ長押し判定ステッ
プにおける判定結果の組み合わせに対応した所定の動作を行う実行ステップとして携帯端
末装置をコンピュータ制御させるためのコンピュータプログラム。
【符号の説明】
【００５４】
　１　　ＣＰＵ
　２　　メモリ
　３　　キー入力部
　４　　表示部
　１０　　端末形状判定部
　１１　　ブラウザ起動判定部
　１２　　タッチパネル判定部
　１３　　タッチ領域判定部
　１４　　タッチ長押し判定部
　２０　　表表示面
　２１　　裏表示面
　３０　　タッチ領域全体
　３１　　上部領域
　３２　　中央領域
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【図２Ｂ】

【図２Ｃ】 【図３Ａ】
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【図３Ｂ】 【図４】

【図５】 【図６】
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