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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に第一タッチパネルを装備しており、外部から押圧手段による押圧操作入力を受け
付けることが可能である第一表示部と、
　表面に第二タッチパネルを装備しており、外部から押圧手段による押圧操作入力を受け
付けることが可能である第二表示部と、
　前記第一表示部及び前記第二表示部の表示動作を制御する表示制御手段と、
　前記第一タッチパネル及び前記第二タッチパネルに対する外部からの所定の押圧手段に
よる押圧操作入力を受け付ける操作受付手段と
　を備え、
　前記表示制御手段は、前記第一表示部にて層状に重ねられた複数の表示データのうち最
上層に位置する第一表示データを表示させている状態において、前記第一タッチパネル上
において前記押圧手段を摺動させることによるスライド操作の入力を、前記操作受付手段
にて受け付けた場合、前記第一表示データを前記第二表示部の最上層に移動して表示させ
て、前記第一表示部にて前記第一表示データの下層に位置していた第二表示データを前記
第一表示部の最上層に表示させる
　ことを特徴とする情報処理端末。
【請求項２】
　情報処理端末の姿勢を検出する姿勢検出手段
　を更に備え、
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　前記表示制御手段は、前記姿勢検出手段にて情報処理端末が予め定められた姿勢である
ことを検出した状態で、前記スライド操作の入力を、前記操作受付手段にて受け付けた時
に、前記第一表示部に表示された表示データを前記第二表示部に移動して表示させる
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理端末。
【請求項３】
　前記姿勢検出手段は、相互に開閉自在に係合された前記第一表示部と前記第二表示部と
の開度を検出する開度検出手段を備え、
　前記表示制御手段は、前記開度検出手段にて前記第一表示部と前記第二表示部とが相互
に予め定められた角度まで開いていることを検出した状態で、前記スライド操作の入力を
、前記操作受付手段にて受け付けた時に、前記第一表示部に表示された表示データを前記
第二表示部に移動して表示させる
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理端末。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記開度検出手段にて前記第一表示部と前記第二表示部とが相互
に同一平面上に位置するよう相互に開いていることを検出した状態で、前記スライド操作
の入力を、前記操作受付手段にて受け付けた時に、前記第一表示部に表示された表示デー
タを前記第二表示部に移動して表示させる
　ことを特徴とする請求項３に記載の情報処理端末。
【請求項５】
　前記姿勢検出手段は、前記第一表示部及び前記第二表示部の向きを検出する向き検出手
段を備え、
　前記表示制御手段は、前記向き検出手段にて前記第一表示部及び前記第二表示部が予め
設定された向きであることを検出した状態で、前記スライド操作の入力を、前記操作受付
手段にて受け付けた時に、前記第一表示部に表示された表示データを前記第二表示部に移
動して表示させる
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理端末。
【請求項６】
　前記第一表示部と前記第二表示部とは、同時に閲覧可能なように隣り合って係合されて
おり、
　前記表示制御手段は、前記向き検出手段にて前記第一表示部及び前記第二表示部が重力
方向に沿って上下に位置していることを検出した状態で、前記スライド操作の入力を、前
記操作受付手段にて受け付けた時に、前記第一表示部に表示された表示データを前記第二
表示部に移動して表示させる
　ことを特徴とする請求項５に記載の情報処理端末。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記開度検出手段にて前記第一表示部と前記第二表示部とが相互
に同一平面上に位置するよう相互に開いていることを検出した状態、及び、前記向き検出
手段にて前記第一表示部及び前記第二表示部が重力方向に沿って上下に位置していること
を検出した状態で、前記スライド操作の入力を、前記操作受付手段にて受け付けた時に、
前記第一表示部に表示された表示データを前記第二表示部に移動して表示させる
　ことを特徴とする請求項６に記載の情報処理端末。
【請求項８】
　前記操作受付手段は、前記第一表示部に表示された表示データに対する所定の操作指令
の入力を受け付け、
　前記第一表示部に表示されている前記表示データの内容と、前記操作受付手段にて受け
付けられた前記操作指令の内容とに基づく処理を実行するデータ処理手段
　を更に備え、
　前記表示制御手段は、前記データ処理手段による処理結果を表すデータを、前記第二表
示部に表示させる
　ことを特徴とする請求項１から７のいずれか一項に記載の情報処理端末。
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【請求項９】
　前記データ処理手段は、前記操作指令の内容に対応したデータ格納領域にアクセスして
、当該データ格納領域から、前記第一表示部に表示されている前記表示データの内容に対
応したデータを取得し、
　前記表示制御手段は、前記データ処理手段にて取得されたデータを、前記第二表示部に
表示させる
　ことを特徴とする請求項８に記載の情報処理端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理端末に関する。本願は、２００８年７月２５日に、日本に出願され
た特願２００８－１９１６２４号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機は多機能化しており、小型コンピュータとして利用されつつある。例
えば、携帯電話機が備える機能の一例として、データ通信機能があり、これに伴い、受信
したデータを閲覧すべく、書籍、雑誌、新聞等の表示用機器としての機能がある。そして
、電子機器を表示用機器として利用する頻度が高くなりつつある状況においては、当該電
子機器のさらなる操作性や視認性の向上が望まれている。
【０００３】
　ここで、電子機器に表示する画像の視認性の向上や操作性の向上を図るための技術が、
特許文献１に開示されている。具体的に、特許文献１に開示の携帯型電子機器は、２つの
表示器を備えており、相互に折り畳み方向に開閉可能な構成を採っている。そして、一方
の表示器の上面には、タッチパネルが装備されており、指やスタイラスペンなどで押圧す
ることによって操作指令を入力し、かかる操作指令に応じた処理を行う。例えば、所定の
タブを選択操作することで、一方の表示器に表示されたデータを、他方の表示器に移動し
て表示する、という処理を実行可能なよう構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開ＷＯ２００５／０９１１１７号パンフレット
【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、上述した特許文献１に開示の技術では、「所定のタブを押圧する」とい
う操作に応じて、データの表示位置を移動する処理を行っているため、操作性が低い、と
いう問題がある。つまり、ユーザは、データを別の表示画面に表示させるために、かかる
操作を行う「所定のタブ」を押圧する操作を行うことになるが、かかる操作を行うユーザ
の動きと、データが他の表示部に移動するという動きが一致せず、感覚的に操作に違和感
を覚え、操作性が悪い、という問題がある。
【０００６】
　本発明の目的は、上述した課題を解決する情報処理端末を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の形態によると、情報処理端末であって表面
に第一タッチパネルを装備しており、外部から押圧手段による押圧操作入力を受け付ける
ことが可能である第一表示部と、表面に第二タッチパネルを装備しており、外部から押圧
手段による押圧操作入力を受け付けることが可能である第二表示部と、第一表示部及び第
二表示部の表示動作を制御する表示制御手段と、第一タッチパネル及び第二タッチパネル
に対する外部からの所定の押圧手段による押圧操作入力を受け付ける操作受付手段とを備
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え、表示制御手段は、第一表示部にて層状に重ねられた複数の表示データのうち最上層に
位置する第一表示データを表示させている状態において、第一タッチパネル上において押
圧手段を摺動させることによるスライド操作の入力を、操作受付手段にて受け付けた場合
、第一表示データを第二表示部の最上層に移動して表示させて、第一表示部にて第一表示
データの下層に位置していた第二表示データを第一表示部の最上層に表示させる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、情報処理装置に表示されるデータに対する操作性の向上を図ることが
できる。
【００２６】
　具体的には、まず、情報処理装置は、装備された一の表示部に所定の表示データを表示
する。そして、この一の表示部の表面に設けられたタッチパネル上で、ユーザが指やスタ
イラスペンなどを摺動させるスライド操作を行うと、情報処理装置は、当該一の表示部に
表示されている表示データを他の表示部に移動して表示する。特に、情報処理装置は、一
の表示部から他の表示部に向かって、さらには、一の表示部から他の表示部にかけて、指
やスタイラスペンを摺動させるスライド操作の入力を受けた時に、一の表示部に表示され
ている表示データを他の表示部に移動する。このように、ユーザによるタッチパネルに対
するスライド操作に対応して表示データが他の表示部に移動されため、ユーザの操作感覚
とデータの移動が一致し、違和感なく操作を行うことができる。従って、情報処理装置に
表示される操作性の向上を図ることができる。
【００２７】
　また、これらの発明によれば、情報処理装置は、例えば、開閉自在な一対の表示部の開
度や向きなど、装置自体が予め定められた姿勢のときに、上記スライド操作に応じて表示
データを他の表示部に移動して表示する。これにより、表示データが不必要に移動するこ
とを抑制でき、操作性のさらなる向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】第１の実施形態における情報処理端末の外観構成を示す図である。
【図２】図１に示した情報処理端末の構成を示すブロック図である。
【図３】図１に示した情報処理端末における操作及び表示の様子を示す図である。
【図４】図１に示した情報処理端末における操作及び表示の様子を示す図である。
【図５】図１に示した情報処理端末における操作及び表示の様子を示す図である。
【図６】図１に示した情報処理端末における操作及び表示の様子を示す図である。
【図７】図１に示した情報処理端末における操作及び表示の様子を示す図である。
【図８】図１に示した情報処理端末における操作及び表示の様子を示す図である。
【図９】図１に示した情報処理端末における操作及び表示の様子を示す図である。
【図１０】図１に示した情報処理端末の動作を示すフローチャートである。
【図１１】図１に示した情報処理端末の動作を示すフローチャートである。
【図１２】第２の実施形態における情報処理端末の構成を示すブロック図である。
【図１３】図１２に示した情報処理端末における操作及び表示の様子を示す図である。
【図１４】図１２に示した情報処理端末における操作及び表示の様子を示す図である。
【図１５】図１２に示した情報処理端末における操作及び表示の様子を示す図である。
【図１６】図１２に示した情報処理端末の動作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】
【００２９】
　以下、具体的な実施形態を参照しながら、本発明について説明する。当業者であれば、
本発明の記載を基に、多様な異なる実施形態を採り得るであろうし、本発明は、説明の目
的で図示された実施形態に限定されるものではない。
【００３０】
（第１の実施形態）
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　本発明の第１の実施形態を、図１乃至図１１を参照して説明する。図１は、本実施形態
における情報処理端末の外観構成を示す図であり、図２は、情報処理端末の構成を示す機
能ブロック図である。図３乃至図９は、情報処理端末における操作及び表示の様子を示す
図である。図１０乃至図１１は、情報処理端末の動作を示すフローチャートである。
【００３１】
　（構成）
　本実施形態における情報処理端末１００（情報処理装置）は、第一筺体１と第二筺体２
とが、がヒンジ部３を介して相互に開閉自在に連結された折り畳み型の情報処理端末であ
る。そして、第一筺体１は、第一表示部１０を備えており、また、第二筺体２は、第二表
示部２０を備えている。このため、情報処理端末１００は、使用しないときには、第一表
示部１０と第二表示部２０とを相互に内側にして、第一筺体１と第二筺体２とを折り畳む
ことができる。一方、使用時には、第一筺体１と第二筺体２とを相互に開くことで、両表
示部１０，２０を同時に閲覧可能なよう構成されている。なお、第一表示部１０と第二表
示部２０とは、それぞれの表面にタッチパネルを装備しており、外部から指やスタイラス
ペンなどの押圧手段による押圧操作入力（タッチ入力）を受け付けることが可能である。
【００３２】
　そして、情報処理端末１００の内部には、図２に示すように、演算装置であるＣＰＵ４
０と、記憶装置であるメモリ５０と、無線通信を可能とする通信部６０と、を備えている
。つまり、情報処理端末１００は、コンピュータとしての基本的な構成を備えている。具
体的に、ＣＰＵ４０は、当該ＣＰＵ４０にプログラムが組み込まれることによって構築さ
れた表示制御部４１と、操作受付部４２と、データ処理部４３と、を備えている。また、
メモリ５０は、コンテンツ記憶部５１を備えている。以下、各構成について詳述する。
【００３３】
　上記表示制御部４１（表示制御手段）は、基本的な機能として、上記各表示部１０，２
０の表示動作を制御する機能を有する。つまり、表示制御部４１は、第一表示部１０及び
第二表示部２０の大部分を占めるメイン表示領域に、メモリ５０のコンテンツ記憶部５１
に記憶されているコンテンツデータを読み出して表示する。また、各表示部１０，２０の
下側に形成された操作ボタン表示領域１１，２１に、複数の操作ボタンを表示する。
【００３４】
　また、表示制御部４１は、後述する操作受付部４２にて受け付けたユーザＵからの操作
指令及び表示データの内容に応じてデータ処理部４３によって処理された結果を、各表示
部１０，２０に表示する。このとき、データ処理部４３で一方の表示部に表示されている
表示データに基づく処理が行われた場合には、表示制御部４１は、その処理結果を他方の
表示部に表示する。
【００３５】
　また、表示制御部４１は、後述するように、表示部１０，２０つまりタッチパネルに指
やスタイラスペンを摺動させることによるスライド操作が入力されると、一方の表示部に
表示された表示データを、他方の表示部に移動して表示する。なお、表示制御部４１の詳
細な機能については後述する。
【００３６】
　また、上記操作受付部４２（操作受付手段）は、基本的な機能として、ユーザＵからタ
ッチパネルに対して押圧手段にて入力された操作を受ける。特に、本実施形態における情
報処理端末１では、タッチパネルにて形成された各表示部１０，２０に対するタッチ入力
を、ユーザからの操作入力として受け付ける。例えば、操作受付部４２は、ユーザが各表
示部１０，２０に表示されている表示データ内で選択可能な情報表示個所（例えば、他の
ウェブサイトへのリンク）をタッチ（押圧）することで、かかる情報表示個所を選択する
操作指令を受け付ける。また、操作受付部４２は、ユーザが各表示部１０，２０の操作ボ
タン表示領域１１，２１に表示されている各操作ボタンをタッチ（押圧）することで、当
該タッチされた操作ボタンに対応する操作指令を、表示部１０，２０に表示されている表
示データに対する操作指令として受け付ける。
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【００３７】
　また、操作受付部４２は、上述したように選択された各操作ボタンに対応する操作指令
に、さらに詳細な操作指令が設定されている場合には、各操作指令毎の操作項目表示を選
択させるメニュー画面を、表示部１０，２０に表示する（図４の符号Ｍ１参照）。そして
、操作受付部４２は、メニュー画面上でユーザがタッチした操作項目表示に対応する操作
指令を、表示部１０，２０に表示されている表示データに対する操作指令として受け付け
る機能を有する。
【００３８】
　なお、操作受付部４２は、上記操作ボタン表示や操作項目表示として、表示部１０，２
０に表示する表示データの種類に応じて予め定められた種類のボタンや項目を表示する。
　このとき、表示データの種類の特定は、予め表示データ内に含まれる特定箇所あるいは
特定形式にて記憶されている情報を参照して行う。
【００３９】
　また、上記データ処理部４３（データ処理手段）は、上記操作受付部４２にてユーザか
らの操作指令を受け付けると、表示データの内容と、受け付けた操作指令の内容と、に基
づく処理を行い、処理結果を表示制御部４１に渡す。例えば、表示データの内容に基づく
検索処理を行ったり、表示データに関連するウェブサイトにアクセスして当該ウェブサイ
トのデータを取得する処理を行う。なお、データ処理部４３にて処理された結果を、上述
したように表示制御部４１が表示部に表示する。
【００４０】
　ここで、上記表示制御部４１、操作受付部４２、データ処理部４３が有する機能につい
て、図３乃至図９を参照して、さらに詳述する。
【００４１】
　まず、初期状態では、情報処理端末１００は、操作ボタン表示領域１１，２１に、図１
に示すような各操作ボタンを表示する。そして、ユーザが、例えば、漫画などの電子コン
テンツの閲覧操作を行うと、操作受付部４２がかかる操作を受け付ける。そして、データ
処理部４３及び表示制御部４１が、図３に示すように、漫画の各ページデータを各表示部
１０，２０に表示する。なお、図３に示す例では、第一表示部１０に「ページ１」Ｐ１を
表示し、第二表示部２０に「ページ２」Ｐ２を表示している。
【００４２】
　なお、漫画のデータが、例えば、すでに情報処理端末１００に取り込んでコンテンツ記
憶部５１に記憶しているデータである場合には、かかるデータを当該コンテンツ記憶部５
１から読み出して表示する。あるいは、漫画のデータが、これからインターネット上のウ
ェブサイトからアクセスして取得可能なデータである場合には、かかるデータを通信部６
０を介して所定のウェブサイトから取得して、表示する。
【００４３】
　そして、第一表示部１０に表示されている表示データ（漫画データ）に対して、ユーザ
が所定の操作を行う場合には、目的の表示データが表示されている状態で、操作ボタン表
示領域１１，２１内の操作ボタンを選択する。例えば、図４に示す例では、表示部１０，
２０に表示された「漫画」について、さらに調べたい場合を示している。この場合には、
ユーザは「調べる」ボタンＢ１をタッチして選択すると（符号Ｔ１参照）、かかる選択を
操作受付部４２が受け付ける。すると、操作受付部４２及び表示制御部４１は、さらに、
「漫画」データが表示されている第二表示部２０上に、「調べる」といった操作内容に対
応するさらに詳細な操作項目表示を表示したメニュー画面Ｍ１を表示する。これに対して
、ユーザは、さらに詳細な操作項目表示をタッチして選択すると（符号Ｔ２参照）、操作
受付部４２が、この操作項目の操作内容の選択を受け付ける。
【００４４】
　すると、データ処理部４３は、表示されている「漫画」データの内容と、ユーザにて選
択された操作内容と、に基づく処理を実行する。この場合には、操作内容として、「関連
サイト」が選択されたため、データ処理部４３は、表示している書籍コンテンツである「
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漫画」データのメインウェブサイトとなる「○○サイト」に通信部６０を介してアクセス
して、当該「○○サイト」のウェブページデータを取得する。このとき、例えば、データ
処理部４３は、表示している「漫画」データ内に含まれる「漫画」のタイトルデータから
、当該「漫画」のメインウェブサイトをインターネット上で検索して、「○○サイト」に
アクセスする。あるいは、データ処理部４３は、予め「漫画」データに含まれている「○
○サイト」のアドレス情報（ＵＲＬ）を読み出して、かかるアドレス先にアクセスする。
【００４５】
　そして、その後は、表示制御部４１が、図５に示すように、取得したメインウェブサイ
トのページデータである「○○メイン」ページＰ３を、第一表示部１０に表示する。なお
、表示制御部４１は、各表示部１０，２０に、表示データを層状に重ねて表示することが
可能である。但し、実際には、各表示部１０，２０の最上層に位置する表示データのみが
表示される。このとき、表示制御部４１は、各表示データを特定する「ページタイトル」
を、当該各表示データの上部に位置するタブに表示して出力する。これにより、ユーザは
、いかなるページが積層されているかを認識することができる。ここで、図５の例では、
第一表示部１０上に既に表示されている「ページ１」Ｐ１の上、つまり、第一表示部１０
の最上層に「○○メイン」ページＰ３を表示している。従って、その下層に位置する「ペ
ージ１」Ｐ１は、「ページタイトル」を表示したタブのみが上部に表示された状態となる
。なお、表示制御部４１は、図３に示すように、表示データが積層されていない場合には
、ページタイトルを表示したタブを表示しなくてもよい。つまり、同一表示部に表示され
る表示データが複数となって積層状態となった時に、各表示データの上部にタブを表示し
てもよい。
【００４６】
　ここで、上記では、所定のウェブサイトから「○○メイン」ページＰ３を取得している
場合を示したが、他のネットワーク上のサーバなどに格納された所定のデータ格納領域か
ら取得してもよい。また、情報処理端末１００内に記憶された情報から、目的の情報を検
索して取得してもよい。
【００４７】
　また、第一表示部１０に表示されている表示データである「○○メイン」ページＰ３に
対してユーザが所定の操作を行う場合には、当該「○○メイン」ページＰ３に表示された
情報に対する操作を操作受付部４２が受け付ける。例えば、「○○メイン」ページＰ３に
表示されたリンク（他のウェブサイトへのアドレス情報表示）を、図６に示すように、指
やスタイラスペンで選択すると（符号Ｔ３参照）、かかるリンク部分の選択を操作受付部
４２が受け付ける。すると、データ処理部４３は、選択されたリンク部分に埋め込まれて
いるリンク先のアドレス情報（ＵＲＬ）を読み出して、かかるアドレス先のウェブサイト
にアクセスする。ここでは、リンク先となっている「△△サイト」にアクセスし、その表
示データを取得する。そして、その後、表示制御部４１が、図６に示すように、取得した
「△△サイト」Ｐ４を、第二表示部２０に表示する。
【００４８】
　このとき、データ処理部４３にて取得した「△△サイト」Ｐ４の表示データは、当該サ
イトにアクセスするためのアドレス情報が埋め込まれていた「○○メイン」ページＰ３が
表示されている第一表示部１０とは異なる第二表示部２０に表示する。そしてさらに、図
６に示すように、第二表示部２０上に既に表示されている「ページ２」Ｐ２の上、つまり
、第二表示部２０の最上層に「△△サイト」Ｐ４を表示する。従って、その下層に位置す
る「ページ２」Ｐ２は、「ページタイトル」を表示したタブのみが上部に表示された状態
となる。
【００４９】
　なお、情報処理端末１００は、いかなる操作指令が入力された場合であっても、かかる
操作指令に応じた処理を実行して、その実行結果を表示部に表示する。このとき、例えば
、第一表示部１０に表示されている「○○メイン」ページＰ３に関連するデータを検索す
る操作指令を受け付けた場合には、その検索結果をネットワーク上の検索サイトなどから
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取得して、当該検索結果を表すデータを第二表示部２０に表示する。このように、情報処
理端末１００は、一方の表示部に表示されているデータに対する処理結果を、他方の表示
部に表示する機能を有する。
【００５０】
　また、第一表示部１０に表示されている「○○メイン」ページＰ３の下層に位置する「
ページ１」Ｐ１を閲覧したい場合に、最上層に位置する「○○メイン」ページＰ３を移動
する操作を行ったとする。このとき、ユーザは、指やスタイラスペンといった押圧手段で
、第一表示部１０に表示されている移動対象となる「○○メイン」ページＰ３のタブをタ
ッチし、その状態のまま、移動させたい表示部である第二表示部２０にかけて指やスタイ
ラスペンを摺動させてスライド操作する（符号Ｔ４及びＴ４’参照）。つまり、図７に示
すように、第一表示部１０に表示されている表示データＰ３のタブを、第二表示部２０に
ドラッグする。すると、かかるスライド操作を操作受付部４２が受け付ける。
【００５１】
　そして、上述したように、情報処理端末１００が、表示データのタブ部分（予め設定さ
れた表示領域）のタッチ及びスライド操作を検出すると、表示制御部４１は、タブがタッ
チされた「○○メイン」ページＰ３の表示データを、第二表示部２０に移動して表示する
。このとき、図８に示すように、第二表示部２０上に既に表示されている「△△サイト」
Ｐ４の上、つまり、第二表示部２０の最上層に「○○メイン」ページＰ３を表示する。従
って、その下層に位置する「△△サイト」Ｐ４と「ページ２」Ｐ２は、「ページタイトル
」を表示したタブのみが上部に表示された状態となる。
【００５２】
　なお、表示データを移動表示させる操作方法は、上述した操作方法に限定されない。つ
まり、上記では、移動させたい表示データのタブ部分をタッチしてスライド操作する場合
を例示したが、かかる操作に限定されない。例えば、表示データのうちタブ部分とは異な
る他の予め設定された表示領域をタッチしてスライド操作することで、当該表示データを
他方の表示部に移動して表示してもよい。
【００５３】
　あるいは、図９に示すように、ユーザが、指やスタイラスペンを、第一表示部１０に表
示されている移動対象となる「○○メイン」ページＰ３上の任意の位置をタッチして、移
動させたい表示部である第二表示部２０上にかけて摺動させてスライド操作した場合に（
符号Ｔ５及びＴ５’参照）、かかるスライド操作を操作受付部４２が受け付けるようにし
てもよい。そして、上述したように、「○○メイン」ページＰ３上のタッチ及びスライド
操作を検出すると、表示制御部４１は、タブがタッチされた「○○メイン」ページＰ３の
表示データを、上述した図８に示すように、第二表示部２０に移動して表示する。
【００５４】
　また、上記スライド操作は、必ずしも表示データの移動先となる他の表示部まで行う必
要はない。例えば、情報処理端末１００は、移動対象となる表示データ上で移動先となる
他の表示部の方向に向うスライド操作を検出すると、当該表示データを他の表示部に移動
する処理を行ってもよい。
【００５５】
　さらには、上記スライド操作は、必ずしも移動先となる他の表示部の方向に向かってス
ライドされる必要はない。つまり、情報処理端末１００は、単に、移動対象となる表示デ
ータ上で指やスタイラスペンなどによる任意の方向にスライド操作を検出すると、当該表
示データを他の表示部に移動する処理を行ってもよい。
【００５６】
　（動作）
　次に、上記構成の情報処理端末１００の動作を、図１０乃至図１１のフローチャートを
参照して説明する。まず、ユーザは、情報処理端末１００にて、表示するコンテンツを選
択する。すると、情報処理端末１００は、選択された新聞や雑誌、漫画などの書籍コンテ
ンツを、各表示部１０，２０に１ページずつ表示する（ステップＳ１）。例えば、図３に
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示すように、第一表示部１０には「ページ１」Ｐ１を、第二表示部２０には「ページ２」
Ｐ２を表示して、一度に２ページ表示する。
【００５７】
　その後、ユーザが、表示部に表示されているページ（表示データ）内にて所定の操作を
希望する場合には、その操作を行うべく、操作ボタン表示領域１１，２１内から操作ボタ
ンをタッチして選択する（ステップＳ２でイエス）。このとき、詳細な操作内容が用意さ
れている場合には、かかる詳細な操作項目が設定されたメニュー表示を行い、このメニュ
ー内から操作項目の選択を受け付ける（ステップＳ３）。
【００５８】
　すると、情報処理端末１００は、表示している表示データの内容と、選択を受け付けた
操作内容と、に対応するデータを、関連するウェブサーバや記憶部などから取得する（ス
テップＳ４）。その後、ウェブサーバなどから取得したデータ、例えば、コンテンツ（漫
画）に関連するウェブサイトや、検索結果、購入画面、掲示板などのデータを表示する（
ステップＳ５）。
【００５９】
　ここでは、例えば、図４に示すように、操作ボタン表示領域１１，１２内の「調べる」
ボタンＢ１がタッチされると（符号Ｔ１参照）、第二表示部２０に示すように、「項目選
択」のメニューＭ１を表示する。そして、この中から、「関連サイト」がタッチされると
（符号Ｔ２参照）、図５に示すように、この漫画の関連サイトである「○○メイン」ウェ
ブサイトにアクセスして、かかる表示データを取得し、図５に示すように、第一表示部１
０の最前面に表示する。
【００６０】
　その後、さらに、ユーザが他のページを表示する操作を行うとする（ステップＳ６でイ
エス）。例えば、図６に示すように、第一表示部１０に表示されている「○○メイン」ペ
ージＰ３上に表示されているリンクをタッチして選択すると（符号Ｔ３参照）、かかるリ
ンク先のウェブサイトである「△△サイト」にアクセスして、かかるデータを取得する（
ステップＳ３，Ｓ４）。そして、取得した「△△サイト」Ｐ４を、当該「△△サイト」Ｐ
４にアクセスするために操作した「○○メイン」ページＰ３が表示されている第一表示部
１０とは異なる第二表示部２０の最前面に表示する（ステップＳ５）。
【００６１】
　続いて、ユーザが、第一表示部１０に表示されている「○○メイン」ページＰ３の下層
に位置する「ページ１」Ｐ１を閲覧したい場合を考える（ステップＳ６でノー、図１１に
進む）。まず、最上層に位置する「○○メイン」ページＰ３を移動する操作を行う。具体
的に、ユーザは、図７に示すように、指やスタイラスペンで、第一表示部１０に表示され
ている移動対象となる「○○メイン」ページＰ３のタブをタッチし、そのまま移動させた
い表示部である第二表示部２０上にまで摺動させてスライド操作する（符号Ｔ４及びＴ４
’参照）。つまり、「○○メイン」ページＰ３のタブを第二表示部２０にドラッグする操
作を行う（ステップＳ１１でイエス、ステップＳ１２でイエス）。これにより、情報処理
端末１００にて、第一表示部１０に表示されている表示データを移動する操作が、操作受
付部４２にて受け付けられる（操作受付行程）。
【００６２】
　すると、表示制御部４１は、タブがドラッグされた「○○メイン」ページＰ３の表示デ
ータを、第二表示部２０に移動して表示する（ステップＳ１３）。このとき、図８に示す
ように、第二表示部２０上に既に表示されている「△△サイト」Ｐ４の上、つまり、第二
表示部２０の最上層に「○○メイン」ページＰ３を表示する（ステップＳ１５、表示制御
行程）。従って、その下層に位置する「△△サイト」Ｐ４と「ページ２」Ｐ２は、「ペー
ジタイトル」を表示したタブのみが上部に表示された状態となる。
【００６３】
　一方、タブがタッチされただけでドラッグされない場合には（ステップＳ１２でノー）
、その選択されたタブの表示データを、最前面に表示する（ステップＳ１５）。例えば、
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図７の状態で、第一表示部１０の下層の「ページ１」Ｐ１のタブがタッチされると、当該
「ページ１」Ｐ１が第一表示部１０上で最上層に位置し、当該第一表示部１０に表示され
ることとなる。
【００６４】
　なお、表示データの移動操作方法は、上述した方法と同一のタブのスライド操作である
ことに限定されない。例えば、表示データのうちタブ部分とは異なる他の予め設定された
表示領域をタッチしてスライド操作することで、当該表示データを移動してもよい。ある
いは、図９に示すように、ユーザが、指やスタイラスペンを、第一表示部１０に表示され
ている移動対象となる「○○メイン」ページＰ３上の任意の位置をタッチして、移動させ
たい表示部である第二表示部２０上にかけて摺動させてスライド操作した場合に（符号Ｔ
５及びＴ５’参照）、かかるスライド操作を操作受付部４２が受け付ける。そして、上述
したように、「○○メイン」ページＰ３上のタッチ及びスライド操作を検出すると、表示
制御部４１は、タブがタッチされた「○○メイン」ページＰ３の表示データを、上述した
図８に示すように、第二表示部２０に移動して表示してもよい。
【００６５】
　また、表示データの移動操作方法は、さらに簡潔にしてもよい。例えば、移動対象とな
る表示データ上の任意の位置あるいは特定の位置で、移動先となる表示部の方向に向かっ
て、指やスタイラスペンなどをスライド操作するだけで、かかる表示データを移動しても
よい。さらには、必ずしも移動先となる表示部の方向に向かってスライド操作する必要も
なく、単に、移動対象となる表示データ上で、指やスタイラスペンなどを任意の方向にス
ライド操作するだけで、かかる表示データを移動してもよい。
【００６６】
　以上により、本実施形態によると、ユーザによるタッチパネルに対するスライド操作に
対応して表示データが他の表示部に移動されため、ユーザの操作感覚とデータの移動が一
致し、直観的に操作を行うことができる。従って、情報処理装置に表示される操作性の向
上を図ることができる。
【００６７】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態を、図１２乃至図１６を参照して説明する。図１２は、
本実施形態における情報処理端末の構成を示す機能ブロック図である。図１３乃至図１５
は、情報処理端末における操作及び表示の様子を示す図である。図１６は、情報処理端末
の動作を示すフローチャートである。
【００６８】
　（構成）
　本実施形態における情報処理端末１００（情報処理装置）は、上述した第１の実施形態
において説明したものとほぼ同一の構成を採っている。つまり、情報処理端末１００は、
第一筺体１と第二筺体２とが、がヒンジ部３を介して相互に開閉自在に連結された折り畳
み型の情報処理端末である。そして、第一筺体１は、表面にタッチパネル装備した第一表
示部１０を備えており、また、第二筺体２は、表面にタッチパネルを装備した第二表示部
２０を備えている。
【００６９】
　そして、図１２に示すように、本実施形態における情報処理端末１００の内部には、演
算装置であるＣＰＵ４０と、記憶装置であるメモリ５０と、無線通信を可能とする通信部
６０と、を備えている。さらに、ＣＰＵ４０は、当該ＣＰＵ４０にプログラムが組み込ま
れることによって構築された表示制御部４１と、操作受付部４２と、データ処理部４３と
、を備えている。また、メモリ５０は、コンテンツ記憶部５１を備えている。これら各構
成は、上記第１実施形態のものとほぼ同一の機能を有する。
【００７０】
　さらに、本実施形態における情報処理端末１００は、端末自身の姿勢を検出する姿勢検
出手段として、開度検出センサ７１（開度検出手段）と、向き検出センサ７２（向き検出
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手段）と、を備えている。これに応じて、表示制御部４１は、各センサ７１，７２にて検
出した端末１００自身の姿勢が予め定められた姿勢である場合に、上述したスライド操作
の入力を受けると、一方の表示部に表示されている表示データを他の表示部に移動して表
示するよう処理する。以下、かかる構成についてさらに詳述する。
【００７１】
　上記開度検出センサ７１は、相互に開閉自在に連結されている第一表示部１０と第二表
示部２０との開き具合を表す開度を検出する機能を有する。なお、本実施形態では、開度
検出センサ７１は、第一表示部１０と第二表示部２０とが最大に開いた状態、つまり、相
互に同一平面上に位置するよう開いた状態を検出可能なよう構成されている。例えば、第
一表示部１０と第二表示部２０とを開閉自在に連結しているヒンジ部３に回転角度を検出
するセンサを取り付けることによって実現できる。あるいは、各表示部１０，２０が相互
に開ききったときに接触してオンとなるスイッチを設けることで実現してもよい。なお、
各表示部１０，２０の開度の検出は、いかなる構成で実現してもよい。また、開度検出セ
ンサ７１は、一定の間隔で、あるいは、所定の開度になった時に、表示制御部４１に対し
て表示部１０，２０の開度を通知するよう作動している。あるいは、逆に、開度検出セン
サ７１は常に開度を検出しており、表示制御部４１からの要求に応じて表示部１０，２０
の開度を通知するよう作動してもよい。
【００７２】
　また、上記向き検出センサ７２は、各表示部１０，２０の向きを検出する機能を有する
。特に、本実施形態では、図１に示すように、第一表示部１０と第二表示部２０とが同時
に閲覧可能なよう左右に隣り合ってヒンジ部３を介して係合されているが、かかる状態か
ら９０度回転し、図１３に示すように、各表示部１０，２０が上下に位置する向きとなっ
たことを検出する機能を有する。例えば、向き検出センサ７２は、加速度センサを備えて
構成することで、各表示部１０，２０が重力方向に沿って上下に位置していることを検出
することができ、図１３の状態となったことを検出して、表示制御部４１に通知すること
ができる。また、向き検出センサ７２は、一定の間隔で、あるいは、向きが変化したとき
に、表示制御部４１に対して端末１００自体の向きを通知するよう作動している。あるい
は、逆に、向き検出センサ７２は常に端末１００自体の向きを検出しており、表示制御部
４１からの要求に応じてその向きを通知するよう作動してもよい。
【００７３】
　そして、本実施形態における上記表示制御部４１は、上記開度検出センサ７１及び上記
向き検出センサ７２からの通知を受け、端末１００自体の姿勢を把握する。そして、表示
部１０，２０が同一平面上に位置するよう相互に開いている状態であり、かつ、表示部１
０，２０が上下に位置している状態である場合に、表示データを表示部１０，２０間で移
動する処理を許可する移動許可条件を満たすと判断する。つまり、上記条件を満たしてい
る姿勢であるときに、図１４に示すように、第一表示部１０に表示されている表示データ
のタブが、第二表示部２０にドラッグ（スライド操作）されたことを検出すると（符号Ｔ
６及びＴ６’参照）、当該ドラッグされたタブが付された表示データを、第一表示部１０
から第二表示部２０に移動して表示する。このとき、第１の実施形態の場合と同様に、第
一表示部１０の最上層に位置する表示データを、第二表示部２０の最上層に移動して表示
する。
【００７４】
　なお、上述した表示データを表示部１０，２０間での移動を許可する移動許可条件は、
上記条件に限定されない。例えば、開度検出センサ７１にて各表示部１０，２０が同一平
面上に位置するよう相互に開いている状態であることのみを移動許可条件としてもよく、
あるいは、完全に同一平面上でなく所定の角度以上に開いていることを表示データの移動
許可条件としてもよい。また、例えば、向き検出センサ７２にて各表示部１０，２０が上
下に位置している向きとなった状態のみを、表示データの移動許可条件としてもよい。さ
らには、各表示部１０，２０が他の予め設定された向きとなっていることを、移動許可条
件としてもよい。



(12) JP 5434918 B2 2014.3.5

10

20

30

40

50

【００７５】
　（動作）
　次に、上記構成の情報処理端末１００の動作を、図１６のフローチャートを参照して説
明する。まず、ここでは、第１実施形態で説明した図６に示すように、各表示部１０，２
０に複数の表示データが積層されていることとする。具体的には、第一表示部１０には、
最上層に「○○メイン」ページＰ３が表示されており、その下層に「ページ１」Ｐ１が位
置しており、そのタブのみが上部に表示されている。また、第二表示部２０には、最上層
に「△△サイト」Ｐ４が表示されており、その下層に「ページ２」Ｐ２が位置しており、
そのタブのみが上部に表示されている。
【００７６】
　その後、端末１００自体が９０度回転すると、向き検出センサ７２が、当該端末１００
が９０度回転したことを検出し、これに対応して、表示制御部４１が各表示部１０，２０
に表示している表示データの表示を９０度回転して表示する。つまり、図１３に示すよう
に、略長方形である表示部１０，２０の長辺に表示データの上下が位置するよう、当該表
示データを回転表示する。
【００７７】
　その後、ユーザは、第一表示部１０に表示されている「○○メイン」ページＰ３の下層
に位置する「ページ１」Ｐ１を閲覧したい場合に、最上層に位置する「○○メイン」ペー
ジＰ３を移動する操作を行う。具体的に、ユーザは、図１４に示すように、指やスタイラ
スペンを、第一表示部１０に表示されている移動対象となる「○○メイン」ページＰ３の
タブをタッチし、そのまま移動させたい表示部である第二表示部２０にかけて摺動させて
スライド操作する（符号Ｔ６及びＴ６’参照）。つまり、「○○メイン」ページＰ３のタ
ブを第二表示部２０にドラッグする（ステップＳ２１でイエス、ステップＳ２２でイエス
）。これにより、かかる操作が操作受付部４２にて受け付けられる（操作受付行程）。
【００７８】
　このとき、表示制御部４１は、開度検出センサ７１と向き検出センサ７２からの通知に
基づいて、表示データの移動許可条件を満たしているか否かを判断する。そして、例えば
、表示部１０，２０が同一平面上に位置するよう相互に開いている状態であり、かつ、表
示部１０，２０が上下に位置している状態、というように、表示データの移動許可条件を
満たしている場合には（ステップＳ２３でイエス）、表示制御部４１は、タブがドラッグ
された「○○メイン」ページＰ３の表示データを、第二表示部２０に移動して表示する（
ステップＳ２４）。このとき、図１５に示すように、第二表示部２０上に既に表示されて
いる「△△サイト」Ｐ４の上、つまり、第二表示部２０の最上層に「○○メイン」ページ
Ｐ３を表示する（ステップＳ１５、表示制御行程）。従って、その下層に位置する「△△
サイト」Ｐ４と「ページ２」Ｐ２は、「ページタイトル」を表示したタブのみが上部に表
示された状態となる。
【００７９】
　一方、タブがタッチされただけでドラッグされない場合（ステップＳ２２でノー）、及
び、タブがドラッグされたものの上記表示データの移動許可条件を満たさない場合には（
ステップＳ２３でノー）、その選択されたタブが付された表示データを、最前面に表示す
る（ステップＳ２６）。
【００８０】
　なお、本実施形態においても、上述した表示データの移動操作方法は、タブのスライド
操作に限定されない。例えば、表示データのうちタブ部分とは異なる他の予め設定された
表示領域をタッチしてスライド操作することで、当該表示データを移動してもよい。また
、表示データの任意の位置をタッチして、移動させたい他の表示部上にかけてスライド操
作した場合に、当該表示データを移動してもよい。また、移動対象となる表示データ上で
、移動先となる他の表示部の方向に向かってスライド操作するだけで、かかる表示データ
を移動してもよい。さらには、単に、移動対象となる表示データ上で任意の方向にスライ
ド操作するだけで、かかる表示データを移動してもよい。
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【００８１】
　以上により、本実施形態によると、ユーザによるタッチパネルに対するスライド操作に
対応して表示データが他の表示部に移動されため、ユーザの操作感覚とデータの移動が一
致し、直観的に操作を行うことができる。従って、情報処理装置に表示される操作性の向
上を図ることができる。
【００８２】
　また、本実施形態では、例えば、開閉自在な一対の表示部の開度や向きがある条件を満
たすとき、つまり、端末自体が予め定められた姿勢のときに、上記スライド操作に応じて
表示データを他の表示部に移動して表示している。これにより、表示データが不必要に表
示部間を移動することを抑制でき、操作性のさらなる向上を図ることができる。
【００８３】
　本発明は、上述の実施形態に限定されず、本発明の主旨を逸脱しない範囲で、適宜修正
や変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　本発明は、折り畳み型の携帯可能な情報処理端末など、複数の表示部を備えた情報処理
装置に適用可能であり、産業上の利用可能性を有する。
【符号の説明】
【００８５】
　１　　第一筺体
　２　　第二筺体
　３　　ヒンジ
　１０　　第一表示部
　２０　　第二表示部
　４０　　ＣＰＵ
　４１　　表示制御部
　４２　　操作受付部
　４３　　データ処理部
　５０　　メモリ
　５１　　コンテンツ記憶部
　６０　　通信部
　７１　　開度検出センサ
　７２　　向き検出センサ
　１００　　情報処理端末
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