
JP 5846129 B2 2016.1.20

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の表示検知面で表示と接触検知の両方を行い、該第１の表示検知面への接触物の接
触を検知すると第１の検知情報を出力する第１の表示兼検知部と、
　第２の表示検知面で表示と接触検知の両方を行い、該第２の表示検知面への接触物の接
触を検知すると第２の検知情報を出力する第２の表示兼検知部と、
　前記第１の表示兼検知部の前記第１の表示検知面と前記第２の表示兼検知部の前記第２
の表示検知面の間隙に配置され、接触検知を行い、接触物の接触を検知すると第３の検知
情報を出力する検知部と、
　前記第１の検知情報、前記第２の検知情報、および前記第３の検知情報のうち１つまた
は複数または全ての検知情報に基づく処理を実行する処理部と、
を有し、
　前記第１の表示兼検知部は前記第１の表示検知面内の接触座標を前記第１の検知情報と
して出力し、前記第２の表示兼検知部は前記第２の表示検知面内の接触座標を前記第２の
検知情報として出力し、前記検知部は接触を検知した旨を前記第３の検知情報として出力
し、
　前記処理部は、前記第１の検知情報と前記第２の検知情報と前記第３の検知情報が同時
に入力されると、前記第１の検知情報が示す接触座標と前記第２の検知情報が示す接触座
標の中点へのシングルタッチ操作が行われたと認識する、情報処理端末。
【請求項２】
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　前記処理部は、前記第１および第２の検知情報と、前記第３の検知情報との関係に基づ
いて、シングルタッチ操作かマルチタッチ操作かを判断する、請求項１に記載の情報処理
端末。
【請求項３】
　前記処理部は、接触座標が軌跡を描く第１の検知情報が入力され、それに続いて第３の
検知情報が入力され、更に接触座標が軌跡を描く第２の検知情報が入力されたら、前記第
１の検知情報の軌跡と前記第２の検知情報の軌跡を連結する、請求項１に記載の情報処理
端末。
【請求項４】
　前記第１の表示兼検知部は、前記第１の表示検知面への前記接触物の接触と近接を区別
することが可能な前記第１の検知情報を出力し、
　前記第２の表示兼検知部は、前記第２の表示検知面への前記接触物の接触と近接を区別
することが可能な前記第２の検知情報を出力し、
　前記検知部は、前記接触物の接触と近接を区別することが可能な前記第３の検知情報を
出力し、
　前記処理部は、近接を示す第１の検知情報と、近接を示す第２の検知情報と、近接を示
す第３の検知情報とが同時に入力されたときには近接と判定し、近接を示す第１の検知情
報と、近接を示す第２の検知情報と、接触を示す第３の検知情報とが同時に入力されたと
きには接触と判定する、請求項１に記載の情報処理端末。
【請求項５】
　前記第１の表示兼検知部と前記第２の表示兼検知部の少なくとも一方は、表示ディスプ
レイ上に透明タッチパネルを重ねた構造であり、
　前記透明タッチパネルが前記表示ディスプレイの表示面よりも大きいサイズであり、該
透明タッチパネルにおける前記表示ディスプレイの領域外の部分が前記検知部となってい
る、請求項１から４のいずれか一項に記載の情報処理端末。
【請求項６】
　表示検知面での表示と接触検知の両方を行い、該表示検知面への接触物の接触を検知す
る第１および第２の表示兼検知部と、前記第１の表示兼検知部の第１の表示検知面と前記
第２の表示兼検知部の第２の表示検知面の間隙に配置され、接触物の接触検知を行う検知
部と、を有する情報処理端末の制御方法であって、
　前記第１の表示兼検知部が接触物の接触を検知すると第１の検知情報を出力し、
　前記第２の表示兼検知部が接触物の接触を検知すると第２の検知情報を出力し、
　前記検知部が接触物の接触を検知すると第３の検知情報を出力し、
　前記第１の検知情報、前記第２の検知情報、および前記第３の検知情報のうち１つまた
は複数または全ての検知情報に基づく処理を実行し、
　前記第１の表示兼検知部は前記第１の表示検知面内の接触座標を前記第１の検知情報と
して出力し、前記第２の表示兼検知部は前記第２の表示検知面内の接触座標を前記第２の
検知情報として出力し、前記検知部は接触を検知した旨を前記第３の検知情報として出力
し、
　前記第１の検知情報と前記第２の検知情報と前記第３の検知情報が同時に出力されると
、前記第１の検知情報が示す接触座標と前記第２の検知情報が示す接触座標の中点へのシ
ングルタッチ操作が行われたと認識する、情報処理端末の制御方法。
【請求項７】
　前記第１および第２の検知情報と、前記第３の検知情報との関係に基づいて、シングル
タッチ操作かマルチタッチ操作かを判断する、請求項６に記載の情報処理端末の制御方法
。
【請求項８】
　前記第１の表示兼検知部は前記第１の表示検知面内の接触座標を前記第１の検知情報と
して出力し、前記第２の表示兼検知部は前記第２の表示検知面内の接触座標を前記第２の
検知情報として出力し、前記検知部は接触を検知した旨を前記第３の検知情報として出力
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し、
　接触座標が軌跡を描く第１の検知情報が出力され、それに続いて、接触座標が軌跡を描
く第２の検知情報が出力されたとき、前記第１の検知情報と前記第２の検知情報の間に第
３の検知情報が出力されていたら、前記第１の検知情報の軌跡と前記第２の検知情報の軌
跡を連結する、請求項６に記載の情報処理端末の制御方法。
【請求項９】
　前記第１の表示兼検知部は、前記第１の表示検知面への前記接触物の接触と近接を区別
することが可能な前記第１の検知情報を出力し、前記第２の表示兼検知部は、前記第２の
表示検知面への前記接触物の接触と近接を区別することが可能な前記第２の検知情報を出
力し、前記検知部は、前記接触物の接触と近接を区別することが可能な前記第３の検知情
報を出力し、
　近接を示す第１の検知情報と、近接を示す第２の検知情報と、近接を示す第３の検知情
報とが同時に出力されたときには近接と判定し、
　近接を示す第１の検知情報と、近接を示す第２の検知情報と、接触を示す第３の検知情
報とが同時に出力されたときには接触と判定する、請求項６に記載の情報処理端末の制御
方法。
【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ディスプレイを備えた情報処理端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の携帯電話端末、スマートフォン、タブレット型端末、パーソナルコンピュータな
どの情報処理端末ではタッチパネルディスプレイを備えたものが増えている。また、この
種の情報処理端末の中には、２つ以上のタッチパネルディスプレイを備え、仮想的に大画
面として利用するものもある（特許文献１参照）。
【０００３】
　特に携帯電話端末やスマートフォンなどのモバイルデバイスの場合は持ち歩きのできる
サイズにすることが求められるので、折り畳み可能に連結した複数の筐体のそれぞれにタ
ッチパネルディスプレイを配置することで大画面と装置の小型化を両立させるのが有効で
ある。取り外し可能に接続された複数の筐体のそれぞれにタッチパネルディスプレイを配
置することでも大画面と装置の小型化を両立できる。
【０００４】
　また、スマートフォンの普及に伴い、様々な利用シーンでタッチパネルディスプレイを
操作する場面が増えている。特に寒冷地などではスマートフォンのユーザも手袋を着用し
ているケースが想定される。また、スマートフォンの用途が広がれば、ユーザが作業用の
手袋を着用しているケースも想定される。そのため手袋をしたままタッチパネルディスプ
レイに対する操作ができることが要求される。
【０００５】
　これについては静電容量タッチパネルには高感度モードを有するものがある。高感度モ
ードの静電容量タッチパネルは、直接タッチパネル面に指が接触しなくても、指が近接し
ただけで、操作を検知することができる。このような高感度モードの静電容量タッチパネ
ルを利用することで、手袋をしたままでのタッチパネルディスプレイへの操作が可能にな
る。
【０００６】
　また、高感度の静電容量タッチパネルには、指がタッチパネル面に接触したのか、近接
したのかを区別することができるものがある。これを利用することで、単純に接触だけを
検知するタッチパネルディスプレイを用いたものよりも多様な操作が可能な情報処理端末
も実現できる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１０－１７６３３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　複数のタッチパネルディスプレイを備えた情報処理端末には、ヒンジ部のような筐体間
の連結部にタッチパネルディスプレイの間隙ができる。そのため、２つのタッチパネルデ
ィスプレイの間隙付近へのタッチ操作では、２つのディスプレイへの同時タッチ操作なの
か、２つのディスプレイの中間へのシングルタッチ操作なのかを識別することが困難とな
る場合がある。
【０００９】
　また、２つのタッチパネルディスプレイを仮想的に１つの大画面として使用する場合、
２つのタッチパネルディスプレイをわたるように指をスライドさせると、タッチしている
状態が間隙で途切れる場合がある。そのためソフトウェア処理におけるイベントが途切れ
、大画面上で大きく指をスライドさせる１回の操作なのか、２つのタッチパネルディスプ
レイそれぞれにタッチする２回の操作なのかを識別することが困難となる。
【００１０】
　２つのタッチパネルディスプレイの間隙付近において特別な処理を行うものとして特許
文献１に記載された技術がある。特許文献１に記載された技術によれば、ユーザが指をス
ライドしてタッチパネルディスプレイの縁付近にオブジェクトを移動させると、オブジェ
クトの重心位置に基づいて、オブジェクトをどちらかのタッチパネルディスプレイに移動
させる。これによれば、オブジェクトを１つのタッチパネルディスプレイから他のタッチ
パネルディスプレイに移動させることができる。
【００１１】
　しかし、特許文献１の技術は、重心位置によってオブジェクトを自動的に移動させてし
まうものなので、オブジェクトを１つのタッチパネルディスプレイから他のタッチパネル
ディスプレイに移動させるには良いが、２つのタッチパネルディスプレイにわたる連続的
なスライド操作には不向きである。そのため、移動先のタッチパネルディスプレイ内でオ
ブジェクトを更に移動させる場合、移動先のタッチパネルディスプレイにあらためてタッ
チしなおし、スライドしなければならないという不都合がある。
【００１２】
　また、高感度の静電容量式タッチパネルでは指が近接したときの検出面積が広いので、
複数のタッチパネルディスプレイを高感度の静電容量式で構成した場合にディスプレイ間
隙付近に指があると、双方のタッチパネルディスプレイでポインティングが検出され、２
つのイベントが発生する。また、大きな指で２つのタッチパネルディスプレイの間隙付近
にシングルタッチ操作するとき、指が２つのタッチパネルディスプレイに同時に触れ、２
つのイベントが発生する。このように、シングルタッチの操作なのか、マルチタッチの操
作なのか、更には、接触なのか、近接なのかを正確に識別することは困難である。そのた
め、ユーザの意図した操作を正しく認識しづらいという問題がある。
【００１３】
　以上の例のように、複数のタッチパネルディスプレイを有する情報処理端末では、タッ
チパネルディスプレイの間隙付近では、直感的な操作からユーザの意図を正しく認識して
処理に反映させることが困難である。
【００１４】
　本発明の目的は、複数のタッチパネルディスプレイの間隙付近における操作性を向上し
た情報処理端末を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するために、本発明の情報処理端末は、
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　第１の表示検知面で表示と接触検知の両方を行い、該第１の表示検知面への接触物の接
触を検知すると第１の検知情報を出力する第１の表示兼検知部と、
　第２の表示検知面で表示と接触検知の両方を行い、該第２の表示検知面への接触物の接
触を検知すると第２の検知情報を出力する第２の表示兼検知部と、
　前記第１の表示兼検知部の前記第１の表示検知面と前記第２の表示兼検知部の前記第２
の表示検知面の間隙に配置され、接触検知を行い、接触物の接触を検知すると第３の検知
情報を出力する検知部と、
　前記第１の検知情報、前記第２の検知情報、および前記第３の検知情報のうち１つまた
は複数または全ての検知情報に基づく処理を実行する処理部と、
を有し、
　前記第１の表示兼検知部は前記第１の表示検知面内の接触座標を前記第１の検知情報と
して出力し、前記第２の表示兼検知部は前記第２の表示検知面内の接触座標を前記第２の
検知情報として出力し、前記検知部は接触を検知した旨を前記第３の検知情報として出力
し、
　前記処理部は、前記第１の検知情報と前記第２の検知情報と前記第３の検知情報が同時
に入力されると、前記第１の検知情報が示す接触座標と前記第２の検知情報が示す接触座
標の中点へのシングルタッチ操作が行われたと認識する。
【００１６】
　また、本発明の制御方法は表示検知面での表示と接触検知の両方を行い、該表示検知面
への接触物の接触を検知する第１および第２の表示兼検知部と、前記第１の表示兼検知部
の第１の表示検知面と前記第２の表示兼検知部の第２の表示検知面の間隙に配置され、接
触物の接触検知を行う検知部と、を有する情報処理端末の制御方法であって、
　前記第１の表示兼検知部が接触物の接触を検知すると第１の検知情報を出力し、
　前記第２の表示兼検知部が接触物の接触を検知すると第２の検知情報を出力し、
　前記検知部が接触物の接触を検知すると第３の検知情報を出力し、
　前記第１の検知情報、前記第２の検知情報、および前記第３の検知情報のうち１つまた
は複数または全ての検知情報に基づく処理を実行し、
　前記第１の表示兼検知部は前記第１の表示検知面内の接触座標を前記第１の検知情報と
して出力し、前記第２の表示兼検知部は前記第２の表示検知面内の接触座標を前記第２の
検知情報として出力し、前記検知部は接触を検知した旨を前記第３の検知情報として出力
し、
　前記第１の検知情報と前記第２の検知情報と前記第３の検知情報が同時に出力されると
、前記第１の検知情報が示す接触座標と前記第２の検知情報が示す接触座標の中点へのシ
ングルタッチ操作が行われたと認識するというものである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、表示兼検知部の間隙付近における操作性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本実施形態による情報処理端末の正面図である。
【図２】本実施形態による情報処理端末の機能的な構成を示すブロック図である。
【図３】第１の実施例による情報処理端末１０の構成を示すブロック図である。
【図４】第１の実施例による情報処理端末の外観を示す斜視図である。
【図５】第１の実施例による情報処理端末の動作の一例を示すフローチャートである。
【図６】第２の実施例において、２つのタッチパネルディスプレイにまたがるような軌跡
を描く操作が行われている様子を示す図である。
【図７】第２の実施例による情報処理端末の動作の一例を示すフローチャートである。
【図８】第３の実施例による情報処理端末の動作の一例を示すフローチャートである。
【図９】第４の実施例による情報処理端末の正面図である。
【図１０】第４の実施例による情報処理端末の動作の一例を示すフローチャートである。
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【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００２０】
　図１は、本実施形態による情報処理端末の正面図である。情報処理端末１０は、２つの
筐体１４、１５が、例えばヒンジ機構の連結部１６によって、開閉可能に連結された構造
である。図１には、開いた状態の情報処理端末１０が示されている。
【００２１】
　筐体１４に表示兼検知部１１が搭載され、筐体１５に表示兼検知部１２が搭載されてい
る。表示兼検知部１１、１２は、表示と検知の両方を行うための表示検知面に画像を表示
する機能と、その表示検知面への指などの接触物による接触を検知する機能とを有するタ
ッチパネルディスプレイである。
【００２２】
　表示兼検知部１１の表示検知面と表示兼検知部１２の表示検知面の間隙に位置する連結
部１６には検知部１３が搭載されている。検知部１３は、接触物の検知する機能を有して
いるが、表示兼検知部１１、１２とは異なり、表示機能を有しないタッチパネルである。
【００２３】
　図２は、本実施形態による情報処理端末の機能的な構成を示すブロック図である。図２
を参照すると、情報処理端末１０は、表示兼検知部１１、１２、検知部１３、および処理
部１７を有している。処理部１７は、例えば、プロセッサがソフトウェアプログラムを実
行することで実現される処理部であり、表示兼検知部１１、１２および検知部１３からの
検知情報に基づいて、表示兼検知部１１、１２への描画を含む各種処理を実行する。
【００２４】
　本実施形態では、表示兼検知部１１は、表示と接触検知の両方を行い、指などの接触物
の接触を検知すると第１の検知情報を出力する。同様に、表示兼検知部１２は、表示と接
触検知の両方を行い、接触物の接触を検知すると第２の検知情報を出力する。
【００２５】
　検知部１３は、表示兼検知部１１と表示兼検知部１２の間隙にある連結部１６に配置さ
れ、接触検知を行い、接触物の接触を検知すると第３の検知情報を出力する。
【００２６】
　第１～３の検知情報は処理部１７に入力される。処理部１７は、第１の検知情報、第２
の検知情報、および第３の検知情報のうち１つまたは複数または全ての検知情報に基づい
て各種処理を実行する。検知部１３での検知の状況により、処理部１７は、第１～３の検
知情報のうち、１つの検知情報に基づいて処理を実行する場合と、２つの検知情報に基づ
いて処理を実行する場合と、３つの検知情報に基づいて処理を実行する場合とがある。
【００２７】
　その際、処理部１７は、第１および第２の検知情報と、第３の検知情報との関係に基づ
いて、一か所へのタッチによる操作であるシングルタッチ操作か、表示兼検知部１１と表
示兼検知部１２へのそれぞれのタッチによる操作であるマルチタッチ操作かを判断する。
シングルタッチ操作は例えば１本の指でタップ、フリック、スライドを行う操作である。
マルチタッチ操作は例えば複数の指でタップ、フリック、スライドを行う操作である。
【００２８】
　以上、本実施形態によれば、表示兼検知部１１、１２の間隙付近における操作性を向上
することができる。
【００２９】
　また、一例として、表示兼検知部１１、１２が検知情報として接触座標を出力し、検知
部１３が検知情報として接触を検知した旨を出力するものであってもよい。
【００３０】
　その場合、処理部１７は、第１の検知情報と第２の検知情報と第３の検知情報が同時に
入力されると、第１の検知情報が示す接触座標と第２の検知情報が示す接触座標の中点へ
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のシングルタッチ操作が行われたと認識するとよい。
【００３１】
　また、処理部１７は、接触座標が軌跡を描く第１の検知情報が入力され、それに続いて
、接触座標が軌跡を描く第２の検知情報が入力されたとき、第１の検知情報と第２の検知
情報の間に第３の検知情報が入力されていたら、第１の検知情報の軌跡と第２の検知情報
の軌跡を連結し、連結した軌跡に基づく処理を実行するとよい。
【００３２】
　表示兼検知部１１、１２における検知部には各種のタッチパネルを採用することができ
る。例えば静電容量式や圧力式のタッチセンサーなどが採用できる。また、指が接触した
のか、近接したのかを区別できるような高感度モードを備えた静電容量式のタッチセンサ
ーも採用できる。例えば、指の近接による操作を検知した場合にユーザが手袋をしている
と判断し、タッチ操作の検出論理やオブジェクト等の画面表示の大きさといった動作モー
ドを自動的に変更する等の利用が考えられる。また、検知部１３にも各種のタッチパネル
やセンサーを採用することができる。また、指が接触したのか、近接したのかを区別でき
るような高感度モードを備えた静電容量式のタッチセンサーも採用できる。また、例えば
静電容量式や圧力式のタッチパネルの他、座標を検知する必要が無く、接触の有無だけを
検知できればよいのであれば、金属式の接触センサーであってもよい。
【００３３】
　例えば、表示兼検知部１１、１２は、接触と近接を区別することが可能な第１、第２の
検知情報を出力し、検知部１３は、接触と近接を区別することが可能な第３の検知情報を
出力することにしてもよい。その場合、処理部１７は、近接を示す第１の検知情報と、近
接を示す第２の検知情報と、近接を示す第３の検知情報とが同時に入力されたときには近
接と判定するとよい。また、処理部１７は、近接を示す第１の検知情報と、近接を示す第
２の検知情報と、接触を示す第３の検知情報とが同時に入力されたときには接触と判定す
るとよい。
【００３４】
　また、検知部１３は必ずしも独立して存在する構成でなくてもよく、表示兼検知部１１
、１２のいずれか一方あるいは両方と一体的に構成されていてもよい。典型的には、表示
兼検知部１１、１２が液晶等によって画像を表示する表示ディスプレイ上に、透明タッチ
パネルを重ねた構造が想定される。その場合、透明タッチパネルを表示ディスプレイの表
示面よりも大きいサイズとし、その透明タッチパネルにおける表示パネルの領域外の部分
を検知部１３とすることにしてもよい。これによれば、情報処理端末１０は、表示兼検知
部１１、１２の他に別途、検知部１３を備えなくても、表示兼検知部１１、１２の間隙付
近における操作性を向上することができる。
【００３５】
　なお、本実施形態では、ヒンジ機構のような２つの筐体１４、１５を連結する連結部１
６に検知部１３を設ける例を示したが、本発明がこれに限定されるものではない。検知部
１３を設けるのは、２つの表示兼検知部１１、１２の間隙であればよく、必ずしもそれが
連結部である必要はない。他の例として、重なり合った２つの筐体をスライドして、２つ
の表示面を並べた使用態様にするスライド型の情報処理端末にも本発明を同様に適用でき
る。また、表示面に垂直で筐体の角付近の回転軸で、２つの筐体１４、１５が互いに回転
するような接続機構を備えた情報処理端末では、２つの表示面を並べた使用態様において
、２つの表示兼検知部１１、１２の間隙には連結部ではない。その場合、検知部１３は連
結部ではなく、間隙部に備えるのがよい。
【００３６】
　以下、より具体的な実施例について説明する。
【００３７】
　（第１の実施例）
　図３は、第１の実施例による情報処理端末１０の構成を示すブロック図である。第１の
実施例による情報処理端末は、入力装置であるタッチパネル２１、２２と、出力装置であ
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るディスプレイ２６、２７と、ディスプレイ２６、２７およびタッチパネル２１、２２を
制御するタッチパネルディスプレイ制御部２８、２９と、タッチパネル２１、２２の間隙
に配置された接触センサー２３と、接触センサーを制御する接触センサー制御部３０と、
各種情報を記憶するメモリー３１と、ソフトウェアプログラムを実行して各種処理を行う
処理部３２とを含む。ディスプレイ２６は、タッチパネル２１と物理的に重ねられている
。同じくディスプレイ２７も、タッチパネル２２と物理的に重なられている。ディスプレ
イ２６とタッチパネル２１は筐体２４に搭載され、ディスプレイ２７とタッチパネル２２
は筐体２５に搭載されている。
【００３８】
　図４は、第１の実施例による情報処理端末の外観を示す斜視図である。筐体２４と筐体
２５はヒンジ部３３で連結されており、ヒンジ部３３を軸として、図４（Ａ）のように筐
体２４、２５を閉じたり、図４（Ｂ）のように筐体２４、２５を開いたりできる。開いた
状態では筐体２４にはタッチパネル２１が現れ、筐体２５にはタッチパネル２２が現れる
。そして、双方のタッチパネル２１、２２の間に接触センサー２３が配されている。この
接触センサー２３は指等の接触物の接触を検出する。
【００３９】
　図３において、タッチパネル２１、２２は接触物の接触を検知し、その際、更にタッチ
パネル２１、２２上の接触位置を検知し、信号を出力する。タッチパネルディスプレイ制
御部２８、２９は、タッチパネル２１、２２からの信号を処理用に変換して処理部３２に
送る。
【００４０】
　また、接触センサー２３は、接触物が接触したことを検知し、信号を出力する。接触セ
ンサー制御部３０は、接触センサー２３からの信号を処理用に変換して処理部３２に送る
。
【００４１】
　処理部３２は、メモリー３１に記憶されたプログラムやデータ等に基づく処理を実行す
る処理部であり、タッチパネルディスプレイ２８、２９、接触センサー制御部３０からの
信号により入力された情報を用いて処理を実行する。処理部３２は、処理を実行した結果
、例えば、指によるタッチ操作への応答として、ディスプレイ２６、２７にオブジェクト
、画像、メッセージテキストなどを表示する。
【００４２】
　図５は、第１の実施例による情報処理端末の動作の一例を示すフローチャートである。
【００４３】
　処理部３２は、まずタッチパネル２１から接触座標の情報が入力されたか否か判定する
（ステップ１０１）。タッチパネル２１の接触座標の情報が入力されていれば、処理部３
２は、次に、タッチパネル２２から接触座標の情報が入力されたか否か判定する（ステッ
プ１０２）。タッチパネル２２の接触座標の情報が入力されていなければ、処理部３２は
、タッチパネル２１へのシングルタッチであると判定し（ステップ１０３）、処理を実行
する（ステップ１０４）。
【００４４】
　ステップ１０２にて、タッチパネル２２の接触座標の情報が入力されていれば、処理部
３２は、次に、接触センサー２３への接触があることを示す情報が入力されたか否か判定
する（ステップ１０５）。接触センサー２３から接触があることを示す情報が入力されて
いれば、処理部３２は、タッチパネル２１とタッチパネル２２の中間へのシングルタッチ
であると判定し（ステップ１０６）、処理を実行する（ステップ１０４）。
【００４５】
　ステップ１０５にて、接触センサー２３への接触があることを示す情報が入力されてい
なければ、処理部３２は、タッチパネル２１とタッチパネル２２へタッチするマルチタッ
チであると判定し（ステップ１０７）、処理を実行する（ステップ１０４）。
【００４６】
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　ステップ１０１にて、タッチパネル２１の接触座標の情報が入力されていなければ、処
理部３２は、次に、タッチパネル２２から接触座標の情報が入力されたか否か判定する（
ステップ１０８）。タッチパネル２２の接触座標の情報が入力されていれば、処理部３２
は、タッチパネル２２へのシングルタッチであると判定し（ステップ１０９）、処理を実
行する（ステップ１０４）。タッチパネル２２の接触座標の情報が入力されていなければ
、処理部３２は、タッチ操作が行われていないと判定し（ステップ１１０）、処理を実行
しない。
【００４７】
　本実施例によれば、タッチパネル２１とタッチパネル２２の間に配置した接触センサー
２３を用いることにより、接触物が大きい場合やタッチパネル２１、２２が高感度である
場合のように１つの接触物による接触（シングルタッチ）がタッチパネル２１とタッチパ
ネル２２にまたがっているのか、タッチパネル２１とタッチパネル２２のそれぞれに接触
物の接触（マルチタッチ）が起こっているのかを識別することができる。
【００４８】
　（第２の実施例）
　第２の実施例では指等の接触物で２つのタッチパネルにまたがるような軌跡を描く操作
を可能にしている。
【００４９】
　第２の実施例による情報処理端末の基本的な構成は、図３、４に示した第１の実施例に
よるものと同じである。図６は、第２の実施例において、２つのタッチパネルディスプレ
イにまたがるような軌跡を描く操作が行われている様子を示す図である。図７は、第２の
実施例による情報処理端末の動作の一例を示すフローチャートである。
【００５０】
　２つのディスプレイ２６、２７を１つの大画面として用いる場合、タッチパネル２１と
タッチパネル２２にわたる軌跡を描く操作が行われることがある。ここでは、図６のよう
に、タッチパネル２１からタッチパネル２２へ指をスライドさせて、２つのタッチパネル
２１、２２に時間的に連続してまたがる軌跡を描く操作を想定する。例えば、その操作に
より、ディスプレイ２６上に表示されたオブジェクトを軌跡の開始点で選択し、ディスプ
レイ２６からディスプレイ２７へ移動させたあと、軌跡の終了点で移動を完了とする。そ
の他にも、左右に画面をスクロールするジェスチャー命令を行う操作として、タッチパネ
ル２１とタッチパネル２２にわたる軌跡を描く操作を利用できる。
【００５１】
　図７を参照すると、１つのタッチパネル（ここではタッチパネル２１）上に軌跡を描く
操作がされたとき、処理部３２は、タッチパネル２１上に軌跡が描かれた後に接触センサ
ー２３への接触物の接触があったか否か判定する（ステップ２０１）。
【００５２】
　接触物による接触センサー２３への接触があった場合、処理部３２は、次の軌跡の始点
が他方のタッチパネル（ここではタッチパネル２２）に存在するか否か判定する（ステッ
プ２０２）。タッチパネル２２に次の軌跡の始点があれば、処理部３２は、双方のタッチ
パネル２１、２２の軌跡を連結し（ステップ２０３）、処理を実行する（ステップ２０４
）。
【００５３】
　ステップ２０１にて接触センサー２３への接触が無かった場合と、ステップ２０２にて
、次の軌跡が他方のタッチパネルに存在しなかった場合には、片側のタッチパネル内での
フリックあるいはスライドの操作であると判断し（ステップ２０５）、処理を実行する（
ステップ２０４）。
【００５４】
　本実施形態によれば、情報処理端末１０はフリック動作などの軌跡がタッチパネル２１
、２２をまたがる軌跡か、それぞれのタッチパネル２１、２２上の別々の軌跡かを正しく
認識し、処理を行うことができる。
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【００５５】
　（第３の実施例）
　第３の実施例では、２つのタッチパネルに高感度のものが用いられている。高感度のタ
ッチパネルは、接触物が接触したことと、接触物が近接したことを区別し検出し、その接
触あるいは近接した座標の情報を出力することができる。近接というのは指等が接触して
はいないが、所定以内に近づいていることである。
【００５６】
　第３の実施例による情報処理端末の基本的な構成は、図３、４に示した第１の実施例に
よるものと同じである。
【００５７】
　図８は、第３の実施例による情報処理端末の動作の一例を示すフローチャートである。
【００５８】
　処理部３２は、まずタッチパネル２１から接触あるいは近接した座標の情報が入力され
たか否か判定する（ステップ３０１）。タッチパネル２１の接触あるいは近接の座標の情
報が入力されていれば、処理部３２は、次に、タッチパネル２２から近接の座標の情報が
入力されたか否か判定する（ステップ３０２）。
【００５９】
　タッチパネル２２の近接座標の情報が入力されていれば、処理部３２は、次に、接触セ
ンサー２３から接触がある旨の情報が入力されたか否か判定する（ステップ３０３）。接
触センサー２３への接触がある旨の情報が入力されていれば、処理部３２は、タッチパネ
ル２１とタッチパネル２２の中間へのシングルタッチであると判定し（ステップ３０４）
、処理を実行する（ステップ３０５）。
【００６０】
　ステップ３０３にて、接触センサー２３への接触がある旨の情報が入力されていなけれ
ば、処理部３２は、ステップ３０１の判定結果に依存して、タッチパネル２１へのシング
ルタッチの接触あるいは近接と判定し（ステップ３０６あるいはステップ３０７）、処理
を実行する（ステップ３０５）。
【００６１】
　ステップ３０２にて、タッチパネル２２の近接座標の情報が入力されていなければ、処
理部３２は、次に、接触センサー２３から接触がある旨の情報が入力されたか否か判定す
る（ステップ３０８）。接触センサー２３への接触がある旨の情報が入力されていなけれ
ば、処理部３２は、ステップ３０１での判定結果に依存して、タッチパネル２１へのシン
グルタッチの接触あるいは近接と判定し（ステップ３０６あるいはステップ３０７）、処
理を実行する（ステップ３０５）。ステップ３０８にて接触センサー２３への接触がある
旨の情報が入力されていれば、処理部３２は、タッチパネル２１へのシングルタッチの接
触と判定し（ステップ３０６）、処理を実行する（ステップ３０５）。
【００６２】
　ステップ３０１にて、タッチパネル２１の接触の座標の情報も近接の座標の情報も入力
されていれば、処理部３２は、次に、タッチパネル２２から近接の座標の情報が入力され
たか否か判定する（ステップ３０９）。タッチパネル２２の近接の座標の情報が入力され
ていれば、処理部３２は、更に、接触センサー２３への接触がある旨の情報が入力されて
いるか否か判定する（ステップ３１０）。
【００６３】
　接触センサー２３への接触がある旨の情報が入力されていれば、処理部３２は、タッチ
パネル２２へのシングルタッチの接触と判定し（ステップ３１１）、処理を実行する（ス
テップ３０５）。接触センサー２３への接触がある旨の情報が入力されていなければ、処
理部３２は、タッチパネル２２への近接と判定する（ステップ３０７）。
【００６４】
　ステップ３０９にてタッチパネル２２の近接の座標の情報が入力されていなければ、処
理部３２は、タッチ操作が行われていないと判定し（ステップ３１２）、処理を実行しな
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い。
【００６５】
　本実施形態によれば、情報処理端末は、接触物がタッチパネル２１、２２のいずれにも
接触していないが、接触センサー２３だけに接触している場合にも接触と判断して処理を
実行することができるので、タッチパネル２１、２２の間隙でのタッチ操作を正しく認識
することができる。
【００６６】
　（第４の実施例）
　図９は、第４の実施例による情報処理端末の正面図である。第４の実施例では、タッチ
パネル２１、２２と、接触センサー２３に相当する部分とが一体的に構成されている。
【００６７】
　液晶等のディスプレイ装置には厚みがあり、また外周枠があるので、機構によって筐体
２４と筐体２５を近接させたとしても、ディスプレイ２６とディスプレイ２７の表示領域
を互いに近接させることは困難である。しかし、筐体２４と筐体２５を近接させれば、タ
ッチパネル２１とタッチパネル２２の距離をディスプレイ２６とディスプレイ２７の距離
よりも近くすることはできる。
【００６８】
　そこで本実施例では、図９に示すように、タッチパネル２１、２２をディスプレイ２６
、２７よりも大きいサイズとし、ディスプレイ２６、２７の間隙に、表示はできないが、
タッチパネル２１、２２によってタッチ操作を検知できる部分を設けている。そして、そ
の部分を接触センサー２３として用いている。その結果、本実施例では、タッチパネル２
１とタッチパネル２２の間にはほとんど間隙が存在しない。
【００６９】
　図１０は、第４の実施例による情報処理端末の動作の一例を示すフローチャートである
。
【００７０】
　処理部３２は、まずタッチパネル２１のディスプレイ２６範囲内の接触座標の情報が入
力されたか否か判定する（ステップ４０１）。タッチパネル２１のディスプレイ２６範囲
内の接触座標の情報が入力されていれば、処理部３２は、次に、タッチパネル２２からデ
ィスプレイ２７範囲内の接触座標の情報が入力されたか否か判定する（ステップ４０２）
。タッチパネル２２のディスプレイ２７範囲内の接触座標の情報が入力されていなければ
、処理部３２は、タッチパネル２１へのシングルタッチであると判定し（ステップ４０３
）、処理を実行する（ステップ４０４）。
【００７１】
　ステップ４０２にて、タッチパネル２２のディスプレイ２７範囲内の接触座標の情報が
入力されていれば、処理部３２は、次に、タッチパネル２１、２２のディスプレイ２６、
２７範囲外の接触座標の情報が入力されたか否か判定する（ステップ４０５）。接触セン
サー２３から接触があることを示す情報が入力されていれば、処理部３２は、タッチパネ
ル２１とタッチパネル２２の中間へのシングルタッチであると判定し（ステップ４０６）
、処理を実行する（ステップ４０４）。
【００７２】
　ステップ４０５にて、接触センサー２３への接触があることを示す情報が入力されてい
なければ、処理部３２は、タッチパネル２１とタッチパネル２２へタッチするマルチタッ
チであると判定し（ステップ４０７）、処理を実行する（ステップ４０４）。
【００７３】
　ステップ４０１にて、タッチパネル２１のディスプレイ２６範囲内の接触座標の情報が
入力されていなければ、処理部３２は、次に、タッチパネル２２からディスプレイ２７範
囲内の接触座標の情報が入力されたか否か判定する（ステップ４０８）。タッチパネル２
２のディスプレイ２７範囲内の接触座標の情報が入力されていれば、処理部３２は、タッ
チパネル２２へのシングルタッチであると判定し（ステップ４０９）、処理を実行する（
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されていなければ、処理部３２は、タッチ操作が行われていないと判定し（ステップ４１
０）、処理を実行しない。
【００７４】
　本実施例によれば、情報処理端末は、物理的に独立した構成として接触センサー２３を
備えずに第１の実施例と同様の効果を得ることができる。
【００７５】
　なお、上述した実施例においては、ディスプレイ２６、２７の間隙に設置する接触セン
サー２３は接触座標を出力する必要がないので、典型的な例として金属板によるものが考
えられる。しかし、本発明がこれに限定されるものではない。他の例として、圧力センサ
ーを用いてもよく、静電容量式のタッチセンサーを用いてもよい。手袋をしたままで操作
することを想定した場合には圧力センサーが好適であり、素手で操作することを想定した
場合には金属の接触センサーが好適である。
【００７６】
　また、接触センサー２３に接触座標を出力できるものを用い、処理部３２は、タッチパ
ネル２１、２２からの座標の情報と接触センサー２３からの座標の情報に基づいて処理を
実行することにしてもよい。
【００７７】
　以上、本発明の実施形態および実施例について述べてきたが、本発明は、これらの実施
形態や実施例だけに限定されるものではなく、本発明の技術思想の範囲内において、これ
らの実施形態や実施例を組み合わせて使用したり、一部の構成を変更したりしてもよい。
【００７８】
　この出願は、２０１１年２月１６日に出願された日本出願特願２０１１－０３０９７０
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。
【符号の説明】
【００７９】
１０　情報処理端末
１１　表示兼検知部
１２　表示兼検知部
１３　検知部
１４、１５　筐体
１６　連結部
１７　処理部
２１、２２　タッチパネル
２３　接触センサー
２４、２５　筐体
２６、２７　ディスプレイ
２８　タッチパネルディスプレイ制御部
３０　接触センサー制御部
３２　処理部
３３　ヒンジ部
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