JP 2006‑311224 A 2006.11.9

(57)【要約】
【課題】
様々な使用シーンにおける視認性や操作性を向上させ
ることができる折り畳み型携帯電話機の提供。
【解決手段】ヒンジ部により開閉可能に接続されている
一対の筐体を持つ折り畳み型携帯電話機において、表示
部やキー操作部を固定的に形成するのではなく、一方の
筐体に第１のＬＣＤ４とその前面に配置した第１のタッ
チパネル５とを設け、他方の筐体に第２のＬＣＤ６とそ
の前面に配置した第２のタッチパネル７とを設け、使用
する機能や携帯電話機の向きに合わせて、画像や文字な
どの情報を表示する情報表示領域として使用したり、キ
ーを配列したキー操作領域として使用するなど、第１の
ＬＣＤ４及び第２のＬＣＤ６の表示レイアウトを制御す
ると共に、タッチパネルの有効／無効を制御する。これ
により、情報表示領域を大きくして視認性を向上させた
り、キー操作領域を大きくして操作性を向上させる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
一対の筐体がヒンジ機構により開閉可能に接続され、前記一対の筐体の各々に、表示手
段と、前記表示手段の前面に配置される透明なスイッチ手段とを備える折り畳み型携帯電
話機であって、
機能に応じた複数の表示レイアウトを記憶する記憶手段と、
前記表示手段の表示形態及び前記スイッチ手段の有効／無効を制御する制御手段と、を
備え、
前記制御手段では、ＴＶ電話機能が選択された場合に、該ＴＶ電話機能に対応する前記
表示レイアウトに基づいて、一方の前記表示手段に通信相手のカメラ画像を表示すると共
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に、他方の前記表示手段に自身のカメラ画像と所定の処理を指示するためのキーとを表示
し、かつ、前記他方の表示手段前面の前記スイッチ手段を有効にする制御を行うことを特
徴とする折り畳み型携帯電話機。
【請求項２】
一対の筐体がヒンジ機構により開閉可能に接続され、前記一対の筐体の各々に、表示手
段と、前記表示手段の前面に配置された透明なスイッチ手段とを備える折り畳み型携帯電
話機であって、
機能に応じた複数の表示レイアウトを記憶する記憶手段と、
前記表示手段の表示形態及び前記スイッチ手段の有効／無効を制御する制御手段と、を
備え、
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前記制御手段では、特定の機能が選択された場合に、該特定の機能に対応する前記表示
レイアウトに基づいて、一方の前記表示手段に前記特定の機能により得られる情報を表示
すると共に、他方の前記表示手段に前記特定の機能に応じた処理を指示するためのキーを
表示し、かつ、前記他方の表示手段前面の前記スイッチ手段を有効にする制御を行うこと
を特徴とする折り畳み型携帯電話機。
【請求項３】
一対の筐体がヒンジ機構により開閉可能に接続され、前記一対の筐体の各々に、表示手
段と、前記表示手段の前面に配置された透明なスイッチ手段とを備える折り畳み型携帯電
話機であって、
機能に応じた複数の表示レイアウトを記憶する記憶手段と、
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前記表示手段の表示形態及び前記スイッチ手段の有効／無効を制御する制御手段と、を
備え、
前記制御手段では、文字入力機能が選択された場合に、該文字入力機能に対応する前記
表示レイアウトに基づいて、双方の前記表示手段に、所定の配列の一群のキーをその配列
を維持した状態で分割して表示し、かつ、双方の前記スイッチ手段を有効にする制御を行
うことを特徴とする折り畳み型携帯電話機。
【請求項４】
前記所定の配列はキーボードの配列であることを特徴とする請求項３記載の折り畳み型
携帯電話機。
【請求項５】
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一対の筐体がヒンジ機構により開閉可能に接続され、前記一対の筐体の各々に、表示手
段と、前記表示手段の前面に配置された透明なスイッチ手段とを備える折り畳み型携帯電
話機であって、
機能に応じた複数の表示レイアウトを記憶する記憶手段と、
前記表示手段の表示形態及び前記スイッチ手段の有効／無効を制御する制御手段と、を
備え、
前記制御手段では、特定の機能が選択された場合に、該特定の機能に対応する前記表示
レイアウトに基づいて、各々の前記表示手段に、前記特定の機能により得られる情報と前
記特定の機能に応じた処理を指示するためのキーとを表示し、かつ、双方の前記スイッチ
手段を有効にする制御を行うことを特徴とする折り畳み型携帯電話機。
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【請求項６】
前記所定の機能は対戦型ゲーム機能であることを特徴とする請求項５記載の折り畳み型
携帯電話機。
【請求項７】
前記携帯電話機に、該携帯電話機の向きを検出する方向検出手段を備え、
前記記憶手段に、前記向きに応じた複数の表示レイアウトが記憶され、
前記制御手段では、該方向検出手段により検出された向きに対応する前記表示レイアウ
トに基づいて、前記表示手段に表示する情報の配置及び向きを制御することを特徴とする
請求項１乃至６のいずれか一に記載の折り畳み型携帯電話機。
【請求項８】
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更に、前記一対の筐体の各々に、音声入力手段と音声出力手段とを備え、上下の向きを
逆にした状態での通話を可能とすることを特徴とする請求項７記載の折り畳み型携帯電話
機。
【請求項９】
前記表示手段は液晶表示装置又は有機ＥＬ表示装置であり、前記スイッチ手段はタッチ
パネルであることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一に記載の折り畳み型携帯電話
機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、折り畳み型携帯電話機に関し、特に、折り畳み型携帯電話機の表示構造に関
する。
【背景技術】
【０００２】
従来の折り畳み型携帯電話機では、表示部とキー操作部とはそれぞれ異なる筐体に配置
されており、表示部やキー操作部のレイアウトも予め決められていたため、使用シーンに
よっては表示部の視認性が悪くなったり、キー操作部の操作性が悪くなるという問題があ
った。
【０００３】
例えば、ＴＶ電話機能を用いて通話を行う場合、相手側のカメラ画像と自分側のカメラ
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画像とを表示する必要があるため、従来の折り畳み型携帯電話機では、一方の筐体に設け
られた表示部の画面を２つに区切り、その一方に相手側のカメラ画像を表示し、他方に自
分側のカメラ画像を表示する方法が用いられていたが、この方法では、必然的にそれぞれ
のカメラ画像が小さく表示されてしまうために、視認性が悪いという問題があった。
【０００４】
また、携帯電話機はサイズの制限が厳しく、キー操作部に配置可能なキーの数が限られ
ることから、文字入力を行う場合に、キーを押す回数によって「あ・い・う・え・お」な
どの複数の文字を割り当てる方法が用いられていたが、この方法では長い文章を入力する
場合に大変な手間がかかってしまい、操作性が悪いという問題があった。
【０００５】
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このような問題を解決する一つの方法として、予め設けられている表示部やキー操作部
に加えて補助的な表示部やキー操作部を設ける方法が考えられる。例えば、下記特許文献
１には、携帯情報端末の筐体背面に展開可能な蓋状の可動表示部を設け、可動表示部を筐
体に設けられた軸を中心として展開することによって表示部の面積を大きくし、操作者が
一度に視認可能な情報量を多くする構造が開示されている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３−２４４３０１号公報（第３−７頁、第２図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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上記特許文献１に記載されているように、各々の筐体に予め設けられている表示部やキ
ー操作部に加えて補助的な表示部を設けることによって表示可能な情報量を増やして視認
性を向上させることができ、また、この構造をキー操作部に応用して補助的なキー操作部
を設けることによって操作性を向上させることは可能であるが、このような方法では携帯
電話機の構造が複雑になってしまい、また、使用の度に補助的な表示部やキー操作部を展
開しなければならないため、操作が煩雑になってしまう。
【０００８】
また、従来の携帯電話機では、通常、表示部が上側の筐体に配置され、キー操作部が下
側の筐体に配置されており、上下の向きが予め規定されているため、上下の向きを逆にし
たり、横向きにすると視認性や操作性が著しく悪くなってしまうという問題もあった。
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【０００９】
また、このような問題は、上述したＴＶ電話で通話する場合や文字を入力する場合に限
らず、カメラ機能を用いて写真を撮影する場合や、ゲームをする場合などにおいても同様
に生じる。
【００１０】
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その主たる目的は、様々な使用
シーンにおける視認性や操作性を向上させることができる折り畳み型携帯電話機を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
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上記目的を達成するため、本発明の折り畳み型携帯電話機は、一対の筐体がヒンジ機構
により開閉可能に接続され、前記一対の筐体の各々に、表示手段と、前記表示手段の前面
に配置される透明なスイッチ手段とを備える折り畳み型携帯電話機であって、機能に応じ
た複数の表示レイアウトを記憶する記憶手段と、前記表示手段の表示形態及び前記スイッ
チ手段の有効／無効を制御する制御手段と、を備え、前記制御手段では、ＴＶ電話機能が
選択された場合に、該ＴＶ電話機能に対応する前記表示レイアウトに基づいて、一方の前
記表示手段に通信相手のカメラ画像を表示すると共に、他方の前記表示手段に自身のカメ
ラ画像と所定の処理を指示するためのキーとを表示し、かつ、前記他方の表示手段前面の
前記スイッチ手段を有効にする制御を行うものである。
【００１２】
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また、本発明の折り畳み型携帯電話機は、一対の筐体がヒンジ機構により開閉可能に接
続され、前記一対の筐体の各々に、表示手段と、前記表示手段の前面に配置された透明な
スイッチ手段とを備える折り畳み型携帯電話機であって、機能に応じた複数の表示レイア
ウトを記憶する記憶手段と、前記表示手段の表示形態及び前記スイッチ手段の有効／無効
を制御する制御手段と、を備え、前記制御手段では、特定の機能が選択された場合に、該
特定の機能に対応する前記表示レイアウトに基づいて、一方の前記表示手段に前記特定の
機能により得られる情報を表示すると共に、他方の前記表示手段に前記特定の機能に応じ
た処理を指示するためのキーを表示し、かつ、前記他方の表示手段前面の前記スイッチ手
段を有効にする制御を行うものである。
【００１３】
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また、本発明の折り畳み型携帯電話機は、一対の筐体がヒンジ機構により開閉可能に接
続され、前記一対の筐体の各々に、表示手段と、前記表示手段の前面に配置された透明な
スイッチ手段とを備える折り畳み型携帯電話機であって、機能に応じた複数の表示レイア
ウトを記憶する記憶手段と、前記表示手段の表示形態及び前記スイッチ手段の有効／無効
を制御する制御手段と、を備え、前記制御手段では、文字入力機能が選択された場合に、
該文字入力機能に対応する前記表示レイアウトに基づいて、双方の前記表示手段に、所定
の配列の一群のキーをその配列を維持した状態で分割して表示し、かつ、双方の前記スイ
ッチ手段を有効にする制御を行うものであり、前記所定の配列はキーボードの配列とする
ことができる。
【００１４】
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また、本発明の折り畳み型携帯電話機は、一対の筐体がヒンジ機構により開閉可能に接
続され、前記一対の筐体の各々に、表示手段と、前記表示手段の前面に配置された透明な
スイッチ手段とを備える折り畳み型携帯電話機であって、機能に応じた複数の表示レイア
ウトを記憶する記憶手段と、前記表示手段の表示形態及び前記スイッチ手段の有効／無効
を制御する制御手段と、を備え、前記制御手段では、特定の機能が選択された場合に、該
特定の機能に対応する前記表示レイアウトに基づいて、各々の前記表示手段に、前記特定
の機能により得られる情報と前記特定の機能に応じた処理を指示するためのキーとを表示
し、かつ、双方の前記スイッチ手段を有効にする制御を行うものであり、前記所定の機能
は対戦型ゲーム機能とすることができる。
【００１５】
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本発明においては、前記携帯電話機に、該携帯電話機の向きを検出する方向検出手段を
備え、前記記憶手段に、前記向きに応じた複数の表示レイアウトが記憶され、前記制御手
段では、該方向検出手段により検出された向きに対応する前記表示レイアウトに基づいて
、前記表示手段に表示する情報の配置及び向きを制御する構成とすることができる。
【００１６】
また、本発明においては、更に、前記一対の筐体の各々に、音声入力手段と音声出力手
段とを備え、上下の向きを逆にした状態での通話を可能とする構成とすることもできる。
【００１７】
また、本発明においては、前記表示手段は液晶表示装置又は有機ＥＬ表示装置であり、
前記スイッチ手段はタッチパネルであることが好ましい。
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【００１８】
このように、本発明の折り畳み型携帯電話機には、ヒンジ部により開閉可能に接続され
る一対の筐体の各々に、表示手段とスイッチ手段とが実装され、使用する機能や携帯電話
機の向きに合わせて表示手段の表示レイアウトやスイッチ手段の有効／無効の切り替えが
行われるため、様々な使用シーンにおける視認性や操作性を向上させることができる。
【発明の効果】
【００１９】
以上説明したように、本発明の折り畳み型携帯電話機によれば、様々な使用シーンにお
ける視認性や操作性を向上させることができる。
【００２０】
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その理由は、ヒンジ部により開閉可能に接続される一対の筐体の各々に、ＬＣＤなどの
表示手段とタッチパネルなどのスイッチ手段とがセットになって実装され、使用する機能
に合わせて、表示レイアウトの切り替えやスイッチ手段の有効／無効の切り替えが行われ
るからである。これにより、例えば、ＴＶ電話時においては、キー操作部を最低限の操作
性が確保できるサイズにおさえ、自分側のカメラ画像および相手側のカメラ画像を残りの
エリアに効率的に表示することができる。
【００２１】
また、携帯電話機の向きを検出する方向検出部が設けられ、必要に応じて、各々の筐体
に、マイクなどの音声入力手段とレシーバやスピーカなどの音声出力手段とがセットにな
って実装され、携帯電話機の向きに合わせて、表示レイアウトを切り替えやスイッチ手段
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の有効／無効の切り替えが行われるからである。これにより、例えば携帯電話機の上下を
逆にしても視認性や操作性を損なうことなく使用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
従来技術で示したように、従来の折り畳み式の携帯電話機では一方の筐体に表示部が設
けられていたため、例えば、ＴＶ電話などで相手方のカメラ画像と自分側のカメラ画像と
を表示させた場合に視認性が悪いという問題があった。また、従来の折り畳み式の携帯電
話機では他方の筐体に一定の配列のキー操作部が設けられていたため、文字入力や特定の
機能を使用する場合の操作性が悪いという問題があった。また、従来の折り畳み式の携帯
電話機では表示部とキー操作部の配置が予め規定されているため、上下の向きを逆にした
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り横向きにした場合に視認性や操作性が著しく悪くなるという問題があった。
【００２３】
このような問題は、表示部やキー操作部のレイアウトが固定されていることに起因して
いる。そこで、本発明では、ヒンジ部により開閉可能に接続されている一対の筐体を持つ
折り畳み型携帯電話機において、表示部やキー操作部を固定的に形成するのではなく、Ｌ
ＣＤなどの表示手段とタッチパネルなどの透明なスイッチ手段とを各々の筐体に形成し、
使用する機能や携帯電話機の向きに合わせて、各々の表示手段を、画像や文字などの情報
を表示する情報表示領域として使用したり、キーを配列したキー操作領域として使用する
など、表示レイアウトを変更する。これにより、情報表示領域を大きくして視認性を向上
させたり、キー操作領域を大きくして操作性を向上させることができる。以下、その具体
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的な構成について図面を参照して説明する。
【実施例１】
【００２４】
上記した本発明の実施の形態についてさらに詳細に説明すべく、本発明の第１の実施例
に係る携帯電話機について、図１乃至図４を参照して説明する。図１は、本実施例に係る
携帯電話機を実現するための手段を示すブロック図であり、図２は本実施例の折り畳み型
携帯電話機の外観構成を示す斜視図である。また、図３は、本実施例の携帯電話機におけ
る表示レイアウトを示す図であり、図４は、本実施例の携帯電話機を用いた操作の手順を
示すフローチャート図である。
【００２５】
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本実施例の折り畳み型携帯電話機は、ヒンジ構造を介して開閉可能に接続される一対の
筐体（ここでは筐体Ａと筐体Ｂ）からなり、各々の筐体に、各種情報の表示を行うＬＣＤ
（ Liquid Crystal Display） な ど の 表 示 手 段 と 、 Ｌ Ｃ Ｄ の 前 面 に 配 置 さ れ 、 接 触 や 押 圧 に
よりＯＮ／ＯＦＦ制御を行う素子がマトリクス状に配列されたタッチパネルなどの透明な
スイッチ手段とが実装されていることを特徴としている。
【００２６】
具体的に説明すると、図１及び図２に示すように、本実施例の折り畳み型携帯電話機は
、音声通話やＴＶ電話通話、メール等を行う際の無線データの送受信処理を行う無線部２
と、様々なシーンに適した複数の表示レイアウトを記憶すると共に、携帯電話機を動作さ
せるための各種プログラムやＩＤ情報、電話番号等の携帯電話固有の情報を記憶する、任
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意に書き込み・読み出しが可能なメモリ３と、音声を入力するマイク１０と、音声や着信
音などを出力するレシーバ１１及びスピーカ１２と、携帯電話機の開閉状態を検出する開
閉検出部１３と、一方の筐体（ここでは筐体Ａ）に設けられた第１のＬＣＤ４及び第１の
タッチパネル５と、他方の筐体（ここでは筐体Ｂ）に設けられた第２のＬＣＤ６及び第２
のタッチパネル７と、写真撮影を行うための背面カメラ８及び正面カメラ９と、これらの
動作を制御するＣＰＵ１とを主な構成要素としている。
【００２７】
な お 、 各 々 の 筐 体 に 設 け る 表 示 手 段 は Ｌ Ｃ Ｄ に 限 定 さ れ ず 、 有 機 Ｅ Ｌ デ ィ ス プ レ イ （ Or
ganic Electroluminescence Display） な ど を 用 い て も よ い 。 ま た 、 Ｌ Ｃ Ｄ の 前 面 に 配 置
するタッチパネルは、圧力を感知する感圧式でもよいし、静電気を感知する静電式でもよ
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く、タッチパネルと同様の機能を有する他のスイッチ手段を用いてもよい。
【００２８】
開閉検出部１３は携帯電話機の開閉状態を監視しており、開閉状態の変化に応じてＣＰ
Ｕ１に信号を送信することで、ＣＰＵ１は開閉状態に応じた各種制御を行うことができる
。ＣＰＵ１は開閉検出部１３からの信号により携帯電話機が開状態になったことを認識す
ると、メモリ３から所定の表示レイアウト（ここでは通常時の表示レイアウト）を読み出
し、その表示レイアウトに基づいて、図３（ａ）に示すように、筐体Ｂ側の第２のＬＣＤ
６にキーを表示するとともに第２のタッチパネル７を有効にする。そして、使用者により
第２のＬＣＤ６に表示されている所定のキーが押されると、第２のタッチパネル７は押さ
れた箇所の座標を読み取り、その結果からどのキーが押されたのかを検出してＣＰＵ１に
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報告し、ＣＰＵ１はそれに対応した制御を行うことで所望のキー操作を実現する。一方、
筐体Ａ側の第１のＬＣＤ４には待受画面などの通常画面を表示する。なお、筐体Ａ側の第
１のタッチパネル５の有効／無効は使用シーンに合わせて任意に設定することができるが
、誤操作を防止するために、キーが表示されないＬＣＤの前面に配置されるタッチパネル
は無効にすることが好ましい。
【００２９】
また、本実施例の携帯電話機には、通常の音声通話を行うために使用するマイク１０と
レシーバ１１とが実装されると共に、ＴＶ電話時のハンズフリー通話に対応するためのス
ピーカ１２も実装されている。そして、音声のみの通話かＴＶ電話としての通話かによっ
て、受話音声をレシーバ１１に出力するかスピーカ１２に出力するかの切り替えを行う。
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【００３０】
また、本実施例の携帯電話機には、ＴＶ電話時に使用するカメラとしては、正面カメラ
８と背面カメラ９の２つを設けており、主に正面カメラ８は自分を撮影するため、背面カ
メラ９は周辺を撮影するために使用される。この２つのカメラの切り替えはＣＰＵ１によ
り制御される。なお、これらのカメラはＴＶ電話用としてだけでなく、通常のカメラとし
ても使用される。
【００３１】
次に、本実施例の携帯電話機の動作について、図３の表示レイアウト例および図４のフ
ローチャートを参照して説明する。
【００３２】
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まず、Ｓ１１において、ＣＰＵ１が開閉検出部１３からの信号により携帯電話機が閉状
態から開状態へ変化したことを検出すると、図３（ａ）に示すように、第１のＬＣＤ４に
通常の待受画面等の画像を表示するとともに（Ｓ１２）、筐体Ｂ側の第２のＬＣＤ６の全
面にキーを表示し、第２のタッチパネル７を有効にする（Ｓ１３）。そして、発信または
着信により通話を行う場合（Ｓ１４のＹＥＳ側）、Ｓ１５において受信した無線情報から
ＴＶ電話か通常の音声通話かの判別を行う。
【００３３】
Ｓ１５においてＴＶ電話であった場合は、Ｓ１６でＣＰＵ１はレイアウトの切り替えを
行う。例えば、ＣＰＵ１はメモリ３から所定の表示レイアウト（ここではＴＶ電話時の表
示レイアウト）を読み出し、その表示レイアウトに基づいて、図３（ｂ）に示すように、
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第１のＬＣＤ４の全面に相手側のカメラ画像を表示すると共に、第２のＬＣＤ６の上側の
エリアに自分側のカメラ画像を表示し、更に、第２のＬＣＤ６の下側のエリアに縮小され
たキー操作部を表示して第２のタッチパネル７を有効にする。なお、図３（ｂ）の表示レ
イアウトは例示であり、少なくとも図３（ａ）に示す通常時の表示レイアウトとは異なる
表示レイアウトで画像やキーが表示されていればよい。
【００３４】
そして、通話が終了すると（Ｓ１７）、ＣＰＵ１はメモリ３から通常時の表示レイアウ
トを読み出し、その表示レイアウトに基づいて、第１のＬＣＤ４に再び待受画面を表示し
、第２のＬＣＤ７には全面にキー操作部を表示する（Ｓ１８）。
【００３５】
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一方、Ｓ１５において、ＴＶ電話でなかった場合は、通常の音声通話が行われる（Ｓ１
９、Ｓ２０）。なお、この場合に、特別な処理は行わずに図３（ａ）に示す通常時の表示
レイアウトのままとしてもよいし、メモリ３に音声通話時の表示レイアウトを記憶してお
き、その表示レイアウトに基づいて表示を切り替えてもよい。
【００３６】
このように、本実施例に折り畳み型携帯電話機によれば、筐体Ａに第１のＬＣＤ４及び
第１のタッチパネル５が設けられ、筐体Ｂに第２のＬＣＤ６及び第２のタッチパネル７が
設けられており、ＣＰＵ１は使用している機能に応じてメモリ３から表示レイアウトを読
み出し、その表示レイアウトに基づいて第１のＬＣＤ４及び第２のＬＣＤ６に表示する画
面の設定及びタッチパネルの有効／無効を制御するため、例えば、ＴＶ電話の際に、一方
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のＬＣＤに相手側のカメラ画像を表示し、他方のＬＣＤに自分側のカメラ画像とキー操作
部を表示するなどによって、視認性や操作性を向上させることができる。
【実施例２】
【００３７】
次に、本発明の第２の実施例に係る携帯電話機について、図５乃至図７を参照して説明
する。図５は、本実施例の携帯電話機を用いてカメラ撮影を行う場合の表示レイアウトを
示す図であり、図６は、本実施例の携帯電話機を用いて長い文章などを入力する場合の表
示レイアウトを示す図である。また、図７は、本実施例の携帯電話機を用いて対戦型ゲー
ムを行う場合の表示レイアウトを示す図である。なお、本実施例の携帯電話機の構成は第
１の実施例と基本的に同じであるため、特に詳細な説明は行わない。
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【００３８】
前記した第１の実施例では、ＴＶ電話機能を用いる場合の表示レイアウトについて記載
したが、近年の携帯電話機は様々な機能を備えており、各々の機能に適した表示レイアウ
トで表示することにより視認性や操作性を向上させることができる。そこで本実施例では
、本発明の表示レイアウトを様々な機能に適用する場合について述べる。
【００３９】
例えば、従来の携帯電話機のキー操作部は数字や文字を入力することを前提にしてキー
が配列されているが、携帯電話機をデジタルカメラとして利用する場合、カメラ撮影時に
はシャッターやズーム、ホワイトバランスの調整、露光の調整などができれば十分であり
、これらの操作を行うためのキーのみを配列した方が操作性が良くなる。そこで、本実施
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例では、図５に示すように、カメラモードを起動すると、予め記憶された表示レイアウト
に基づいて、一方のＬＣＤ（ここでは第１のＬＣＤ４）にはカメラで撮影している画像を
表示し、他方のＬＣＤ（ここでは第２のＬＣＤ６）にはメモリ３にカメラ撮影に必要な処
理を実行するためのキーを大きく表示すると共にその前面のタッチパネル（ここでは第２
のタッチパネル７）を有効にする。これにより、カメラ機能のキー操作に関して使い勝手
を向上させることができると共に誤操作を防止することができる。なお、この表示レイア
ウトはカメラ撮影時に限らず、ゲーム時やＴＶリモコン操作時などにも適用可能である。
【００４０】
また、従来の携帯電話機では、キー操作部は一方の筐体に設けられていたため、キー操
作部の面積を大きくすることができず、そのため、文字入力の際には各々のキーを押す回
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数によって異なる文字が選択されるようにしていたが、このような操作は煩雑であり、操
作性が悪いという問題があった。そこで本実施例では、図６に示すように、第１のＬＣＤ
４と第２のＬＣＤ６とを関連付け、メモリ３に予め記憶された表示レイアウトに基づいて
、パーソナルコンピュータのキーボードのような配列の複数のキーを、その配列を維持し
た状態で第１のＬＣＤ４と第２のＬＣＤ６とに分割して表示する。これにより、各々のキ
ーを何度も押す操作をする必要がなくなり、パーソナルコンピュータのように格段に早い
文字入力が可能となり、操作性を格段に向上させることができる。また、その入力結果を
第１のＬＣＤ４と第２のＬＣＤ６に連続して表示することにより多くの情報を一度に表示
することができ、視認性や操作性を格段に向上させることができる。
【００４１】
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また、従来の携帯電話機では、一方の筐体に表示部を設け、他方の筐体にキー操作部を
設けていたため、対戦型ゲームは自分とコンピュータという形式でしなければならなかっ
た。そこで本実施例では、図７に示すように、メモリ３に予め記憶された表示レイアウト
に基づいて、第１のＬＣＤ４と第２のＬＣＤ６の各々にゲーム画面とゲーム用操作ボタン
をレイアウトし、第１のタッチパネル５及び第２のタッチパネルを有効にする。つまり、
各々の筐体に独立して表示部とキー操作部がレイアウトされた状態にする。これにより、
従来の携帯電話機ではできなかった２人での対戦が可能となる。また、本発明ではヒンジ
構造により各々の筐体が接続されているため、図７（Ｂ）に示すように、お互いの画面が
見えない状態にすることにより、トランプや麻雀などの対戦ゲームに対応することも出来
る。
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【００４２】
なお、上記ではカメラ機能を使用する場合と、文字入力を行う場合と、ゲーム機能を使
用する場合の３つについて説明したが、図５乃至図７に示す表示レイアウトは、他の機能
を使用する場合にも同様に適用することができる。
【実施例３】
【００４３】
次に、本発明の第３の実施例に係る携帯電話機について、図８乃至図１０を参照して説
明する。図８は、本実施例に係る携帯電話機を実現するための手段を示すブロック図であ
り、図９及び図１０は、本発明の折り畳み型携帯電話機の表示レイアウトを示す図である
。
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【００４４】
前記した第１及び第２の実施例では、携帯電話機は通常の向き（第１のＬＣＤ４が上側
、第２のＬＣＤ６が下側）にして使用する場合を示したが、近年の携帯電話機の形状や構
造は様々であり、一見して向きを判別することが難しい場合もあり、向きを間違ってしま
う場合も考えられる。そこで本実施例では、どのような向きであっても使用できるように
表示レイアウトを変更する。
【００４５】
具体的に説明すると、本実施例の折り畳み型携帯電話機は、図８に示すように、無線デ
ータの送受信処理を行う無線部２と、様々なシーンに適した複数の表示レイアウトなどを
記憶するメモリ３と、携帯電話機の開閉状態を検出する開閉検出部１３と、携帯電話機の
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向きを検出する方向検出部１４と、一方の筐体（ここでは筐体Ａ）に設けられた第１のＬ
ＣＤ４、第１のタッチパネル５、第１のマイク１０ａ及び第１のレシーバ１１ａ（又は第
１のスピーカ１２ａ）と、他方の筐体（ここでは筐体Ｂ）に設けられた第２のＬＣＤ６、
第２のタッチパネル７、第２のマイク１０ｂ及び第２のレシーバ１１ｂ（又は第２のスピ
ーカ１２ｂ）と、写真撮影を行うための背面カメラ８及び正面カメラ９と、これらの動作
を制御するＣＰＵ１とを主な構成要素としている。なお、ここでは双方の筐体にマイクと
レシーバ（又はスピーカ）とを設けているが、第１の実施例と同様の構成にしてもよい。
【００４６】
方向検出部１４は携帯電話機の向きを監視しており、向きの変化に応じてＣＰＵ１に信
号を送信することで、ＣＰＵ１は向きに応じた各種制御を行うことができる。例えば、Ｃ
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ＰＵ１は方向検出部１４からの信号により携帯電話機が通常の向きになったことを認識す
ると、メモリ３から表示レイアウト（通常向きの表示レイアウト）を読み出し、その表示
レイアウトに基づいて、図９（ａ）に示すように、第１のＬＣＤ４に待受画面などの通常
画像を表示すると共に、第２のＬＣＤ６にキーを表示して第２のタッチパネル７を有効に
する。
【００４７】
一方、携帯電話機の上下の向きを逆にした場合、ＣＰＵ１は方向検出部１４からの信号
により携帯電話機の上下が逆になったことを認識すると、メモリ３から表示レイアウト（
上下逆向きの表示レイアウト）を読み出し、その表示レイアウトに基づいて、図９（ｂ）
に示すように、第２のＬＣＤ６に待受画面などの通常画像を逆向きに表示すると共に、第
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１のＬＣＤ４にキーを逆向きに表示して第２のタッチパネル７を有効にする。これにより
携帯電話機の向きが逆になった場合でも通常の向きと同様に操作することができる。また
、双方の筐体にマイクとレシーバ（又はスピーカ）を設けておけば、逆向きの状態で電話
機能を使用することもできる。
【００４８】
また、携帯電話機を横向きにした場合、ＣＰＵ１は方向検出部１４からの信号により携
帯電話機が横向きになったことを認識すると、メモリ３から表示レイアウト（横向きの表
示レイアウト）を読み出し、その表示レイアウトに基づいて、図１０に示すように、一方
のＬＣＤ（ここでは第１のＬＣＤ４）に待受画面などの通常画像を横向きに表示すると共
に、他方のＬＣＤ（ここでは第２のＬＣＤ６）にキーを横向きに表示して第２のタッチパ
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ネル７を有効にする。これにより携帯電話機の向きが横になった場合でも通常の向きと同
様に操作することができる。
【００４９】
このように、本実施例に折り畳み型携帯電話機によれば、方向検出部１４で検出した向
きに応じた表示レイアウトに基づいて、第１のＬＣＤ４及び第２のＬＣＤ６に表示する画
面の設定及びタッチパネルの有効／無効を制御するため、どのような向きであっても携帯
電話機を使用することができ、特に、双方の筐体にマイクとレシーバ（又はスピーカ）を
設けた場合には、上下の向きが逆であっても電話機能を使用することができ、視認性や操
作性を向上させることができる。
【００５０】
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なお、上記各実施例では、本発明の構造を折り畳み式の携帯電話機に適用する場合につ
いて示したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、一体型の携帯電話機に対
しても適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
本発明の構造は携帯電話機に限らず、ＰＤＡなどの携帯端末やゲーム機などの携帯機器
全般に対して適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の第１の実施例に係る携帯電話機の手段を示すブロック図である。
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【図２】本発明の第１の実施例に係る携帯電話機の外観構成を示す斜視図である。
【図３】本発明の第１の実施例に係る携帯電話機の表示レイアウトを示す図である。
【図４】本発明の第１の実施例に係る携帯電話機を用いた操作の手順を示すフローチャー
ト図である。
【図５】本発明の第２の実施例に係る携帯電話機の表示レイアウトを示す図である。
【図６】本発明の第２の実施例に係る携帯電話機の他の表示レイアウトを示す図である。
【図７】本発明の第２の実施例に係る携帯電話機の他の表示レイアウトを示す図である。
【図８】本発明の第３の実施例に係る携帯電話機の手段を示すブロック図である。
【図９】本発明の第３の実施例に係る携帯電話機の表示レイアウトを示す図である。
【図１０】本発明の第３の実施例に係る携帯電話機の他の表示レイアウトを示す図である
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。
【符号の説明】
【００５３】
１

ＣＰＵ

２

無線部

３

メモリ

４

第１のＬＣＤ

５

第１のタッチパネル

６

第２のＬＤＣ

７

第２のタッチパネル

８

背面カメラ

９

正面カメラ

１０

マイク

１０ａ

第１のマイク

１０ｂ

第２のマイク

１１

レシーバ

１１ａ

第１のレシーバ

１１ｂ

第２のレシーバ

１２
１２ａ

40

スピーカ
第１のスピーカ

50

(11)
１２ｂ

第２のスピーカ

１３

開閉検出部

１４

方向検出部

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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