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(57)【要約】
【課題】電子ブックを楽しんでいる場合に、ユーザの意
図しないタイミングで頁がめくられることを回避する。
【解決手段】上記課題を解決するために本願発明は、第
１表示部と、第２表示部とを備えた携帯端末装置であっ
て、複数の頁データからなるデータを記憶する記憶部と
、前記複数の頁データのうち少なくとも１以上の頁デー
タを前記第１表示部又は前記第２表示部のいずれかに表
示する表示制御部と、自機の状態を判定する状態判定部
と、を備え、前記表示制御部は、前記複数の頁データの
うち少なくとも１以上の頁データを前記第１表示部に表
示している場合において前記状態判定部により検出され
た自機の状態が所定の条件を満たしたときは、前記第１
表示部に表示されている頁データとは異なる頁データを
前記第２表示部に表示することを特徴とする。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１表示部と、第２表示部とを備えた携帯端末装置であって、
　複数の頁データからなるデータを記憶する記憶部と、
　前記複数の頁データのうち少なくとも１以上の頁データを前記第１表示部又は前記第２
表示部のいずれかに表示する表示制御部と、
　自機の状態を判定する状態判定部と、を備え、
　前記表示制御部は、前記複数の頁データのうち少なくとも１以上の頁データを前記第１
表示部に表示している場合において前記状態判定部により検出された自機の状態が所定の
条件を満たしたときは、前記第１表示部に表示されている頁データとは異なる頁データを
前記第２表示部に表示する
　ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項２】
　前記状態判定部は、自機の加速度を検出することにより自機の状態を検出し、
　前記表示制御部は、前記複数の頁データのうち少なくとも１以上の頁データを前記第１
表示部に表示している場合に、前記状態判定部により検出された加速度に応じて前記第１
表示部に表示されている頁データとは異なる頁データを前記第２表示部に表示する
　ことを特徴とする請求項１に記載の携帯端末装置。
【請求項３】
　前記状態判定部は、自機の傾きを検出することにより自機の状態を検出し、
　前記表示制御部は、前記複数の頁データのうち少なくとも１以上の頁データを前記第１
表示部に表示している場合に、前記状態判定部により検出された自機の傾きに応じて前記
第１表示部に表示されている頁データとは異なる頁データを前記第２表示部に表示する
　ことを特徴とする請求項１に記載の携帯端末装置。
【請求項４】
　前記第１表示部に頁データが表示されているときは前記第２表示部の照明を消灯する照
明制御部と、
　を備えたことを特徴とする請求項１乃至請求項３に記載の携帯端末装置。
【請求項５】
　前記携帯端末装置は、更に、前記第１表示部が設けられた第１筐体と、前記第２表示部
が設けられた第２筐体とから構成されており、
　前記表示制御部は、前記第１筐体に対する前記第２筐体の相対位置が前記第１表示部と
前記第２表示部とが同一方向から視認可能となる位置にあるときは、前記第１表示部には
頁データを表示し、前記第２表示部には自機が備える機能を使用するための画面を表示す
ること
　を特徴とする請求項１乃至請求項４に記載の携帯端末装置。
【請求項６】
　前記第１表示部は第１タッチパネルを含んで構成され、
　前記第１表示部に頁データが表示されていないときは前記第１タッチパネルによる操作
を有効とし、前記第１表示部に頁データが表示されているときは前記第１タッチパネルに
よる操作を無効とする操作制御部と、
　を備えたことを特徴とする請求項１乃至請求項５記載の携帯端末装置。
【請求項７】
　前記第２表示部は第２タッチパネルを含んで構成され、
　前記操作制御部は、前記第１筐体に対する前記第２筐体の相対位置が前記第１表示部と
前記第２表示部とが同一方向から視認可能となる位置にあるときは、前記第２タッチパネ
ルによる操作を有効とすること
　を特徴とする請求項６に記載の携帯端末装置。
【請求項８】
　前記頁データは、文字データ又は画像データからなるデータであることを特徴とする請
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求項１乃至請求項７に記載の携帯端末装置。
【請求項９】
　複数の頁データからなるデータを記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶されている頁データを表示する表示部と、
　自機の状態を判定する状態判定部と、を備え、
　前記表示部に第１の頁データを表示している場合において、前記状態判定部により自機
が所定角度以上回転したときは、前記第１の頁データとは異なる第２の頁データを前記表
示部に表示させる表示制御手段と、
　を備えたことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１０】
　第１表示部と、第２表示部とを備えた携帯端末装置であって、
　複数のデータを記憶する記憶部と、
　前記複数のデータのうち少なくとも１以上のデータを前記第１表示部又は前記第２表示
部のいずれかに表示する表示制御部と、
　自機の状態を判定する状態判定部と、を備え、
　前記表示制御部は、前記複数のデータのうち少なくとも１以上のデータを前記第１表示
部に表示している場合において前記状態判定部により検出された自機の状態が所定の条件
を満たしたときは、前記第１表示部に表示されているデータとは異なるデータを前記第２
表示部に表示する
　ことを特徴とする携帯端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子ブック機能を備えた携帯端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本のデータをメモリ等の記憶装置に記憶させ、記憶装置に記憶したデータを表示部に表
示させることで本の代わりに使用できる携帯型の電子ブックが実用化されている。この電
子ブックは、記憶装置の容量を増やすことで大量のデータを記憶させることができるので
、紙の本では持ち運ぶことができないような多数の本を１台の装置に格納することができ
る。
【０００３】
　従来の電子ブックでは、表示する頁を切り換えるためには次頁キー、前頁キーを操作す
る必要があり、複数頁先の頁または前の頁を読むときには、次頁キーを何回も操作する必
要があり、紙の本の頁を捲る操作とは異なる操作を行う必要があった。
【０００４】
　特許文献１には、見開きの２画面を有する電子表示装置において、頁めくりの操作を片
手で行えるようにすることが記載されている。特許文献１の発明は、２つの画面を連結す
るヒンジ部のユーザの指が届く範囲に回転式のスイッチを設け、電子表示装置を片手で持
った状態で、指でそのスイッチを操作して頁をめくることができるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
　特開２００３―１９６０１２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、例えば特許文献１に記載の電子表示装置においては、ユーザの指が届く範囲に
回転式のスイッチが設けられているので、ユーザの指が誤って回転式のスイッチに触れて
しまう場合がある。ユーザの指が誤って回転式のスイッチに触れてしまった場合には、ユ
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ーザの意図しないタイミングで頁がめくられる虞がある。
【０００７】
　また、近年、携帯電話機に本のデータを配信するサービスが開始されている。ユーザは
、受信した本のデータを携帯電話機で読むことができる。しかしながら、携帯電話機は操
作キーが密に配列されているため、頁をめくる操作を行う場合に、誤って隣接する操作キ
ーに触れてしまうときがある。そのため、ユーザの意図しない操作が実行されてしまう虞
がある。
【０００８】
　そのため、本発明の目的は、ユーザの意図しないタイミングで頁がめくられることを回
避することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために本願発明は、第１表示部と、第２表示部とを備えた携帯端末
装置であって、複数の頁データからなるデータを記憶する記憶部と、前記複数の頁データ
のうち少なくとも１以上の頁データを前記第１表示部又は前記第２表示部のいずれかに表
示する表示制御部と、自機の状態を判定する状態判定部と、を備え、前記表示制御部は、
前記複数の頁データのうち少なくとも１以上の頁データを前記第１表示部に表示している
場合において前記状態検出部により検出された自機の状態が所定の条件を満たしたときは
、前記第１表示部に表示されている頁データとは異なる頁データを前記第２表示部に表示
することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　上記構成を備えることにより、ユーザの意図しないタイミングで頁がめくられることを
回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】携帯電話機１の外観斜視図である。
【図２】携帯電話機１の構成を示す構成図である。
【図３】記憶部２３が有するブックデータ情報テーブル１００のデータ構造を示す。
【図４】加速度センサ１４が検出する軸方向及び回転方向を示す図である。
【図５】状態判定部１３が実行する動作の流れを示す図である。
【図６】次の頁を表示するために行う動作の流れを示す図である。
【図７】複数の電子ブックのデータから特定の電子ブックのデータを選択する際の使用形
態を示す図である。
【図８】回転方向により制御部２６が行う動作の流れを示す図である。
【図９】図８に続く、回転方向により制御部２６が行う動作の流れを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の携帯端末装置の一実施の形態として、携帯電話機１の実施の形態を図面
に基づき説明する。
〔実施の形態１〕
　図１（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）は、本実施の形態の携帯電話機１の外観斜視図である。携
帯電話機１は、上部筐体２と下部筐体４とから構成されている。上部筐体２には、タッチ
パネル２４を備えた表示部１０、スピーカ１７、及びマイク１６が設けられている。下部
筐体４には、タッチパネル２５を備えた表示部１１及びキー入力部２２が設けられている
。上部筐体２と下部筐体４とは、ヒンジ部３により結合している。
【００１３】
　図１（Ａ）は、上部筐体２と下部筐体４とが閉じた位置にある場合の外観斜視図である
。閉じた位置とは、上部筐体２に設けられている表示部１０と下部筐体４に設けられてい
る表示部１１とが互いに接するような相対位置にある場合である。本実施の形態では、こ
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の相対位置を閉じた位置と称する。
【００１４】
　図１（Ｂ）は、上部筐体２と下部筐体４とが開いた位置にある場合の外観斜視図である
。開いた位置とは、下部筐体４が上部筐体２に対して閉じた位置から約１８０度回転した
相対位置にある場合であり、上部筐体２に設けられた表示部１０と下部筐体４に設けられ
た表示部１１とを同一方向からの視認が可能な関係である。本実施の形態では、この関係
を開いた位置と称する。
【００１５】
　図１（Ｃ）は、上部筐体２と下部筐体４とが回転した位置にある場合の外観斜視図であ
る。回転した位置とは、下部筐体４が上部筐体２に対して閉じた状態から約３６０度回転
した相対位置にある場合であり、上部筐体２に設けられた表示部１０と下部筐体４に設け
られた表示部１１とを同一方向からの視認が不可能な関係である。本実施の形態では、こ
の関係を回転した位置と称する。図１（Ｃ）では、上部筐体２の表示部１０が視認可能な
視点から図示されているため、下部筐体４の表示部１１の図示は省略されている。
【００１６】
　図２は、本実施の形態に係る携帯電話機１の構成図である。携帯電話機１は、アンテナ
１８、無線部１９、アンテナ２０、チューナ２１、キー入力部２２、信号処理部１５、マ
イク１６、スピーカ１７、記憶部２３、表示部１０、表示部１１、状態判定部１３、位置
検出部１２、及び制御部２６により構成されている。
【００１７】
　無線部１９は、アンテナ１８を介して送受信する信号の変復調を行う。
【００１８】
　チューナ２１は、アンテナ２０を備えており、制御部２６より特定のテレビ番組の受信
を行う旨を示す指示を受け取ると、アンテナ２０を介して、複数のテレビ放送局よりデジ
タル放送によるそれぞれの放送波を受信し、受信した複数の放送波より特定のテレビ番組
を取得し、取得したテレビ番組を制御部２６へ出力する。
【００１９】
　キー入力部２２は、通話、データの入力、データの送信、携帯電話機１が備える機能の
動作指示等の操作を行う。キー入力部２２は、ユーザからキー操作にて動作指示を受け付
けると、受け付けた動作指示に対応する動作指示情報を制御部２６へ出力する。キー入力
部２２は、例えば通話キー、終話キー、決定キー、メールアプリを指示するキー、テレビ
放送の受信を指示するキー、数字入力又は文字入力が可能なキー等により構成されている
。
【００２０】
　信号処理部１５は、マイク１６から入力される音声信号を無線部１９を介して送信する
ための処理や、アンテナ１８から無線部１９を介して受信した音声信号をスピーカ１７へ
出力するための処理を行う。また、信号処理部１５は、無線部１９を介して電子メールや
後述するブックデータを受信し、制御部２６へ出力する。
【００２１】
　マイク１６は、入力された音声を音声信号として信号処理部１５へ出力する。
【００２２】
　スピーカ１７は、信号処理部１５にて処理された音声信号又は制御部２６より受け取っ
た音声データを音声として出力する。
【００２３】
　表示部１０は、タッチパネル２４を含んで構成され、制御部２６から受け取ったデータ
に基づく画像を表示する機能を有する。また、タッチパネル２４は、ユーザから、データ
の入力、データの送信、携帯電話機１が備える機能の動作指示等の操作を受け付ける。表
示部１０は、動作指示を受け付けると、受け付けた動作指示に対応する動作指示情報を制
御部２６へ出力する。
【００２４】
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　表示部１１は、タッチパネル２５を含んで構成され、制御部２６から受け取ったデータ
に基づく画像を表示する機能を有する。また、タッチパネル２５は、ユーザから、データ
の入力、データの送信、携帯電話機１が備える機能の動作指示等の操作を受け付ける。表
示部１１は、動作指示を受け付けると、受け付けた動作指示に対応する動作指示情報を制
御部２６へ出力する。
【００２５】
　状態判定部１３は、加速度センサ１４を含んで構成され、加速度センサ１４を用いて携
帯電話機１の状態を検出することにより、携帯電話機１が回転した位置にあるときに、表
示部１０と表示部１１とのうち、どちらの表示部が上方にあるかを判定する。表示部１０
が表示部１１より上方にあるとは、表示部１０がユーザの方向に露出していることを意味
し、表示部１１が表示部１０より上方にあるとは、表示部１１がユーザの方向に露出して
いることを意味する。
【００２６】
　具体的な状態判定部１３の判定方法を図４及び図５を用いて説明する。図４は、携帯電
話機１とＸ軸方向、Ｙ軸方向、Ｚ軸方向との関係を示す図である。加速度センサ１４は、
図４に示すように、鉛直方向の加速度（重力加速度）を検出する。状態判定部１３は、検
出された鉛直方向の加速度から３軸方向（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向、Ｚ軸方向）の加速度を算
出する機能を有する。ここでＸ軸方向は、上部筐体２の辺１０１と平行である。Ｙ軸方向
は、Ｘ軸に垂直な方向であって、上部筐体２の辺１００と平行である。Ｚ軸方向は、Ｘ軸
方向とＹ軸方向とによって形成される面に対して垂直に設けられ、下部筐体４から上部筐
体２に向かう方向を正の方向とし、上部筐体２から下部筐体４に向かう方向を負の方向と
する。
【００２７】
　図５は、状態判定部１３が行う処理を示した図である。状態判定部１３は、Ｚ軸方向の
加速度を検出する（Ｓ０１）。次に、状態判定部１３は、Ｚ軸方向の加速度が負の値であ
るときは（Ｓ０２のＮＯ）、表示部１０は表示部１１よりも上方にあると判定する（Ｓ１
１）。状態判定部１３は、Ｚ軸方向の加速度が正の値であるときは（Ｓ０２のＹＥＳ）、
表示部１１は表示部１０よりも上方にあると判定する（Ｓ０３）。状態判定部１３は、判
定した結果を制御部２６に出力する（Ｓ０４）。
【００２８】
　位置検出部１２は、上部筐体２に対する下部筐体４の相対位置を検出することにより、
携帯電話機１が閉じた位置にあるのか、開いた位置にあるのか、又は回転した位置にある
のかを検出する。位置検出部１２は、閉じた位置にあるときには接続され、開いた位置に
あるときには非接続される第１の開閉スイッチと、回転した位置にあるときには接続され
、開いた位置にあるときには非接続される第２の開閉スイッチとを有しており、第１の開
閉スイッチが接続されているか又は第２の開閉スイッチが接続されているかを検出するこ
とにより上部筐体２に対する下部筐体４の相対位置を検出する。例えば、位置検出部１２
は、第１の開閉スイッチが接続されている場合には閉じた位置にあることを検出し、第２
の開閉スイッチが接続されている場合は回転した位置にあることを検出し、第１の開閉ス
イッチと第２の開閉スイッチとが共に非接続にあるときは開いた位置にあることを検出す
る。位置検出部１３は、検出した位置を制御部２６へ出力する。開閉スイッチの例として
は、例えば上部筐体２と下部筐体４とに磁石センサを設けることが考えられる。磁石セン
サを設けることにより、閉じた位置にあるときは、互いの磁石センサが接続されるため電
気信号が流れ、開いた位置にあるときは、磁石センサは接続されないため電気信号は流れ
ない。
【００２９】
　記憶部２３は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ、不揮発性ＲＡＭ、フラッシュメモリ、
ＨＤＤ等で構成され、制御部２６で処理されるプログラム等を記憶する。
【００３０】
　また、記憶部２３は、画像データ、音楽データ、受信したメールデータ、ブックデータ
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を更に記憶する。ブックデータとは、本のデータであり、順序付けられた複数の頁データ
により構成されている。頁データは、文字データ、画像データ等を含んで構成されている
。記憶部２３は、図３に一例として示すように、ブックデータ情報テーブル１００を有し
ている。ブックデータ情報テーブル１００は、ブックデータの名称と、頁データとを関連
づけたテーブルであり、番号、データの名称、総頁数、頁番号とから構成されている。
【００３１】
　データの名称は、ブックデータの名称である。総頁数は、ブックデータを構成する頁デ
ータの総数である。頁番号は、ブックデータを表示部に表示する場合に、ブックデータを
構成する頁データのうち、どの頁データに基づく頁画像を表示するかを特定するための番
号である。例えば、ブックデータ情報テーブル１００における番号１には、ブックデータ
の名称としてブックデータA、総頁数として１００、頁番号として３が記憶されている。
これは、ブックデータAは１００頁の頁データにより構成され、ブックデータAを表示部に
表示するときは、１００頁の頁データのうち、３頁目の頁データに基づく頁画像を表示す
ることを表している。頁番号は、ブックデータの表示が終了した場合に、後述する制御部
２６からの情報に基づいて更新される。
【００３２】
　制御部２６は、携帯電話機１の全体動作の制御を行う処理部であり、例えばＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）などの処理手段である。また、制御部２６は、キー入力部２２
やタッチパネル２４、２５を介して入力された情報を検出し、動作の制御を行う。また、
制御部２６は、頁データに基づく頁画像を表示部に表示させる機能を有している。
【００３３】
　さらに制御部２６は、携帯電話機１が閉じた位置又は開いた位置から回転した位置に遷
移したときは、記憶部２３に保存されているブックデータのうち、ユーザにより選択され
たブックデータの頁画像を表示部１０又は表示部１１に表示する。制御部２６は、頁画像
を表示部１０又は表示部１１に表示する場合に、状態判定部１３により表示部１０が表示
部１１より上方にあると判定されたときは、頁画像を表示部１０に表示する。制御部２６
は、状態判定部１３により表示部１１が表示部１０より上方にあると判定されたときは、
頁画像を表示部１１に表示する。
【００３４】
　さらに制御部２６は、表示部１０に頁画像を表示している場合において、状態判定部１
３により表示部１１が表示部１０より上方にあると判定されたときは、表示部１０に表示
している頁画像の次の頁の頁画像を表示部１１に表示する。制御部２６は、表示部１１に
頁画像を表示している場合において、状態判定部１３により表示部１０が表示部１１より
上方にあると判定されたときは、表示部１１に表示している頁画像の次の頁の頁画像を表
示部１１に表示する。
【００３５】
　例えば、制御部２６は、３頁目の頁データに基づく頁画像が表示部１０に表示されてい
る場合において、状態判定部１３により表示部１１が表示部１０より上方にあると判定さ
れたときは、４頁目の頁データに基づく頁画像を表示部１０に表示する。
【００３６】
　さらに制御部２６は、携帯電話機１が回転した位置から開いた位置又は閉じた位置に遷
移したときは、頁画像の表示を終了する。この場合に制御部２６は、頁画像の表示を終了
する際に表示していた頁画像に対応した頁の番号を記憶部２３に保存する。
【００３７】
　さらに制御部２６は、携帯電話機１が回転した位置にあるときは、表示部１０及び表示
部１１に備えられているタッチパネルからの入力を受け付けないように制御する。
【００３８】
　さらに制御部２６は、表示部１０に頁画像を表示しているときは、表示部１１のバック
ライトを消灯し、表示部１１に頁画像を表示しているときは、表示部１０のバックライト
を消灯する。



(8) JP 2011-28673 A 2011.2.10

10

20

30

40

50

【００３９】
　次に、本実施の形態に係る携帯電話機１の動作を図６を用いて説明する。
【００４０】
　位置検出部１２は、上部筐体２に対する下部筐体４の相対位置を検出する（Ｓ２１）。
状態判定部１３は、位置検出部１２により回転した位置にあることが検出されたときは（
Ｓ２２のＹＥＳ）、表示部１０及び表示部１１のうち、いずれが上方にあるかを判定する
（Ｓ２３）。制御部２６は、状態判定部１３の判定結果を受け取ると、例えば図７に示す
ように、記憶部２３に記憶されているブックデータの名称一覧を表示する。本実施の形態
では一例として、表示部１０が表示部１１より上方にあると検出されたものとして記載す
る。
【００４１】
　制御部２６は、タッチパネル２４又はキー入力部２２を介して、表示しているブックデ
ータの中から特定のブックデータがユーザにより選択されたか否かを検出する（Ｓ２４）
。ユーザにより特定のブックデータが選択されたときは（Ｓ２４のＹＥＳ）、選択された
ブックデータの頁画像を表示部１０に表示する（Ｓ２５）。この場合に制御部２６は、ブ
ックデータ情報テーブル１００を参照することにより頁番号を取得し、頁番号に対応した
頁データに基づく頁画像を表示部１０に表示する。例えば、ブックデータＡを表示する場
合は、３頁目の頁データに基づく頁画像を表示し、ブックデータＢを表示する場合は、２
０頁目の頁データに基づく頁画像を表示する。ブックデータＣは関連付けられた頁番号が
無いので、１頁目の頁データに基づく頁画像を表示する。
【００４２】
　次に制御部２６は、状態判定部１３による判定結果が変更されたか否かを検出する（Ｓ
２６）。制御部２６は、状態判定部１３による判定結果が変更されたときは（Ｓ２６のＹ
ＥＳ）、例えば表示部１０が表示部１１より上方にある状態から表示部１１が表示部１０
より上方にある状態に変更されたときは、表示部１０に表示している頁画像の次の頁の頁
画像を表示部１１に表示する（Ｓ２７）。
【００４３】
　制御部２６は、状態判定部１３による判定結果が変更されていないときは（Ｓ２６のＮ
Ｏ）、上部筐体２に対する下部筐体４の相対位置が遷移したか否かを検出する（Ｓ３１）
。制御部２６は、相対位置が回転した位置以外の位置に遷移したときは（Ｓ３１のＹＥＳ
）、頁画像の表示を終了する（Ｓ３２）。
【００４４】
　以上の動作により、ユーザは、例えばタッチパネル２４，２５やキー入力部２２等を用
いて次の頁の表示を指示しなくとも、携帯電話機１を半回転させるだけで次の頁を表示す
ることができる。その為、本実施の形態における携帯電話機１は、ユーザの指が頁めくり
を指示する操作キーに誤って触れることがないので、ユーザの意図しないタイミングで頁
がめくられることを回避することができる。
〔実施の形態２〕
　上記実施の形態１では、携帯電話機１を半回転させた場合に、次の頁を表示する実施の
形態を示した。しかしながら、場合によっては、次の頁ではなく前の頁に戻りたい場合も
考えられる。そのため、本実施の形態では、次の頁だけではなく、前の頁に戻ることが可
能な携帯電話機１を説明する。
【００４５】
　本実施の形態に係る携帯電話機１の外観斜視図及び構成図は実施の形態１と同じである
。実施の形態１と異なる構成のみ説明する。
【００４６】
　状態判定部１３は、実施の形態１で説明した機能の他に、加速度センサ１４を用いて携
帯電話機１の回転方向を判定する機能を更に有する。具体的には、状態判定部１３は、Ｘ
軸方向、Ｙ軸方向、Ｚ軸方向の夫々における単位時間あたりの加速度の値の変化を検出す
ることにより、回転方向を検出する。状態判定部１３は、回転方向として、左回転、右回
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転、上回転、下回転の４つの回転を判定する。図４に示すように、左回転は、Ｙ軸方向を
中心とし、反時計周りに回転する回転であり、右回転は、Ｙ軸方向を中心とし、時計周り
に回転する回転である。図４に示すように、上回転は、Ｘ軸方向を中心とし、時計周りに
回転する回転であり、下回転は、Ｘ軸方向を中心とし、反時計周りに回転する回転である
。状態判定部１３は、判定した結果を制御部２６に出力する。
【００４７】
　制御部２６は、実施の形態１で説明した機能の他に、状態判定部１３による判定結果に
基づき、次の制御を行う。制御部２６は、左回転である場合には次の頁の頁画像を表示す
る。制御部２６は、右回転である場合には前の頁の頁画像を表示する。制御部２６は、上
回転である場合は、現在選択されているブックデータの頁画像の表示を終了し、選択され
ていたブックデータの次に保存されているブックデータの頁画像を表示する。制御部２６
は、下回転である場合は、現在選択されているブックデータの頁画像の表示を終了し、選
択されていたブックデータの前に保存されているブックデータの頁画像を表示する。
【００４８】
　例えば、制御部２６は、ブックデータBの２０頁目の頁データに基づく頁画像を表示し
ている場合に、回転が上回転であると判定されたときは、ブックデータCの１頁目の頁デ
ータに基づく頁画像を表示し、回転が下回転であると判定されたときは、ブックデータA
の３頁目の頁データに基づく頁画像を表示する。
【００４９】
　本実施の形態に係る携帯電話機１の動作を図８及び図９を用いて説明する。
【００５０】
　位置検出部１２は、上部筐体２に対する下部筐体４の相対位置を検出する（Ｓ４１）。
状態判定部１３は、位置検出部１２により回転した位置にあることが検出されたときは（
Ｓ４２のＹＥＳ）、表示部１０及び表示部１１のうち、いずれが上方にあるかを判定する
（Ｓ４３）。制御部２６は、状態判定部１３の判定結果を受け取ると、例えば図７に示す
ように、上方にある表示部にブックデータの名称一覧を表示する。本実施の形態では、表
示部１０が表示部１１より上方にあると判定されたものとして記載する。
【００５１】
　制御部２６は、タッチパネル２４，２５又はキー入力部２２を介して、表示しているブ
ックデータの中から特定のブックデータがユーザにより選択されたか否かを検出する（Ｓ
４４）。ユーザにより特定のブックデータが選択されたときは、選択されたブックデータ
の頁画像を表示部に表示する（Ｓ４５）。本実施の形態では一例として、ブックデータＢ
がユーザにより選択されたものとする。そのため、表示部１０には、ブックデータＢの２
０頁目の頁データに基づく頁画像が表示されている。
【００５２】
　次に、状態判定部１３は、携帯電話機１が回転したか否かを判定する（Ｓ４６）。制御
部２６は、携帯電話機１が左回転したと判定された場合には（Ｓ４７のＹＥＳ）、表示部
１１に次の頁の頁画像を表示する（Ｓ４８）。つまり、２１頁目の頁データに基づく頁画
像が、表示部１１に表示される。
【００５３】
　制御部２６は、携帯電話機１が右回転したと判定された場合には（Ｓ６１のＹＥＳ）、
表示部１１に前の頁の頁画像を表示する（Ｓ６２）。つまり、表示部１１に１９頁目の頁
データに基づく頁画像が表示される。
【００５４】
　制御部２６は、携帯電話機１が上回転したと判定されたときは（Ｓ７１のＹＥＳ）、ブ
ックデータＢの頁画像の表示を終了し（Ｓ７２）、ブックデータＣの１頁目の頁データに
基づく頁画像を表示部１１に表示する（Ｓ７３）。
【００５５】
　制御部２６は、携帯電話機１が下回転したと判定されたときは（Ｓ８１のＹＥＳ）、ブ
ックデータＢの頁画像の表示を終了し（Ｓ８２）、ブックデータＡの３頁目の頁データに
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基づく頁画像を表示部１１に表示する（Ｓ８３）。
【００５６】
　制御部２６は、状態判定部１３により回転していないと判定されたときは（Ｓ４６のＮ
Ｏ）、上部筐体２に対する下部筐体４の相対位置が遷移したか否かを検出する（Ｓ５１）
。制御部２６は、相対位置が回転した位置以外の位置に遷移したときは（Ｓ５１のＹＥＳ
）、表示しているブックデータの表示を終了する（Ｓ５２）。
【００５７】
　以上の動作により、ユーザは、例えばタッチパネルやキー入力部等を用いて次の頁の表
示を指示しなくとも、携帯電話機１を半回転させるだけで次の頁の表示、前の頁の表示、
表示するブックデータの変更等を行うことができる。
〔その他の実施形態〕
　（１）本実施の形態において、ユーザによりブックデータが選択された後は、タッチパ
ネル２４，２５による入力及びキー入力部２２による操作を無効とすることとしてもよい
。これにより、頁画像を表示している場合に、ユーザの指が触れることによる誤操作を回
避することができる。
【００５８】
　（２）本実施の形態では、加速度センサにより検出された加速度を用いて表示部１０が
表示部１１より上方にあるか、又は表示部１１が表示部１０より上方にあるかを判断した
が、必ずしもこの場合に限らない。例えば、Ｘ軸方向、Ｙ軸方向、Ｚ軸方向の加速度から
、水平面に対する携帯電話機１の傾き（水平面に対する角度）を算出し、算出された傾き
に基づいて表示部１０が表示部１１より上方にあるか、又は表示部１１が表示部１０より
上方にあるかを判断してもよい。また、左回転、右回転、上回転、下回転を判断する場合
も、算出された傾きの単位時間あたりの変化を算出することにより左回転、右回転、上回
転、下回転を判断してもよい。
【００５９】
　（３）本実施の形態では、ブックデータの頁めくりを行うことで記載したが、必ずしも
ブックデータの頁めくりに限定されない。例えば、カメラ等で撮影した画像データを表示
している場合において、左回転を検出したときは、表示している画像データの次に撮影さ
れた画像データを表示することとしてもよい。また、画像データを表示している場合にお
いて、上回転を検出すると、最新に受信したメール本文を表示することとしてもよい。つ
まり、第１のデータ群に含まれる第１のデータを表示している場合に、第１方向の回転を
検出したときは第１のデータ群に含まれかつ第１のデータとは異なるデータを表示し、第
１方向とは異なる第２方向の回転を検出したときは第１のデータの表示を終了し、第２の
データ群に含まれる第２のデータを表示することとしてもよい。
【００６０】
　（４）本実施の形態では、回転した位置から開いた位置に遷移したときは、頁画像の表
示を終了することで記載したが、必ずしも終了しなくてもよい。例えば、表示部１０にブ
ックデータＢの頁画像を表示している場合に、回転した位置から開いた位置に遷移したと
きは、頁画像の表示は終了させずに、表示部１１には携帯電話機１が備える機能を使用す
るための画面を表示させることとしてもよい。表示部１１に機能を使用するための画面を
表示させるので、ユーザは頁画像を見ながら、携帯電話機１が備える機能を選択し、使用
することができる。機能を使用するための画面とは、例えば機能一覧を表示したメニュー
画面や、通常の待ち受け画面等が考えられる。また、携帯電話機１が備える機能とは、例
えば、メールに関する機能（例えば、メールの作成、作成したメールの送信、受信したメ
ールの表示等）、テレビの視聴、カメラ等の撮像部が設けられている場合にはカメラ機能
等が考えられる。
【００６１】
　（５）また、頁画像を表示しているときはタッチパネル等からの入力を無効としていた
が、回転した位置から開いた位置に遷移したときはタッチパネル等からの入力を有効とし
てもよい。これにより、例えば（３）において、表示部１１に表示された機能に対してタ
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ッチパネル２５による操作を行うことができる。タッチパネルからの入力を有効とする場
合に、表示部１０又は表示部１１のどちらか一方のみを有効としてもよし、両方を有効と
してもよい。
【００６２】
　（６）本実施の形態では、携帯電話機にて記載したが、必ずしも携帯電話機に限定する
必要は無い。例えば、ＰＤＡ、携帯端末装置であってもよい。
【００６３】
　（７）本実施の形態では、ブックデータをアンテナ１８を介して受信することで記載し
たが、必ずしもアンテナ１９を介して受信することに限らない。ブックデータが保存され
たメモリカード等の記憶媒体を携帯電話機に装着し、記憶媒体からブックデータを取得す
ることとしてもよい。
【００６４】
　（８）本実施の形態では、表示部１０と表示部１１とを備え、半回転させることで頁め
くりの制御等を行ったが、必ずしもこれに限定する必要は無い。例えば表示部１０のみを
備え、１回転させることにより頁めくりの制御等を行うこととしてもよい。
【００６５】
　（９）本実施の形態では、バックライトの消灯、及びタッチパネルやキー入力部からの
操作の無効／有効を制御部が制御することで記載したが、必ずしも制御部が制御する必要
は無い。例えば、制御部とは異なる照明制御部、操作制御部を設け、照明制御部がバック
ライトの消灯を、操作制御部がタッチパネルやキー入力部からの操作の無効／有効の制御
を行うこととしてもよい。
【００６６】
　この他、実施の形態は、特許請求の範囲に示された技術思想の範囲内において、適宜、
種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【００６７】
　１　　携帯電話機
　２　　上部筐体
　３　　ヒンジ部
　４　　下部筐体
　１０　表示部
　１１　表示部
　１２　位置検出部
　１３　状態判定部
　１４　加速度センサ
　１５　信号処理部
　１６　マイク
　１７　スピーカ
　１９　無線部
　２１　チューナ
　２２　キー入力部
　２３　記憶部
　２４　タッチパネル
　２５　タッチパネル
　２６　制御部
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