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(57)【要約】
【課題】親機端末と子機端末の合体時に子機のＬＣＤ表
示をタッチパネル操作画面へ自動的に切り替えることが
可能な構成と方法を有する端末装置であり、複数の端末
を着脱可能としつつ、小型で利便性の高い端末装置及び
端末システム制御方法を提供することを目的とする。
【解決手段】合体検出手段２１とタッチパネル２３と近
距離無線通信手段２２を備えた親機端末２０の中に合体
検出手段１１とＬＣＤ表示画面１３と近距離無線通信手
段１２を備えた子機端末１０が挿入されて合体する構造
で、子機端末１０のＬＣＤ表示画面１３の上の重なる位
置に、タッチパネル２３を親機端末２０に搭載して、双
方の近距離無線通信手段の１２と２２で、親子端末連携
の通信制御が可能な構成と方法を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
タッチパネルを有する第１端末と、
　表示画面を有する第２端末と、を備えた端末装置であって、
　前記第２端末は、前記第１端末に収納可能であり、
　前記第１端末に前記第２端末を収納した状態において、前記表示画面の直上に前記タッ
チパネルが配置され、
　前記第１端末に前記第２端末を収納した場合、前記第２端末は、前記表示画面にタッチ
パネル操作用画面を表示し、前記第１端末は、前記タッチパネルからの入力情報を前記第
２端末へ送信する端末装置。
【請求項２】
前記第１端末及び前記第２端末は、互いに近距離無線通信手段を備え、
　前記近距離無線通信手段により、前記タッチパネルで検出した情報を前記第１端末から
前記第２端末へ送信することを特徴とする請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
前記タッチパネルによる操作が前記第１端末を制御するか前記第２端末を制御するかを切
り替え可能とすることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の端末装置。
【請求項４】
タッチパネルを有する第１端末と、
　表示画面を有する第２端末と、を備え、
　前記第２端末は、前記第１端末に収納可能であり、
　前記第１端末に前記第２端末を収納した状態において、前記表示画面の直上に前記タッ
チパネルが配置される端末システムの制御方法であって、
　前記第１端末に前記第２端末を収納したことを検出する検出ステップと、
　前記検出ステップにより前記収納が検出された場合、前記表示画面にタッチパネル操作
用画面を表示する表示ステップと、
　前記検出ステップにより前記収納が検出された場合、前記タッチパネルからの入力情報
を前記第２端末へ送信する送信ステップと、を備えた端末システムの制御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、親機と子機の２台の端末が合体・分離可能な構成を有する端末装置に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の２台の端末が合体・分離可能な構成を有する端末装置としては、例えば
、特許文献１に記載されているようなものがあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３―８７３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の技術では親機端末と子機端末を組み合わせることで端末装置の大
型化につながってしまう。
【０００５】
　ここで、端末装置の小型化のために、子機を親機の中に挿入するような構造が考えられ
る。しかし、このような構造の場合、子機が親機に内包されてしまうため、子機を親機の
中に挿入した状態で子機を操作することができないという課題が生じた。
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【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するために、複数の端末を着脱可能としつつ、小型で利便性
の高い端末装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、タッチパネルを有する第１端末と、表示画面を有する第２端末と、を備えた
端末装置であって、前記第２端末は、前記第１端末に収納可能であり、前記第１端末に前
記第２端末を収納した状態において、前記表示画面の直上に前記タッチパネルが配置され
、前記第１端末に前記第２端末を収納した場合、前記第２端末は、前記表示画面にタッチ
パネル操作用画面を表示し、前記第１端末は、前記タッチパネルからの入力情報を前記第
２端末へ送信する端末装置を提供する。
【０００８】
　これにより、親機に子機を収納した状態でも子機を容易に操作することが可能となる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、複数の端末を着脱可能としつつ、小型で利便性の高い端末装置及び端
末システム制御方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】（Ａ）本発明の実施の形態１における合体概略構造図（Ｂ）本発明の実施の形態
１における分離概略構造図
【図２】本発明の実施の形態における子機端末ハードウェアブロック構成図
【図３】本発明の実施の形態１における親機端末ハードウェアブロック構成図
【図４】本発明の実施の形態１における動作処理フローチャート
【図５】本発明の実施の形態２における親機端末ハードウェアブロック構成図
【図６】本発明の実施の形態２における動作処理フローチャート
【図７】本発明の実施の形態における分離時の子機端末表示例を示す図
【図８】本発明の実施の形態における合体時の子機端末表示例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１２】
　（実施の形態１）
　図１（Ａ）は、本発明の実施の形態１における合体概略構造図である。
【００１３】
　第１の端末である親機端末２０は、折りたたみ可能な携帯端末を想定している。親機端
末２０は、上筐体側表面に大画面表示部２７を搭載し、下筐体側表面にキー操作部(ＱＷ
ＥＲＴＹキー)２５とタッチパッドおよびクリックデバイス２６を搭載している。親機端
末２０の下筐体の中に第２の端末である子機端末１０が収納されている。なお、本実施の
形態では、子機端末１０は、親機端末２０の下側から挿入されているが、これに限らず、
親機端末２０の内部に収納される構造であれば、どのような構造であっても構わない。
【００１４】
　図１（Ｂ）は、本発明の実施の形態１における分離図である。子機端末１０として携帯
電話の構成を一例にしており、構成等については、後述する。
【００１５】
　親機端末２０に子機端末１０が収納されているか（合体しているか）否かは、合体/分
離検出部１１と合体/分離検出部２１により検出される。合体/分離検出部１１と合体/分
離検出部２１とは、物理的に接続される場所に配置されている。なお、合体/分離検出部
１１の配置されている場所は、限定する必要はなく、子機端末１０の上面、下面、横面の
いずれかに配置して親機端末２０の合体/分離検出部２１と物理的に接続される合体構造
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であればよい。
【００１６】
　次に、図１（Ａ）において、子機端末１０の表示部１３の上の重なる位置に、親機端末
２０のタッチパネル２３が配置されている。表示部１３は、ＬＣＤや有機ＥＬ等の表示デ
バイスであればいずれのものでもよい。タッチパネル２３は、感圧式、静電式等のユーザ
の接触を検出するデバイスであればいずれのものでもよい。タッチパネル２３は、透明な
窓のようになっており、タッチパネル２３の下に表示部１３があることを視認できる。
【００１７】
　子機端末１０は、近距離無線通信手段１２を有し、親機端末２０は、近距離無線通信手
段２２を有している。近距離無線通信手段１２及び近距離無線通信手段２２は、赤外線通
信、ワイヤレスＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ等が考えられる。
【００１８】
　図２は、本発明の実施の形態における子機端末１０のハードウェアブロック構成図であ
る。
【００１９】
　図２において、子機端末１０として携帯電話の構成を一例にしている。子機端末１０は
、移動通信無線部１６と信号処理部１７と音声インターフェース１８とを備えている。
【００２０】
　さらに、子機端末１０は、合体/分離検出部１１、近距離無線通信部(Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ)１２、表示部(ＬＣＤ)１３、制御部１４、キー操作部１５を備えて構成される。
【００２１】
　図３は、本発明の実施の形態１における親機端末２０のハードウェアブロック構成図で
ある。親機端末２０は、合体/分離検出部２１、近距離無線通信部(Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ)
２２、タッチパネル２３、制御部２４、キー操作部２５、タッチパッド/クリックデバイ
ス２６、大画面表示部２７、大画面タッチパネル２８を備えて構成される。
【００２２】
　図４は、本発明の実施の形態１における動作処理フローチャートである。
【００２３】
　子機端末１０が分離状態の時には、ステップＳ１１で表示部（ＬＣＤ）１３は、図７の
子機端末表示例に示しているような通常メニュー表示画面になっている。合体/分離検出
部１１と合体/分離検出部２１、それぞれで子機端末１０と親機端末２０の合体状態かど
うかを検出して判断する（ステップＳ１２）。子機端末１０の制御部１４での判断結果、
合体検出がＮｏの時は、ステップＳ１１の処理に戻る。ステップＳ１２で合体検出がＹｅ
ｓの時は、親機端末２０の制御部２４からの制御で、近距離無線通信部(Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ)２２を介して子機端末１０を制御する。近距離無線通信部(Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ)１
２を介して受信した制御情報と子機端末１０の制御部１４での制御によって、表示部１３
を図８の子機端末表示例に示しているような合体時のタッチパネル用メニュー表示画面に
自動的に切り替わる（ステップＳ１３）。ステップＳ１３では、親機端末２０の制御部２
４からの制御で、大画面表示部２７を表示Ｏｆｆ（スリープ）にすることが可能である。
次に親機端末２０の小型タッチパネル２３上で指操作により押下された座標情報を取り込
み、制御部２４からの制御で、近距離無線通信部(Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ)２２を介して、親
機端末２０から子機端末１０へ座標情報を送信する（ステップＳ１４）。近距離無線通信
部(Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ)１２を介して受信した座標情報と子機端末１０の制御部１４での
制御によって、表示部１３のタッチパネル用メニュー表示画面を制御する（ステップＳ１
５）。合体/分離検出部１１と合体/分離検出部２１、それぞれで子機端末１０と親機端末
２０の合体状態が継続しているかどうかを検出して判断する（ステップＳ１６）。ステッ
プＳ１６で合体継続がＹｅｓの時は、ステップＳ１４の処理に戻り、合体時のタッチパネ
ル用メニュー表示画面の親子連携制御を継続する。ステップＳ１６で合体継続がＮｏの時
は、子機端末１０が分離状態として合体/分離検出部１１と制御部１４で判断してステッ
プＳ１１の処理に戻り、図７の子機端末表示例に示しているような通常メニュー表示画面
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に自動的に切り替わる。
【００２４】
　上記の動作によって、親機端末と子機端末連携の通信制御が可能な構成と方法を有する
合体・分離可能な端末装置を提供することができる。
【００２５】
　これにより、親機と子機の携帯端末合体時に子機の表示をタッチパネル操作画面へ自動
的に切り替え、タッチパネルの入力情報を親機から子機へ出力することが可能となり、子
機を親機に収納した状態において、子機を親機から取り出さずに操作することができる。
また、タッチパネルにより子機を操作することで直感的に子機を操作することが可能とな
る。さらに、子機にタッチパネルを設ける必要がないため、子機の小型化を図ることがで
き、子機の親機への収納が容易となる。
【００２６】
　なお、タッチパネル２３は、透明な窓としたが、表示部１３があることを視認可能であ
れば、いかなるものであっても構わない。
【００２７】
　また、合体/分離検出部１１と合体/分離検出部２１に赤外線検出や照度センサー等を用
いて、親機端末２０に子機端末１０が収納されているか否かを検出してもよい。
【００２８】
　また、合体/分離検出部１１と合体/分離検出部２１とが一つであってもよい。この場合
、近距離無線通信部１２もしくは２２により、合体/分離検出したことを他端末へ通知し
てもよい。
【００２９】
　（実施の形態２）
　図２は、本発明の実施の形態２においても共通である。
【００３０】
　図５は、本発明の実施の形態２における親機端末ハードウェアブロック構成図である。
親機端末２０は、合体/分離検出部２１、近距離無線通信部(Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ)２２、
小型タッチパネル２３、制御部２４、キー操作部２５、大画面表示部２７を備えて構成さ
れる。
【００３１】
　本発明の実施の形態２における合体概略構造は図１と共通であるが、親機端末２０にタ
ッチパッド/クリックデバイス２６と大画面タッチパネル２８を備えていない。
【００３２】
　図６は、本発明の実施の形態２における動作処理フローチャートである。
【００３３】
　合体/分離検出部１１と合体/分離検出部２１、それぞれで子機端末１０と親機端末２０
の合体状態かどうかを検出して合体状態の時は、親機端末２０の制御部２４からの制御で
、近距離無線通信部(Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ)２２を介して子機端末１０を制御する。近距離
無線通信部(Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ)１２を介して受信した制御情報と子機端末１０の制御部
１４での制御によって、表示部１３を表示Ｏｎにしてから、図８の子機端末表示例に示し
ているような合体時のタッチパネル用メニュー表示画面に自動的に切り替わる（ステップ
Ｓ２１）。ステップＳ２１では、親機端末２０の制御部２４からの制御で、大画面表示部
２７を表示Ｏｆｆ（スリープ）にすることが可能である。次に親機端末２０の小型タッチ
パネル２３上で指操作により押下された座標情報を取り込み、制御部２４からの制御で、
近距離無線通信部(Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ)２２を介して、親機端末２０から子機端末１０へ
座標情報を送信する（ステップＳ２２）。近距離無線通信部(Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ)１２を
介して受信した座標情報と子機端末１０の制御部１４での制御によって、表示部１３のタ
ッチパネル用メニュー表示画面を制御する（ステップＳ２３）。合体/分離検出部１１と
合体/分離検出部２１、それぞれで子機端末１０と親機端末２０の合体状態が継続してい
るかどうかを検出して判断する（ステップＳ２４）。
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【００３４】
　ステップＳ２４で合体継続がＮｏの時は、子機端末１０が分離状態として合体/分離検
出部１１と制御部１４で判断して図７の子機端末表示例に示しているような通常メニュー
表示画面に自動的に切り替わり、同時に合体/分離検出部２１で子機端末１０が分離され
たことを親機端末２０側でも判断して制御部２４からの制御によって、親機端末２０の大
画面表示部２７を表示Ｏｎにして小型タッチパネル２３を親機大画面操作用のカーソル制
御とクリック動作デバイスとして、動作できるように切り替える（ステップＳ２５）。次
に親機端末２０の小型タッチパネル２３上で指操作により押下された座標情報を取り込み
、制御部２４へ通知する（ステップＳ２６）。小型タッチパネル２３上での指操作による
動作を制御部２４からの制御により、大画面表示部２７のカーソル制御とクリック動作を
実行する（ステップＳ２７）。合体/分離検出部１１と合体/分離検出部２１、それぞれで
子機端末１０と親機端末２０の合体状態かどうかを検出して判断する（ステップＳ２８）
。ステップＳ２８で親機端末２０の合体/分離検出部２１で子機端末１０の合体検出がＮ
ｏと判断された時は、ステップＳ２６の処理に戻る。ステップＳ２８で親機端末２０の合
体/分離検出部２１で子機端末１０の合体検出がＹｅｓと判断された時は、親機端末２０
の制御部２４からの制御で、近距離無線通信部(Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ)２２を介して子機端
末１０を制御してＳ２１の処理に戻る。
【００３５】
　ステップＳ２４で合体継続がＹｅｓの時は、小型タッチパネル２３上で指操作により押
下された座標情報により親機制御への切り替えが選択されたかどうかを子機端末１０の制
御部１４が判断する（ステップＳ２９）。ステップＳ２９でＮｏ判断の時は、ステップＳ
２２の処理に戻る。ステップＳ２９でＹｅｓ判断の時は、子機端末１０の制御部１４から
の制御で、表示部１３を表示Ｏｆｆもしくはメニュー表示なしの背景色だけの表示にして
から、近距離無線通信部(Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ)１２と近距離無線通信部(Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ)２２との通信を介して、子機端末１０から親機端末２０へ表示切替通知を行い、制
御部２４からの制御によって、親機端末２０の大画面表示部２７を表示Ｏｎにして小型タ
ッチパネル２３を親機大画面操作用のカーソル制御とクリック動作デバイスとして、動作
できるように切り替える（ステップＳ３０）。次に親機端末２０の小型タッチパネル２３
上で指操作により押下された座標情報を取り込み、制御部２４からの制御により、大画面
表示部２７のカーソル制御とクリック動作を実行する（ステップＳ３１）。小型タッチパ
ネル２３上で指操作により押下された座標情報により、制御部２４の制御で親機端末２０
の大画面表示部２７上のカーソル制御とクリック動作により、小型タッチパネル２３を親
機大画面操作用から表示部１３用のタッチパネル用メニュー表示画面への切り替えが選択
されたかどうかを親機端末２０の制御部２４が判断する（ステップＳ３２）。ステップＳ
３２でＮｏ判断の時は、ステップＳ３１の処理に戻る。ステップＳ３２でＹｅｓ判断の時
は、親機端末２０の制御部２４からの制御で、近距離無線通信部(Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ)２
２を介して子機端末１０を制御してＳ２１の処理に戻る。
【００３６】
　上記の動作によって、親機に親機操作用のタッチパッドや大画面用タッチパネルを備え
ない構成でも、小型タッチパネルを親機大画面操作用のカーソル制御とクリック動作デバ
イスとして、子機操作用のタッチパネル操作画面との兼用切り替えが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明は、表示画面を備えた子機端末を親機端末に合体・分離可能な構成を有する端末
装置で、合体時に子機を親機とは独立して操作させる用途に有用である。
【符号の説明】
【００３８】
　１０　　子機端末
　１１　　合体/分離検出部
　１２　　近距離無線通信部(Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ)
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　１３　　表示部(ＬＣＤ)
　１４　　制御部
　１５　　キー操作部
　１６　　移動通信無線部
　１７　　信号処理部
　１８　　音声インターフェース
　２０　　親機端末
　２１　　合体/分離検出部
　２２　　近距離無線通信部(Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ)
　２３　　小型タッチパネル
　２４　　制御部
　２５　　キー操作部
　２６　　タッチパッド/クリックデバイス
　２７　　大画面表示部
　２８　　大画面タッチパネル

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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