
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面及び下面のいずれかに表示画面を持つ上側ユニットと、上面及び下面のいずれかに
操作面を持つ下側ユニットとが開閉及び回動自在に結合された折り畳み式携帯情報端末で
あって、
　前記上側ユニットと前記下側ユニットとの相対姿勢の変動を検出する検出手段と、着信
時に前記検出手段

を検出した時に 応
答保留状態とする制御手段とを有することを特徴とする折り畳み式携帯情報端末。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記検出手段にて前記上側ユニットの

への変位を検出 応答保留解除状態とすることを特徴
とする請求項１記載の折り畳み式携帯情報端末。
【請求項３】
　外部機器とのインタフェース手段を含み、
　前記制御手段は、前記検出手段が を検
出しかつ前記外部機器との接続を検出した時に 応答保留状態とすることを特徴とする
請求項１または請求項２記載の折り畳み式携帯情報端末。
【請求項４】
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にて前記上側ユニットと前記下側ユニットとを折り畳んだ閉じた状態か
ら前記上側ユニットと前記下側ユニットとを展開した開いた状態への移行の途中の予め設
定された所定位置に前記上側ユニットが変位したこと 当該着信に対して

前記所定位置から前記開いた状
態 しかつ前記応答保留状態にある時に

前記所定位置に前記上側ユニットが変位したこと
前記



　前記制御手段は、着信時に前記検出手段が
変位を検出した時にその変位位置に対応した応答保留ガイダ

ンスを出力するよう制御することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか記載の折
り畳み式携帯情報端末。
【請求項５】
　前記制御手段は、着信時に前記上側ユニットが予め指定された所定位置にある時にのみ
、前記上側ユニットの他の所定位置への変位を検出して 応答保留状態とすることを特
徴とする請求項１から請求項４のいずれか記載の折畳み式携帯情報端末。
【請求項６】
　前記制御手段は、着信時に前記上側ユニットが予め指定された所定位置にありかつ所定
の動作モードにある時のみ、前記上側ユニットの他の所定位置への変位を検出して 応
答保留状態とすることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか記載の折畳み式携帯
情報端末。
【請求項７】
　上面及び下面のいずれかに表示画面を持つ上側ユニットと、上面及び下面のいずれかに
操作面を持つ下側ユニットとが開閉及び回動自在に結合された折り畳み式携帯情報端末

応答保留方法であって、
　 前記上側ユニットと前記下側ユニットとの相対姿勢の
変動を検出するステップと、着信時に

が検出された時に
応答保留状態とするステップとを することを特徴とする応答保留方法

。
【請求項８】
　 前記上側ユニットの
への変位を検出 応答保留解除状態とするステップを

ことを特徴とする請求項７記載の応答保留方法。
【請求項９】
　 前記応答保留状態とするステップ 、

を検出しかつ外部機器との接続を検出した時に
応答保留状態とすることを特徴とする請求項７または請求項８記載の応答保留方法。

【請求項１０】
　 前記着信時に

変位を検出した時にその変位位置に対応した応答保留ガ
イダンスを出力するステップを ことを特徴とする請求項７から請求項９のいずれ
か記載の応答保留方法。
【請求項１１】
　 前記応答保留状態とするステップ 、前記着信
時に前記上側ユニットが予め指定された所定位置にある時にのみ、前記上側ユニットの他
の所定位置への変位を検出して 応答保留状態とすることを特徴とする請求項７から請
求項１０のいずれか記載の応答保留方法。
【請求項１２】
　 前記応答保留状態とするステップ 、前記着信
時に前記上側ユニットが予め指定された所定位置にありかつ所定の動作モードにある時の
み、前記上側ユニットの他の所定位置への変位を検出して 応答保留状態とすることを
特徴とする請求項７から請求項１０のいずれか記載の応答保留方法。
【請求項１３】
　上面及び下面のいずれかに表示画面を持つ上側ユニットと、上面及び下面のいずれかに
操作面を持つ下側ユニットとが開閉及び回動自在に結合された折り畳み式携帯情報端末

であって、
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予め設定された複数の所定位置のうちのいず
れかへの前記上側ユニットの

前記

前記

に
用いる

前記折り畳み式携帯情報端末が、
前記上側ユニットと前記下側ユニットとを折り畳ん

だ閉じた状態から前記上側ユニットと前記下側ユニットとを展開した開いた状態への移行
の途中の予め設定された所定位置に前記上側ユニットが変位したこと 当
該着信に対して 実行

前記折り畳み式携帯情報端末が、 前記所定位置から前記開いた状態
しかつ前記応答保留状態にある時に 実

行する

前記折り畳み式携帯情報端末が、 において 前記所定
位置に前記上側ユニットが変位したこと 前
記

前記折り畳み式携帯情報端末が、 予め設定された複数の所定位置のうちの
いずれかへの前記上側ユニットの

実行する

前記折り畳み式携帯情報端末が、 において

前記

前記折り畳み式携帯情報端末が、 において

前記

に
おいてコンピュータに実行させるためのプログラム



　 コンピュータに、前記上側ユニットと前記下側ユニットとの相対姿勢の変動を検出
する処理と、着信時に

が検出された時に
応答保留状態とするステップとを含むことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は折り畳み式携帯情報端末及びそれに用いる応答保留方法並びにそのプログラムに
関し、特に上側ユニットと下側ユニットとが開閉及び回動自在な折り畳み式携帯情報端末
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、折り畳み式携帯情報端末、特に折り畳み式携帯電話機においては、ストレートタイ
プよりもコンパクトに収納することができ、誤って操作部のキー操作が行われることがな
いことから広く好まれ、その需要が拡大してきている。
【０００３】
一方、携帯電話機では、単に通話のみでなく、インタネット等のブラウザ、電子メール送
受信端末、スケジュール管理等の機能を付加した端末も活用されてきており、上記の機能
によって多量の文字情報や画像等を表示しやすくするために表示器の大型化が進んでいる
。
【０００４】
しかしながら、上記の折り畳みタイプの携帯電話機では、上下のユニットを開閉しなけれ
ばならないという煩雑さ、表示器が縦長であるための制約（横一行の表示文字数、横長の
画像の表示における制約）、デザイン（意匠）上の制約等がある。
【０００５】
これらの問題を解決するため、折り畳み式携帯電話機では、さらにその利便性を得るため
に、上側ユニットと下側ユニットとが開閉するのみならず、上側ユニットと下側ユニット
とを回動自在に結合するものも提案されている。例えば、この種の折り畳み式携帯電話機
については、特開平１１－３０２２６号公報や特開平１１－２１５２１８号公報等に開示
されたものがある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した折り畳み式携帯情報端末では、上側ユニットと下側ユニットとが
開閉するのみならず、上側ユニットと下側ユニットとを回動自在に結合することで、その
利便性の向上を図っているが、上側ユニットと下側ユニットとの回動が単に利用する動作
モードに応じた画面設定のみに用いられており、動作モードに応じた操作が操作キーから
しか行えないというという問題がある。
【０００７】
例えば、上側ユニットと下側ユニットとを回動させて表示部を横長にしてブラウザや電子
メール、あるいはゲーム等を行うモードの時に通話モードに移行しても、表示部を縦長に
戻してから通話モードに則した操作、つまり通話モードに則してオフフックしたり、また
は応答保留にしたりする操作を操作キーで行うこととなる。
【０００８】
そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、簡易な操作で応答保留及びその解除を設
定することができる折り畳み式携帯情報端末及びそれに用いる応答保留方法並びにそのプ
ログラムを提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明による折り畳み式携帯情報端末は、上面及び下面のいずれかに表示画面を持つ上
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前記
前記上側ユニットと前記下側ユニットとを折り畳んだ閉じた状態か

ら前記上側ユニットと前記下側ユニットとを展開した開いた状態への移行の途中の予め設
定された所定位置に前記上側ユニットが変位したこと 当該着信に対して



側ユニットと、上面及び下面のいずれかに操作面を持つ下側ユニットとが開閉及び回動自
在に結合された折り畳み式携帯情報端末であって、
　前記上側ユニットと前記下側ユニットとの相対姿勢の変動を検出する検出手段と、着信
時に前記検出手段

を検出した時に 応
答保留状態とする制御手段とを備えている。
【００１０】
　本発明による応答保留方法は、上面及び下面のいずれかに表示画面を持つ上側ユニット
と、上面及び下面のいずれかに操作面を持つ下側ユニットとが開閉及び回動自在に結合さ
れた折り畳み式携帯情報端末 応答保留方法であって、
　 前記上側ユニットと前記下側ユニットとの相対姿勢の
変動を検出するステップと、着信時に

が検出された時に
応答保留状態とするステップとを ている。

【００１１】
　本発明 は、上面及び下面のいずれかに表示画面を持つ上側ユニットと
、上面及び下面のいずれかに操作面を持つ下側ユニットとが開閉及び回動自在に結合され
た折り畳み式携帯情報端末 であって
、
　 コンピュータに、前記上側ユニットと前記下側ユニットとの相対姿勢の変動を検出
する処理と、着信時に

が検出された時に
応答保留状態とするステップとを含むことを特徴とする。
【００１２】
すなわち、本発明の折り畳み式携帯情報端末は、上側ユニットと下側ユニットとが開閉及
び回動自在に結合されており、着信時に、上側ユニット及び下側ユニットの開閉・回動操
作を検出して応答保留状態、あるいは応答保留解除状態とすることで、その操作性を向上
させることが可能となる。
【００１３】
これによって、本発明の折り畳み式携帯情報端末では、特定のキー操作を必要とすること
なく、応答保留状態あるいは応答保留解除状態とすることが可能となるので、他の動作モ
ードで使用中に、あるいは急な呼出しに対して簡単な操作で応答保留状態あるいは応答保
留解除状態にすることが可能となり、利便性を向上させることが可能となる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図１は本発明の一実施例の携帯
情報端末の概略構成を示すブロック図である。図１において、本発明の一実施例による携
帯情報端末は制御部１と、アンテナ２と、無線部３と、ＩＦ（インタフェース）部４と、
設定情報記憶部５と、応答ガイダンス記憶部６と、記録媒体７と、操作キー８とから構成
され、図示せぬ上側ユニットと下側ユニットとが開閉及び回動自在に結合されている。
【００１５】
制御部１は着信・終話制御部１１と、開閉検出部１２と、回転角度検出部１３と、動作モ
ード判定部１４と、表示制御部１５と、報知制御部１６と、ＩＦ接続判定部１７とから構
成されている。また、制御部１は主にコンピュータから構成され、このコンピュータが記
録媒体７に記録されたプログラムを実行することで上記の各部を実現している。
【００１６】
着信・終話制御部１１は上側ユニットの開閉操作・回動操作に対応した着信制御動作も可
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にて前記上側ユニットと前記下側ユニットとを折り畳んだ閉じた状態か
ら前記上側ユニットと前記下側ユニットとを展開した開いた状態への移行の途中の予め設
定された所定位置に前記上側ユニットが変位したこと 当該着信に対して

に用いる
前記折り畳み式携帯情報端末が、

前記上側ユニットと前記下側ユニットとを折り畳ん
だ閉じた状態から前記上側ユニットと前記下側ユニットとを展開した開いた状態への移行
の途中の予め設定された所定位置に前記上側ユニットが変位したこと 当
該着信に対して 実行し

によるプログラム

においてコンピュータに実行させるためのプログラム

前記
前記上側ユニットと前記下側ユニットとを折り畳んだ閉じた状態か

ら前記上側ユニットと前記下側ユニットとを展開した開いた状態への移行の途中の予め設
定された所定位置に前記上側ユニットが変位したこと 当該着信に対して



能となっている。開閉検出部１２は上側ユニットの開閉状態や表裏区別を検出し、回転角
度検出部１３は各種センサ（図示せず）の出力に基づいて上側ユニットの回転角度を判別
する。
【００１７】
動作モード判定部１５は自端末の動作モード（通話、ゲーム、コンテンツ再生等）を判別
し、表示制御部１６は表示内容そして回転角度検出部１３及び開閉検出部１２の出力を反
映させた表示内容の向き等を制御する。ＩＦ接続判定部１７はＩＦ部４への外部機器（図
示せず）への接続状態を判別する。
【００１８】
ＩＦ部４は外部機器との有線あるいは無線を介する接続のインタフェース手段である。設
定情報記憶部５は下側ユニットと上側ユニットとの相互位置等による応答保留及び応答保
留解除に関する各種設定情報を記憶する。応答ガイダンス記憶部６は保留応答状態となっ
た際に出力するガイダンスメッセージ情報を記憶する。
【００１９】
記録媒体７は制御部１で実行されるプログラムを記録する。操作キー８は操作部を構成す
る周知の送信キー、英字／カナ／漢字／数字の変換キー、電源のオン／オフキー、カーソ
ル操作を行う十文字キー、終了キー等からなる。
【００２０】
制御部１は下側ユニットと上側ユニットとの相互位置（相対姿勢）の変動が磁気センサ及
びマグネットを介して開閉検出部１２または回転角度検出部１３によって検出された時、
応答保留状態あるいは応答保留解除状態とする。
【００２１】
また、制御部１は複数の応答ガイダンスメッセージが応答ガイダンス記憶部６に記憶され
ている場合、開閉検出部１２または回転角度検出部１３の検出結果に応じて選択的に通知
する。
【００２２】
さらに、制御部１は上記の条件意外に、着信直前まで通話以外のモードで使用しているこ
とが動作モード判定部１６で検出されると、あるいはＩＦ部４を介する外部機器との接続
が検出されると、応答保留状態とする。
【００２３】
図２は本発明の一実施例による携帯情報端末の詳細な構成を示すブロック図である。図２
において、本発明の一実施例による携帯情報端末は下側ユニット４０と上側ユニット５０
とが開閉及び回動自在に結合されて構成されている。
【００２４】
下側ユニット４０にはアンテナ２と、ＲＦ回路３１と、変復調回路３２と、ベースバンド
処理回路３３と、コーディック回路３４と、制御部１と、マイクロホン４１と、上側ユニ
ット５０の位置（下側ユニット４０に対する姿勢）を検出するための３個の磁気センサ４
２ａ～４２ｃと、ＩＦ部４と、設定情報記憶部５と、応答ガイダンス記憶部６と、記録媒
体７と、操作キー８と、報知部９とが実装されている。尚、ＲＦ回路３１は図示せぬ受信
回路、送信回路、周波数シンセサイザを備えている。
【００２５】
また、上側ユニット５０にはスピーカ５１と、下側ユニット４０の磁気センサ４２ａ，４
２ｂに対応して配置されたマグネット５２ａと、磁気センサ４２ｃに対応して配置された
マグネット５２ｂと、主画面となる表示器［液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ　
Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）５４と、表示器５４の表面に組込まれたタッチパネル
機構５３と、副表示器５５及び副操作キー５６とが実装されている。尚、スピーカ５１は
音声受話器として機能するとともに、報知部９をも兼ねている。
【００２６】
図３は本発明の一実施例による携帯情報端末として適用可能な携帯電話機の外観図であり
、図４（ａ）～（ｄ）は図３に示す携帯情報端末の回動状態を示す図である。図３におい
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ては上側ユニット２００の表示面２０２を外方に向けて横向きに展開した状態を示してい
る。
【００２７】
図３において、携帯電話機５００は、主として、操作部を有する下側ユニット１００と、
表示部２０２を有する上側ユニット２００と、下側ユニット１００及び上側ユニット２０
０を回動・回転自在に結合する可動接合部材（ユニバーサルヒンジ部）である２軸ヒンジ
３００との３部分によって構成されている。尚、下側ユニット１００は図２に示す下側ユ
ニット４０に相当し、上側ユニット２００は図２に示す上側ユニット５０に相当する。
【００２８】
下側ユニット１００及び上側ユニット２００は所定厚みで略同じ大きさの偏平な長円形状
をしており、２軸ヒンジ３００を介して機構的に結合され、上側ユニット２００が２軸ヒ
ンジ３００の部分を中心にして下側ユニット１００に対して回転・回動自在な構造となっ
ている。また、下側ユニット１００及び上側ユニット２００は、２軸ヒンジ３００の部分
を経由して適宜の接続手段（図示せず）によって電気的に接続されている。
【００２９】
下側ユニット１００の外ケース１０１内部には図２に示す下側ユニット４０の構成が収納
あるいは取付けられている。下側ユニット１００の片面（操作面）１０１ａにはこの携帯
電話機５００の持つ機能を利用するための複数の操作キー１０２で構成される操作部が配
設されている。さらに、同じ操作面１０１ａの先端部にマイクロホン１０３の開口部が配
置されている。
【００３０】
また、操作面１０１ａの基端部近傍で、下側ユニット１００の縁部から所定距離（上側ユ
ニット２００の厚み寸法の略半分の距離）だけ離れて、幅方向の中央位置には操作面１０
１ａに略垂直に回動軸がその先端部を突出して回動自在に固定されている。
【００３１】
上側ユニット２００の外ケース２０１内部には図２に示す上側ユニット５０の構成が収納
あるいは取付けられている。上側ユニット２００の片面（表示面）２０１ａには略矩形を
した表示器２０２が縦長に配設されている。また、先端部分にはスピーカ２０３が配設さ
れている。尚、表示面２０１ａとの反対面には小形の副表示器２０６が設けられている。
【００３２】
上述したように、携帯電話機５００は２つの上側ユニット２００及び下側ユニット１００
がそれぞれの基端部部において、独立して回動可能な直交する２つの回動軸を含んで構成
された２軸ヒンジ３００によって結合された構造となっている。
【００３３】
また、携帯電話機５００では下側ユニット１００と上側ユニット２００とが必要に応じて
色々な相互位置（相対姿勢）をとることができ、磁気センサ４２ａ～４２ｃ及びこれと協
働するマグネット５２ａ，５２ｂによって下側ユニット１００及び上側ユニット２００の
相互位置（相対姿勢）の検出を行うことができる。
【００３４】
図４（ａ）は下側ユニット１００に対して上側ユニット２００の表示面２０１ａが対向す
る向きで折り畳んだ状態を示す外観図である。この状態は、従来の携帯電話機を折り畳ん
だ状態と全く同様で、全体が携行に便利なようにコンパクトになる。また、表示面２０１
ａは外部に露呈せずに保護されている。尚、副表示部２０６には最小範囲の情報が表示さ
れる。
【００３５】
図４（ｂ）は図４（ａ）の状態から上側ユニット２００をそのまま引き起こして展開した
状態（通常通話位置）を示す外観図である。この状態は従来の携帯電話機と同様に、表示
の確認と、各種操作と、通話とができる。
【００３６】
図４（ｃ）は、例えば図４（ｂ）の状態から上側ユニット２００を下側ユニット１００の
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操作面１０１ａと平行な平面に沿って時計回りに略９０度回動させた状態を示す外観図で
ある。この時、表示器２０２は横長となる。尚、図４（ｄ）の折り畳み状態から反時計回
りにスライドさせて回動することでも図４（ｃ）に示す状態になる。
【００３７】
また、図示していないが、図４（ｂ）に示す通常通話位置（標準展開状態）から上側ユニ
ット２００を表示平面方向に反時計回りに略９０度だけ回動させることもでき、この場合
も上側ユニット２００と下側ユニット１００とは略同一平面内で略直交した状態となり、
表示器２０２は操作面１０１ａの上下方向向に対して横長となる。
【００３８】
さらに、携帯電話機５００では閉じる場合に、標準状態とは逆に、すなわち、通常は内側
に収納される表示器２０２を外側にして閉じた状態とすることもできる。
【００３９】
図４（ｄ）は上側ユニット２００の表示面２０１ａが外方に向く向きで下側ユニット１０
０に対して折り畳んだ状態を示す外観図である。例えば、携帯電話機５００を開いた状態
［図３（ｂ）参照］から、上側ユニット２００を半回転させることで、表示面２０１ａを
外側にし、図４（ｄ）に示すように、逆向きに閉じることが可能である。この状態では、
携行に便利なようにコンパクトになり、同時に折り畳んだままで表示内容を視認すること
ができ、また、第二操作部２０７が外側に露呈しているので、第二操作部２０７を用いて
表示内容に応じた所定の操作を行うことができる。
【００４０】
尚、図４（ｄ）に示す折り畳み状態を回転角度検出部１４が感知し、これに対応して表示
器２０２の表示内容を上下逆転して表示するようにしても良い。この時、第二操作部２０
７のうちで方向キー（カーソルキー）等、操作に対応した処理に方向性があるものについ
ては、処理内容を表示方向に適合させる。このようにすれば、携帯電話機５００の持ちか
たを通常と変えることなく、標準折り畳み状態と同じように、携帯電話機５００を掌中に
保持し、表示がそのまま読取れ、必要操作も行える。
【００４１】
図５は図１の制御部１の動作例を示すフローチャートであり、図６は図１の制御部１の他
の動作例を示すフローチャートであり、図７は図１の制御部１の別の動作例を示すフロー
チャートである。これら図１～図７を参照して本発明の一実施例による携帯情報端末の動
作について上記の携帯電話機５００を例にとって説明する。尚、図５～図７に示す処理動
作は制御部１が記録媒体７に記録されたプログラムを実行することで実現される。
【００４２】
携帯電話機５００においては、着信時に、下側ユニット１００と上側ユニット２００との
相互位置（相対姿勢）の変動が磁気センサ４２ａ～４２ｃ及びマグネット５２ａ，５２ｂ
を介して開閉検出部１２または回転角度検出部１３によって検出された時に、応答保留状
態あるいは応答保留解除状態となる。
【００４３】
すなわち、予め、下側ユニット１００の操作キー１０２からは、着信時に、下側ユニット
１００と上側ユニット２００との相互位置（相対姿勢）が所定位置へ変位した時に応答保
留状態とする旨の動作設定情報が入力され、その情報が設定情報記憶部５に記憶される。
例えば、下側ユニット１００と上側ユニット２００との相互位置として、図４（ａ）ある
いは図４（ｄ）の閉じた位置から、上側ユニット２００を回動させて図４（ｃ）等の位置
に変位した場合に応答保留状態とする、及びその動作設定情報を有効とする旨の情報が操
作キー１０２から入力されていれば、その入力情報は設定情報記憶部５に記憶される。
【００４４】
制御部１は着信があった時に（図５ステップＳ１）、上記の動作設定がなされ（図５ステ
ップＳ２）、かつ図４（ａ）あるいは図４（ｄ）の閉じた状態（第１の位置の状態）から
上側ユニット２００を回動させて、例えば図４（ｃ）の位置（第２の位置）に変位すると
（図５ステップＳ３）、応答保留状態とする（図５ステップＳ４）。
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【００４５】
また、予め、下側ユニット１００と上側ユニット２００との相互位置として、図４（ｃ）
等の位置から、上側ユニット２００を更に回動させて図４（ｂ）の位置に変位し、しかも
応答保留状態にある場合に応答保留解除状態とする動作設定情報及びその動作設定情報を
有効とする旨の情報が操作キー１０２から入力されていれば、その入力情報は設定情報記
憶部５に記憶される。
【００４６】
この場合、制御部１は着信があった時に（図５ステップＳ１）、上記の動作設定がなされ
（図５ステップＳ２）、かつ図４（ｃ）の状態（第２の位置の状態）から上側ユニット２
００を回動させて図４（ｂ）の位置（第２の位置）に変位し（図５ステップＳ３）、しか
も応答保留状態にあれば（図５ステップＳ５）、応答保留解除状態とする（図５ステップ
Ｓ６）。
【００４７】
また、上記の応答保留状態を送信者側に通知する応答ガイダンスメッセージとして、複数
の応答ガイダンスメッセージが応答ガイダンス記憶部６に記憶されている場合、制御部１
は以下のように動作する。つまり、制御部１は図４（ａ）あるいは図４（ｄ）の閉じた状
態にある時に上側ユニット２００を図４（ｃ）の位置に変位（反時計回りに回動）させた
場合（図５ステップＳ７）、男性の声で応答保留状態を送信者側に通知し（図５ステップ
Ｓ９）、時計回りに回動変位させた場合（図５ステップＳ７）、女性の声で応答保留状態
を送信者側に通知する（図５ステップＳ８）。
【００４８】
制御部１は着信先との通話が終了していなければ（図５ステップＳ１０）、ステップＳ３
に戻って処理を続行し、着信先との通話が終了すると（図５ステップＳ１０）、自端末の
電源がオフとなるまで（図５ステップＳ１１）、上記の処理動作を繰返し行う。尚、制御
部１は下側ユニット１００と上側ユニット２００との相互位置に応じて任意のメッセージ
を出力する等の制御を行ってもよい。
【００４９】
携帯電話機５００において、着信時に、図４（ａ）あるいは図４（ｄ）の閉じた状態（第
１の位置の状態）から上側ユニット２００を回動させ、図４（ｃ）の位置（第２の位置）
に変位し、しかも着信直前まで通話以外のモード（例えば、ゲーム、コンテンツ再生、メ
ール、ｗｅｂ等）で使用していた場合に応答保留状態とするとする動作設定情報及びその
動作設定情報を有効とする旨の情報が操作キー１０２から入力されていれば、その入力情
報は設定情報記憶部５に記憶される。
【００５０】
この場合、制御部１は着信があった時に（図６ステップＳ２１）、上記の動作設定がなさ
れ（図６ステップＳ２２）、かつ図４（ａ）あるいは図４（ｄ）の閉じた状態（第１の位
置の状態）から上側ユニット２００を回動させ、図４（ｃ）の位置（第２の位置）に変位
し（図６ステップＳ２３）、しかも着信直前まで通話以外のモードで使用していた場合（
図６ステップＳ２４）、応答保留状態とする（図６ステップＳ２５）。
【００５１】
また、予め、下側ユニット１００と上側ユニット２００との相互位置として、図４（ｃ）
等の位置から、上側ユニット２００を更に回動させて図４（ｂ）の位置に変位し、しかも
応答保留状態にある場合に応答保留解除状態とする動作設定情報及びその動作設定情報を
有効とする旨の情報が操作キー１０２から入力されていれば、その入力情報は設定情報記
憶部５に記憶される。
【００５２】
この場合、制御部１は着信があった時に（図６ステップＳ２１）、上記の動作設定がなさ
れ（図６ステップＳ２２）、かつ図４（ｃ）の状態（第２の位置の状態）から上側ユニッ
ト２００を回動させて図４（ｂ）の位置（第２の位置）に変位し（図６ステップＳ２３）
、しかも応答保留状態にあれば（図６ステップＳ２６）、応答保留解除状態とする（図６
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ステップＳ２７）。
【００５３】
制御部１は着信先との通話が終了していなければ（図６ステップＳ２８）、ステップＳ２
３に戻って処理を続行し、着信先との通話が終了すると（図６ステップＳ２８）、自端末
の電源がオフとなるまで（図６ステップＳ２９）、上記の処理動作を繰返し行う。
【００５４】
携帯電話機５００において、外部機器とのＩＦ部４を備えている場合、着信時に下側ユニ
ット１００と上側ユニット２００との相互位置として、図４（ａ）あるいは図４（ｄ）の
閉じた位置から、上側ユニット２００を回動させて図４（ｃ）等の位置に変位し、かつＩ
Ｆ部４を介する外部機器との接続を制御部１が検出した場合に応答保留状態とする動作設
定情報及びその動作設定情報を有効とする旨の情報が操作キー１０２から入力されていれ
ば、その入力情報は設定情報記憶部５に記憶される。
【００５５】
この場合、制御部１は着信があった時に（図７ステップＳ３１）、上記の動作設定がなさ
れ（図７ステップＳ３２）、かつ図４（ａ）あるいは図４（ｄ）の閉じた状態（第１の位
置の状態）から上側ユニット２００を回動させ、図４（ｃ）の位置（第２の位置）に変位
し（図７ステップＳ３３）、しかもＩＦ部４を介する外部機器との接続が検出された場合
（図７ステップＳ３４）、応答保留状態とする（図７ステップＳ３５）。
【００５６】
また、予め、下側ユニット１００と上側ユニット２００との相互位置として、図４（ｃ）
等の位置から、上側ユニット２００を更に回動させて図４（ｂ）の位置に変位し、しかも
応答保留状態にある場合に応答保留解除状態とする動作設定情報及びその動作設定情報を
有効とする旨の情報が操作キー１０２から入力されていれば、その入力情報は設定情報記
憶部５に記憶される。
【００５７】
この場合、制御部１は着信があった時に（図７ステップＳ３１）、上記の動作設定がなさ
れ（図６ステップＳ３２）、かつ図４（ｃ）の状態（第２の位置の状態）から上側ユニッ
ト２００を回動させて図４（ｂ）の位置（第２の位置）に変位し（図７ステップＳ３３）
、しかも応答保留状態にあれば（図７ステップＳ３６）、応答保留解除状態とする（図７
ステップＳ３７）。
【００５８】
制御部１は着信先との通話が終了していなければ（図７ステップＳ３８）、ステップＳ３
３に戻って処理を続行し、着信先との通話が終了すると（図７ステップＳ３８）、自端末
の電源がオフとなるまで（図７ステップＳ３９）、上記の処理動作を繰返し行う。
【００５９】
このように、本実施例では、着信時に、下側ユニット１００及び上側ユニット２００の開
閉・回動操作を検出して応答保留状態、あるいは応答保留解除状態とするので、簡易な操
作で、応答保留及びその解除を設定することができる。
【００６０】
また、本実施例では、着信直前の動作モードや、外部機器との接続有無に応じた設定を行
うことができるので、利用者の直前状態を考慮して、例えば、慌てて電話に出るというよ
うな状況を回避することができる。
【００６１】
さらに、本実施例では、下側ユニット１００及び上側ユニット２００の開閉・回動操作を
検出して応答ガイダンス記憶部６に記憶された複数の応答保留ガイダンスを選択的に通知
するので、簡易な操作で複数のガイダンスメッセージを使い分けることができる。
【００６２】
尚、本実施例では携帯電話機５００を例として説明したが、例えば、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏ
ｎａｌ　Ｄｅｇｉｔａｌ　Ａｓｉｓｔａｎｔ）等の携帯端末にも適用可能であり、これに
限定されない。また、本実施例では図５～図７に示す処理動作を個別に説明したが、これ
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らの処理を組合せて動作させることも可能であり、これに限定されない。
【００６３】
【発明の効果】
以上説明したように本発明は、上面及び下面のいずれかに表示画面を持つ上側ユニットと
、上面及び下面のいずれかに操作面を持つ下側ユニットとが開閉及び回動自在に結合され
た折り畳み式携帯情報端末において、着信時に、上側ユニットと下側ユニットとの相対姿
勢の変動を検出する際に、上側ユニットの予め設定された所定位置への変位を検出した時
に応答保留状態とすることによって、簡易な操作で応答保留及びその解除を設定すること
ができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例の携帯情報端末の概略構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施例による携帯情報端末の詳細な構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施例による携帯情報端末として適用可能な携帯電話機の外観図であ
る。
【図４】（ａ）～（ｄ）は図３に示す携帯情報端末の回動状態を示す図である。
【図５】図１の制御部の動作例を示すフローチャートである。
【図６】図１の制御部の他の動作例を示すフローチャートである。
【図７】図１の制御部の別の動作例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１　制御部
２　アンテナ
３　無線部
４　ＩＦ部
５　設定情報記憶部
６　応答ガイダンス記憶部
７　記録媒体
８　操作キー
９　報知部
１１　着信・終話制御部
１２　開閉検出部
１３　回転角度検出部
１４　動作モード判定部
１５　表示制御部
１６　報知制御部
１７　ＩＦ接続判定部
３１　ＲＦ回路
３２　変復調回路
３３　ベースバンド処理回路
３４　コーディック回路
４０　下側ユニット
４１　マイクロホン
４２ａ～４２ｃ　磁気センサ
５０　上側ユニット
５１　スピーカ
５２ａ，５２ｂ　マグネット
５３　タッチパネル機構
５４　表示器
５５　副表示器
５６　副操作キー
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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