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(57)【要約】
【課題】　ディスプレイを用いて表示する際に効率よく
表示を行うことができ、また、一度に多機能の表示を可
能とすることによって、ユーザにとって使いやすい携帯
端末を提供する。
【解決手段】　複数の機能を実行可能な携帯端末におい
て、少なくとも第１の機能と第２の機能の２つの機能に
関連する表示を同時に表示する表示手段と、複数のキー
からなる操作部と、前記操作部のうちの第１のキーによ
って操作がなされると、第１の機能に対する操作を受け
つけるように制御する制御手段と、前記操作部のうちの
第２のキーによって操作がなされると、第２の機能に関
連する表示に切り替え可能である切り替え制御手段とを
有する。
【選択図】　図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の機能を実行可能な携帯端末において、
　少なくとも第１の機能と第２の機能の２つの機能に関連する表示を同時に表示する表示
手段と、
　複数のキーからなる操作部と、
　前記操作部のうちの第１のキーによって操作がなされると、第１の機能に対する操作を
受けつけるように制御する制御手段と、
　前記操作部のうちの第２のキーによって操作がなされると、第２の機能に関連する表示
に切り替え可能である切り替え制御手段と
を有することを特徴とする携帯端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は携帯端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯端末の進歩および普及にはめざましいものがある。特に、携帯電話機におい
ては、さまざまな機能を備えたものが出回り始めており、携帯電話に備えるディスプレイ
に関しても従来はＱＶＧＡサイズのディスプレイが一般的であったが、高機能、高画質の
ものを搭載されるものも出回り始めている（例えば特許文献１［００１８］段落参照）。
【特許文献１】特開２００６－第１８６５０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　携帯電話に備えるディスプレイを例えばＷＶＧＡサイズのディスプレイや、ＷＱＶＧＡ
のディスプレイなどの従来のＱＶＧＡサイズとは異なる縦横比のディスプレイを搭載する
場合、確かにディスプレイに表示される面積が大きくなり、例えば、新しいコンテンツを
ダウンロードして表示する際には非常に使い勝手が良いものではあるものの、例えばユー
ザが機種変更して、従来の機種より引き継いだコンテンツを再生する場合、単に等倍する
だけではディスプレイのサイズが合わずに表示する面積を余らせてしまい、大きくしたデ
ィスプレイを無駄に使ってしまっていることになる。また、ユーザによっては、１つの機
能の表示を行っているときにおいても、他の機能に関連する表示を見たいという要請もあ
る。
【０００４】
　本発明は上記問題を解決するためになされたもので、ディスプレイを用いて表示する際
に効率よく表示を行うことができ、また、一度に多機能の表示を可能とすることによって
、ユーザにとって使いやすい携帯端末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】
【０００５】
　上記目的を達成するために、複数の機能を実行可能な携帯端末において、少なくとも第
１の機能と第２の機能の２つの機能に関連する表示を同時に表示する表示手段と、複数の
キーからなる操作部と、前記操作部のうちの第１のキーによって操作がなされると、第１
の機能に対する操作を受けつけるように制御する制御手段と、前記操作部のうちの第２の
キーによって操作がなされると、第２の機能に関連する表示に切り替え可能である切り替
え制御手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、ディスプレイを用いて表示する際に効率よく表示を行うことができ、
また、一度に多機能の表示を可能とするためユーザにとって使いやすい携帯端末を提供で
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きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
【０００８】
　以下に、本発明を携帯電話機に適用した場合における一つの実施の形態を、図面を用い
て説明する。図１又は図２は携帯電話機１の外観を示した図であり、また図４は携帯電話
機１のブロック図を示したものである。  
　まず、携帯電話機１の構造を図１と図２を用いて説明する。図１は、携帯電話機１を約
１８０度開いた時の外観図である。図１（Ａ）は正面から見た図、図１（Ｂ）は側面から
見た図である。
【０００９】
　次に、図２は携帯電話機１を閉じた時の図である。図２（Ａ）は正面から見た図、図２
（Ｂ）は側面から見た図である。
【００１０】
　携帯電話機１は第１の筐体部２と第２の筐体部４とが長手方向にスライド可能に接続さ
れており、第１の筐体部２にはＬＣＤなどのディスプレイ５、マルチファンクションキー
やソフトキーなどからなる第１キー部６ａ、受信した音声を発声するレシーバ９、携帯電
話機１の状態を検知するための磁気センサ１１ａ、カメラ１２を有している。そして、デ
ィスプレイ５、第１キー部６ａ、及びカメラ１２は第１の筐体部２の同一の面上に備えら
れている。また、第２の筐体部４には、数字、文字、携帯電話機１の操作等を入力するた
めの第２キー部６ｂ、更には携帯電話機１の操作を行うサイドキー７ａ乃至７ｃ、集音す
るためのマイク（送話口）８、及び携帯電話機１の状態を検知するための磁気センサ１１
ｂを有している。なお、サイドキー７ａ乃至７ｃの１つ又は複数は第１の筐体部２に有し
ていてもよい。また、図１に示したように第１の筐体部２と第２の筐体部４とがスライド
されて第２キー部６ｂが操作可能である場合を携帯電話機１が開いた状態として以後扱い
、図２に示したように第１の筐体部２と第２の筐体部４とがほぼ重なり、第２キー部６ｂ
が操作不可能である場合を携帯電話機１が閉じた状態として扱う。
【００１１】
　本実施例では、図１に示したスライド式の携帯電話機１を例にして説明するが、この筐
体の形に限定されず、２つ折り型携帯電話機であってもよいし、その他の型の携帯電話機
であっても適用されることは自明である。例えば、本実施例の開いた状態を２つ折り型携
帯電話機の開いた状態、本実施例の閉じた状態を２つ折り型携帯電話機の閉じた状態にそ
れぞれ適用できる。
【００１２】
　なお、携帯電話機１の磁気センサ１１ａと１１ｂとが接近していると判断すると、携帯
電話機１は開いている状態であると検出し、逆に接近していないと判断すると、携帯電話
機は閉じている状態であると検出する。
【００１３】
　図３及び図４は、携帯電話機１のディスプレイ５の表示例、キーの配置の一例を示した
図であり、図３はディスプレイ５の表示例及び上筐体部２の第１キー部６ａの配置例、図
４は第２の筐体部４の第２キー部６ｂの配置の一例である。
【００１４】
　図３に示されるように、携帯電話機１のディスプレイ５には、一番上の行（以下上ピク
ト行とする）には、現在のアンテナ１１７の感度のレベルを示したアンテナピクト５１と
、携帯電話機１の現在の電池残量を示した電池ピクト５２と、現在の時刻を表示する時刻
表示５３とが表示されている。
【００１５】
　また、図３に示されるように、第１の筐体部２には、第１キー部６ａとして、ソフトキ
ー左６４、確定キー６５、ソフトキー右６６、十字キー６７ａ乃至６７ｄ、メールキー６
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８、ショートカットキー６９、通話キー７０、電源キー７１、及びクリアキー７２を有す
る。十字キー６７ａは、通常上方向へ操作する際に使用し、十字キー６７ｂは通常左方向
へ操作する際に使用し、十字キー６７ｃは通常下方向へ操作する際に使用し、十字キー６
７ｄは通常右方向へ操作する際に使用する。また、確定キー６５を押下すると、さまざま
な機能を確定することができる。また、メールキー６８はメールの送受信機能を呼び出す
ことができる。また、ショートカットキー６９は、携帯電話機１のディスプレイ５がどの
ような表示であっても、予め登録された機能を呼び出したり、予め登録された画面等に遷
移したりする際に用いる。
【００１６】
　通話キー７０は、主に電話を受ける際や、通常の発信をする際に用いるためのキーであ
り、電源キー７１は、主に電源のＯＮ・ＯＦＦ、終話の際、及び機能、編集を終了する際
に用いる。更に、クリアキー７２は、主に機能・編集をクリアする際、及び文字入力の際
に文字を消去する際に用いる。また、クリアキー７２は待受画面において押下すると、簡
易留守録の録音データを呼び出すことができる。
【００１７】
　図３において、携帯電話機１のディスプレイ５の一番下の行（以下下ピクト行とする）
には、現在表示されている機能において、ソフトキー左６４・確定キー６５・ソフトキー
右６６を押下すると実行される機能の簡単な説明がなされており、それぞれソフトキー左
６４については左下ピクト５６、確定キー６５については中下ピクト５７、ソフトキー右
６６については右下ピクト５８に説明が表示されている（中下ピクト５７については、確
定できる場合は二重丸で表現される場合もある）。例えば、図３のような表示がなされて
いる場合、ソフトキー左６４を押下すると、「戻る」という機能が実行され、確定キー６
５を押下すると、図示していないが、現在フォーカスが当たっている機能を選択すること
ができる。また、ソフトキー右６６を押下すると、「サブメニュー」が表示される。
【００１８】
　また、図４に示されるように第２の筐体部４には、第２キー部６ｂとして、少なくとも
数字キー６１、「＊」キー６２、「＃」キー６３を有し、数字キー６１は、数字のほかに
、かな文字、記号文字、アルファベット等が割り当てられており、例えば、「１」のキー
には、数字「１」、「あ」「い」「う」「え」「お」のかな文字、及び「．」「＠」の記
号が割り当てられており、「２」のキーには、数字「２」、「か」「き」「く」「け」「
こ」のかな文字、及び「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ａ」「ｂ」「ｃ」などのアルファベットが割
り当てられている。また、「＊」キー６２には、「＊」が割り当てられており、更に文字
入力状態において記号一覧、絵文字一覧を呼び出すことができる。また、「＃」キー６３
には、「＃」が割り当てられており、更に文字入力状態において、数字キー６１による文
字入力のトグルを逆にすることができる。
【００１９】
　図５は、携帯電話機１を充電するときに、携帯電話機１と充電台２０とを接続した際の
外観図を示したものである。図５（Ａ）は正面から見た図であり、図５（Ｂ）は側面図で
ある。携帯電話機１のユーザは、携帯電話機１を充電するときに、充電台２０に携帯電話
機を横向きに充電台２０に置くことができ、充電台２０は、携帯電話機１に接続されたこ
とを検知すると電源コード２１より電流を受けて、携帯電話機１を充電する。例えば、携
帯電話機１に接続されたリチウムイオン電池（図示しない）がある電圧まで充電されるま
で一定の電流を送り、その後、一定の電圧で充電を行う。
【００２０】
　図６は、携帯電話機１の構成を簡潔に示したブロック図である。携帯電話機１の内部に
は、携帯電話機１全体の制御を行う制御部１０１と、マイク制御部１０８と、スピーカ１
０９と、カメラ１２を制御するカメラ制御部１１２と、ＲＯＭ又はＮＡＮＤメモリなどで
構成される不揮発性の記憶部１１５と、一時的に記憶する揮発性のＲＡＭ１１１と、ディ
スプレイ５を表示制御する表示制御部１１３と、第１キー部６ａ、第２キー部６ｂ、及び
サイドキー７ａ乃至７ｃにおける押下を認識して、押下された情報を制御部へ伝える操作
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制御部１０６と、アンテナ１１７を用いて無線通信制御を行う通信部１１６とを備えてお
り、制御部１０１によって全体が制御されている。
【００２１】
　記憶部１１５は、制御部１０１が実行するプログラム、各種の情報データなどが保存さ
れている。
【００２２】
　表示制御部１１３は、ディスプレイ５を表示制御するものであり、制御部１０１から出
力命令される表示データを表示制御する。
【００２３】
　通信部１１６は、制御部１０１によって命令された情報を、無線通信によって送信した
り、サーバより無線通信によって送られた情報を受信したりする機能を有する。また、例
えば、音楽再生機能に用いる楽曲等をサーバからダウンロードする際も通信部１１６及び
アンテナ１１７を介して行われる。
【００２４】
　カメラ制御部１１２は、制御部１０１によって起動され、カメラ１２から入力された画
像は、表示制御部１１３を通じてディスプレイ５などに表示される。
【００２５】
　操作制御部１０６は、第１キー部６ａ、第２キー部６ｂ及びサイドキー７ａ乃至７ｃの
押下を認識する。キー入力部１０６ａは、数字キーや文字キー、メール編集の決定・中止
などのファンクションキーを含む複数のキーの押下をそれぞれ認識することができ、利用
者が入力操作した第１キー部６ａ、第２キー部６ｂ及びサイドキー７ａ乃至７ｃの入力に
応じて、キーを識別する識別信号を制御部１０１へ通知し、制御部１０１がその動作を開
始する。
【００２６】
［各機能の起動］
　次に、本発明の実施例における携帯電話機１の待ち受け状態から各機能を起動させる際
のフローについて、図７及び図８を参照して説明する。なお、本実施例において、「横向
きに表示する」とは例えば図８（Ｃ）、（Ｄ）等に示されるようにディスプレイ５の長手
方向を水平方向にして文字又は図を表示することを指し、「縦向きに表示する」とは例え
ば図（Ａ）、（Ｂ）、（Ｅ）に示すようにディスプレイ５の長手方向を垂直方向にして文
字又は図を表示することを指す。
【００２７】
　まず、図７は、待ち受け状態から各機能を起動させる際のフローチャートである。なお
、図７のフローチャートと共に、図８の画面遷移図を随時使用して説明する。
【００２８】
　まず、図８（Ａ）に示すような待受画面が表示されている状態で（ステップＳ１）、制
御部１０１は、確定キー６５が押下されたか否かを判断する（ステップＳ２）。そして、
制御部１０１は、確定キー６５が押下されたと判断されると（ステップＳ２のＹｅｓ）、
第１の機能一覧画面を表示する（ステップＳ３）。例えば、第１の機能一覧画面は、図８
（Ｂ）に示すような画面であり、初期状態は、所定の機能が選択されている状態である（
例えば９つの機能が表示されれば、その中心に位置する機能であるカメラ機能を仮選択状
態としている）。そして、十字キー６７ａ乃至６７ｄによって所望の機能を仮選択した上
で、確定キー６５が押下されると、縦向きで仮選択されている機能を実行する（ステップ
Ｓ４）。例えば、縦向きで機能を実行するとは、図８（Ｅ）に示されるような状態を指す
。
【００２９】
　一方、ステップＳ２において、制御部１０１が確定キー６５の押下を検出しなかった場
合（ステップＳ２のＮｏ）、サイドキー７ｃが押下されたか否かを検出する（ステップＳ
５）。そして、サイドキー７ｃの押下が検出されなかった場合（ステップＳ５のＮｏ）は
、再度ステップＳ２を実行する。また、制御部１０１はサイドキー７ｃの押下を検出した
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場合、第２の機能一覧画面を表示する（ステップＳ６）。例えば、第２の機能一覧画面は
、横向きにて起動可能な機能の一覧が表示され、例えば、図８（Ｃ）に示すような画面で
ある。
【００３０】
　ここで、第１の機能一覧画面は、縦向きでも横向きでも起動可能な機能の一覧が表示さ
れ、第２の機能一覧画面は、横向きで起動可能な機能の一覧が表示される。なお、縦向き
でのみしか起動できない機能は表示されないが、これに限定せず、縦向きでのみしか起動
できない機能も表示されるが選択できないように制御してもよいし、縦向きでのみしか起
動できない機能と横向きでも起動できる機能との表示形態を変えてもよい。また、第２の
機能一覧画面は、第１の機能一覧画面によって表示される一覧（例えば図８（Ｂ）の例で
は９つ）のうち、横向きでも表示可能な機能の一覧を表示してもよい。
【００３１】
　また、第２の機能一覧画面を表示する際には、図８（Ｃ）に示すように、表示された機
能の一覧のうち、所望の１つの機能に対して仮選択状態とする（例えば６つの機能が表示
されれば、その左上に位置する機能である音楽プレーヤ機能を仮選択状態としている）。
【００３２】
また、図８（Ｃ）以降、図８（Ｃ）のように横向きにて表示された場合は、キーの割り当
てが異なる。横向きにて表示された場合、横向き表示基準での上方向の移動は十字キー６
７ｄを、横向き表示基準での下方向の移動は十字キー６７ｂを、横向き表示基準での左方
向の移動は十字キー６７ａを、横向き表示基準での右方向の移動は十字キー６７ｃをそれ
ぞれ割り当てられる。
【００３３】
　次に、ステップＳ６において、制御部１０１は、第２の機能一覧画面を表示させた後、
ソフトキー右６６が押下されたか否かを判断する（ステップＳ７）。そして、ソフトキー
右６６が押下された場合は、第２の機能一覧画面から第１の機能一覧画面へ切り替える（
ステップＳ７Ｙｅｓ、ステップＳ３へ移行）。
【００３４】
　また、ソフトキー右６６が押下されていないと判断した場合、次に表示された機能一覧
のうち、十字キー６７又は確定キー６５によって機能が選択されたか否かを判断する（ス
テップＳ８）。そして、機能が選択されていないと判断した場合は、再度ステップＳ７か
ら実行する（ステップＳ８のＮｏ）。また、機能選択があったと判断した場合には（ステ
ップＳ８のＹｅｓ）、制御部１０１は、図８（Ｄ）に示すように選択された機能（図８の
例では音楽プレーヤ機能）を横向きで起動して実行する（ステップＳ９）。
【００３５】
　次に、図８（Ｄ）に示すように横向きで機能を実行開始後、制御部１０１は、終了操作
がなされたか否かを判断し（ステップＳ１０）、終了操作がなされると処理を終了する（
ＥＮＤ）。終了操作がなされていないと判断した場合にはステップＳ１１へ移行する。
【００３６】
　次に、制御部１０１は、ステップＳ１１において、ソフトキー右６６が押下されたか否
かを判断する（ステップＳ１１）。そして、制御部１０１はソフトキー右６６が押下され
ていないと判断された場合には再度ステップＳ１０を実行する。また、ソフトキー右６６
が押下されたと判断された場合には、例えば図８（Ｅ）に示すように、実行されている機
能の表示を縦向きから横向きに切り替えて、同様の機能の実行を継続する（ステップＳ１
２）。
【００３７】
　次に、図８（Ｅ）に示すように縦向きで機能を実行中に、制御部１０１は、終了操作が
なされたか否かを判断し（ステップＳ１３）、終了操作がなされると処理を終了する（Ｅ
ＮＤ）。終了操作がなされていないと判断した場合にはステップＳ１４へ移行する。
【００３８】
　次に、制御部１０１は、ステップＳ１４において、ソフトキー右６６が押下されたか否
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かを判断する（ステップＳ１４）。そして、制御部１０１はソフトキー右６６が押下され
ていないと判断された場合には再度ステップＳ１３を実行する。また、ソフトキー右６６
が押下されたと判断された場合には、例えば図８（Ｄ）に示すように、実行されている機
能の表示を横向きから縦向きに切り替えて、現在実行中の機能と同様の機能の実行を継続
する（ステップＳ１５）。その後、ステップＳ１０へ戻る。
【００３９】
　以上のように各機能の切り替えが、押下されるキーに応じて縦向きや、横向きに起動で
きるため、ユーザが表示の向きに応じて持ちかえる必要が少なくなり、使いやすくなる。
【００４０】
［筐体の状態と機能の連動］
　次に、本発明の実施例における携帯電話機１の所定機能の実行中に例えばメール受信や
着信などの割り込みが発生したときの動作のフローについて、図９及び図１０を参照して
説明する。
【００４１】
　まず、図９は、横向きに何らかの機能を起動して音楽プレーヤ画面を表示している状態
において、メール受信したときの動作を示すフローチャートである。なお、図９のフロー
チャートと共に、図１０の画面遷移図を随時使用して説明する。
【００４２】
　まず、携帯電話機１が音楽機能（これに限定されない）を起動させており、図１０（Ａ
）に示すような音楽プレーヤ画面を表示させているとき（ステップＳ２１、図８（Ｄ）画
面と同じ）、制御部１０１は、通信部１１６によってメールを受信したか否かを判断する
（ステップＳ２２）。そして、メールを受信していない場合は、再度ステップＳ２２を実
行する。そして、制御部１０１が、メール受信したと判断した場合（ステップＳ２２Ｙｅ
ｓ）、制御部１０１は、受信したメールをＲＡＭ１１１又は記憶部１１５に記憶し、更に
表示制御部１１３に対してディスプレイ５にメール受信画面を横向きに表示させるように
制御する（ステップＳ２３）。なお、ステップＳ２３においてディスプレイ５に表示させ
る一例としては、図１０（Ｂ）に示すような画面である。以降、仮に図１０（Ｂ）の画面
が表示されたとして説明する。
【００４３】
　次に、図１０（Ｂ）に表示された画面において、受信したメールを「今すぐ読む」か、
「あとで読む」か、「今すぐ消す」かの３種類の選択肢が例えば表示される。その表示さ
れた状態で、制御部１０１は、十字キー６７や確定キー６５によって「今すぐ読む」が選
択されたか（ステップＳ２４）、「あとで読む」が選択されたか（ステップＳ２５）、「
今すぐ消す」が選択されたか（ステップＳ２７）を判断する。いずれも選択されていない
場合は、ステップＳ２４、Ｓ２５、Ｓ２７を繰り返す。
【００４４】
　制御部１０１は、ステップＳ２５で、「あとで読む」が選択されたと判断した場合、メ
ール受信画面を消去させ、図１０（Ａ）に示すような機能実行の画面に戻る（ステップＳ
２６）。
【００４５】
　また、制御部１０１は、ステップＳ２７で、「今すぐ消す」が選択されたと判断した場
合、当該受信したメールをＲＡＭ１１１又は記憶部１１５から消去する（ステップＳ２８
）。なお、受信したメールに関連する情報が図示しないサーバに記憶されている場合には
、通信部１１６を通じてサーバに対してアクセスして、サーバに記憶されている当該メー
ルに関連する情報を消去する旨の情報を送信してもよい。
【００４６】
　次に、制御部１０１は、ステップＳ２４において、「今すぐ読む」が選択されたと判断
した場合（ステップＳ２４Ｙｅｓ）、表示制御部１１３に対してディスプレイ５に受信し
たメールの内容を横向きに表示するように制御する（ステップＳ２９）。例えばステップ
Ｓ２９において表示する画面は図１０（Ｃ）に示すとおりであって、送信元（ＴＯＳＨＩ
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ＢＡ）と、タイトルと、本文とが表示される。なお、ステップＳ２９においてメール本文
を表示する場合は、図１０（Ｃ）に示すようにメールの内容を表示する際、直前に表示さ
れていた音楽プレーヤ画面と同時に表示してもよい。
【００４７】
　次に、制御部１０１は、ステップＳ２９におけるメールの内容を表示した後に携帯電話
機１の筐体の状態が閉じた状態から開いた状態に変化したか否かを判断する（ステップＳ
３０）。この判断は、例えば、磁気センサ１１ａと１１ｂとの関係にも基づいて判断され
る。なお、既にメールを表示したときに開いた状態であった場合はこのステップＳ３０の
判断はＮｏとする。そして、携帯電話機１の状態が閉じた状態から開いた状態に変化した
と判断されるまで、ステップＳ３０を繰り返す（ステップＳ３０Ｎｏ）。
【００４８】
　そして、携帯電話機１の状態が、閉じた状態から開いた状態に変化したと判断した場合
（ステップＳ３０Ｙｅｓ）、制御部１０１は、表示していたメールの送信先を宛先とする
返信メールの作成画面を縦向きで表示させる（ステップＳ３１）。なお、返信メールの作
成画面は例えば図１０（Ｄ）に示すとおりであり、自動的に宛先とタイトルとが設定され
、カーソルがメール本文の初めの位置に表示されるようにすることが望ましいが、これに
限定はしない。
【００４９】
　次に、ステップＳ３１において、縦向きでメール作成画面を表示された後、返信メール
を第１キー部６ａや第２キー部６ｂで入力された情報に基づいて作成する（ステップＳ３
２）。その後、制御部１０１は、メールを送信するための操作がなされたかを判断し（ス
テップＳ３３）、メールを送信するための操作がなされると、当該メールを通信部１１６
によって送信させる。
【００５０】
　メール送信後、携帯電話機１の筐体が閉じられたか否かを判断し（ステップＳ３４）、
携帯電話機１の筐体が閉じられたと判断した場合は、メール受信前に実行していた機能（
ここでは音楽機能）の音楽プレーヤ画面を横向きに表示する（ステップＳ３５）。
【００５１】
　なお、図９に示したフローチャートにおいて、上記の一例では、音楽機能を実行してい
るときの例を示したが、例えばステップＳ２２においてメールを受信した場合においても
音楽機能における音の出力はステップＳ２２以降継続させていることが望ましいがこれに
限定しない。
【００５２】
　なお、図９では、何らかの機能を実行している際にメールを受信した場合のフローチャ
ートを示したが、以下に説明するように、何らかの機能を実行している時に着信があった
場合においても応用可能である。図１１は、何らかの機能を実行している時に着信があっ
た場合の例を示した図である。図１１（Ａ）において、図１０（Ａ）と同様に例えば音楽
機能が実行されており、音楽プレーヤ画面が横向きで表示されている状態で、着信を検出
すると、図１１（Ｂ）に示すように着信画面を横向きに表示してもよいし、図１０（Ｃ）
に示すように縦向きに着信画面を表示してもよい。また、図１１（Ｄ）に示すように、音
楽プレーヤ画面と着信画面との２画面を表示してもよい。なお図１１（Ｄ）に示した２画
面の表示の場合、ソフトキー右６６を押下した場合に着信に応答することができる。
【００５３】
　以上のように、筐体の状態に応じて、表示を変化させたり、機能を実行させたりするた
め、メールの閲読、返信、着信を受けた時の応答などに対してユーザがすばやく対処でき
ることから、使いやすくなる。
【００５４】
［付属画面表示］
　次に、本発明の実施例における携帯電話機１の付属画面表示について図１２乃至図１５
を参照して説明する。付属画面とは、図１２に示されるように、現在起動中のメインの１
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つの機能の表示９２に加えて、サブの機能の画面９１ａ及び９１ｂを表示させる場合のサ
ブの機能画面のことを指す。そして、メインの機能の画面をメイン機能表示領域９２に表
示し、サブの機能の画面をサブ機能表示領域９３に表示する。なお、原則として第１キー
部６ａ及び第２キー部６ｂの押下があると、メインの１つの機能（及びその表示）に対し
てそのキーの押下に対する操作がなされる。例外として（着信があった場合、又はメール
があった場合）、一部のキーに対してサブの機能（及びその表示）に対する操作を受付可
能な場合もある（例えば、後述の図１１（Ｄ）ソフトキー右６６など）。
【００５５】
　図１３は、携帯電話機１のディスプレイ５の付属画面の設定を説明するための図である
。まず、待受画面から確定キー６５を押下すると、図１３（Ａ）に示すように第１の機能
一覧画面が表示される（詳細は図８等で説明のため省略する）。その後、第１の機能一覧
画面から「機能設定」「ウィンドウ設定」などの所定の操作を行うと、サブ機能表示領域
９３に付属画面を表示させる個数を入力する画面が表示される（図１３（Ｂ））。この入
力された個数に応じてサブ機能表示領域９３を分割して表示する。
【００５６】
　次に、個数が入力されると、図１３（Ｃ）、（Ｄ）、（Ｅ）に表示されるように付属画
面として表示される機能の選択を十字キー６７又は確定キー６５によって行うことができ
る。なお、図１３（Ｄ）において選択すべき機能の選択を行うことができるが、図１３（
Ｂ）において入力された個数以上の機能を選択することができない。
【００５７】
　そして、図１３（Ｄ）に表示されるように設定した個数の機能（アプリケーション）が
選択されると図１３（Ｅ）に示すように確認画面が表示され、「ＯＫ」が選択されると、
図１３（Ｆ）に示すように、待受画面がメイン機能表示領域９２に表示され、選択された
機能（ここでは、カレンダー機能とスケジュール機能を例とする）の表示が、サブ機能表
示領域９３に並べて表示される。
【００５８】
　なお、１つの機能を１つの個数と扱ってサブ機能表示領域９３に並べて表示する旨を記
載したが、これに限定されず、カレンダー機能とスケジュール機能とが含まれたコンテン
ツを表示させる場合、１つの機能、１つの個数として取り扱っても良い。また、付属画面
の表示について、携帯電話機１のディスプレイ５に表示されるあらゆる表示に対して付属
画面の表示をさせる設定をしても良いし、一部の機能、所定の機能のうちの一つの画面を
表示する際に付属画面を有効とする設定を設けても良い。
【００５９】
　また、付属画面の表示設定を行った後、すぐに付属画面を表示させる必要はなく、予め
定められたキーを押下した場合に付属画面を表示させるように制御してもよい。
【００６０】
　次に、メインの機能の画面の表示と、サブの機能の画面の表示中に、サブの機能の画面
をメインの機能として起動する動作について、図１４及び図１５を参照して説明する。
【００６１】
　まず、図１４は、メインの機能の画面の表示と、サブの機能の画面の表示中に、サブの
機能の画面をメインの機能として起動する動作を示すフローチャートである。なお、図１
４のフローチャートと共に、図１５の画面遷移図を随時使用して説明する。
【００６２】
　まず、図１３において説明したとおり、付属画面を表示する設定を行う（ステップＳ４
１）。そして、付属画面を表示する設定完了した場合（ステップＳ４２のＹｅｓ）、付属
画面として表示設定された機能をＲＡＭ１１１または記憶部１１５に記憶する。そして、
ショートカットとして呼び出し可能にするために、ショートカットに対して付属画面とし
て表示設定された機能を登録する（ステップＳ４３）。
【００６３】
　次に、設定が完了した後、待受画面に戻った際には、前述のとおり、図１３（Ｆ）に示
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すとおり、待受画面をメイン機能表示領域９２に表示し、設定された付属画面をサブ機能
表示領域９３に表示する（ステップＳ４４）。なお、このステップＳ４４の表示の後、各
機能を起動すると、メイン機能表示領域９２に表示される機能が逐次変わる。例えば、図
１３（Ｆ）に示した図より、メール機能を起動させると、図１５（Ａ）に示すように、メ
イン機能表示領域９２にメールの画面が表示され、サブ機能表示領域９３には、図１３（
Ｆ）と同様、カレンダー機能の表示とスケジュール機能の表示とが表示される。
【００６４】
　そして、例えば図１５（Ａ）に示されるような、任意の画面が表示されている状態で、
制御部１０１は、ショートカットキー６９が押下されたか否かを判断する（ステップＳ４
５）。そして、ショートカットキー６９が押下されていないと判断した場合には、ステッ
プＳ４５を継続する。また、ショートカットキー６９が押下されたと判断した場合には、
制御部１０１は、例えば図１５（Ｂ）に示されるように、ショートカット画面９４を呼び
出して表示させる（ステップＳ４６）。そしてショートカット画面９４では、ステップＳ
４３付属情報に登録された機能の付属画面アイコン９５ａ、９５ｂ及びショートカット９
５ｃが表示される。なお、図１５（Ｂ）の例では、付属画面アイコン９５ａはカレンダー
機能を呼び出すアイコンを示しており、付属画面アイコン９５ｂは、スケジュール機能を
呼び出すアイコンを示している。また、ショートカット９５ｃはユーザが予め定めた機能
の１つである。
【００６５】
　また、ショートカット画面９４を呼び出した初期画面としては付属画面アイコン９５ａ
にフォーカスが当てられており、十字キー６７ｄが押下されると、図１５（Ｃ）に示すよ
うに付属画面アイコン９５ｂにフォーカスが当てられる。
【００６６】
　次に、ステップＳ４７において、制御部１０１は付属画面アイコンが選択されたか否か
を判断する。そして、付属画面アイコンが選択されていない場合はステップＳ４７を再度
実行する。また、付属画面アイコンが選択された場合には、選択された付属画面に対応す
る機能を実行し、該機能を表示する（ステップＳ４８）。なお、このステップＳ４８にお
ける機能の表示は例えば図１５（Ｄ）に示すような表示であり、例えば、スケジュール呼
び出しの機能を選択した場合には、メイン機能表示領域９２とサブ機能表示領域９３の双
方を合わせた領域に該スケジュールの機能の表示を行う。この図１５（Ｄ）の表示におい
ては、付属表示の際の表示を拡大したものであってもよいし、付属表示の際の表示に加え
て詳細情報を同時に表示してもよい（図１５（Ｄ）の例では、付属表示の際の表示に加え
て詳細情報を同時に表示している）。
【００６７】
　そして、図１５（Ｄ）の画面が表示された状態で、ソフトキー右６６が押下されると、
図１５（Ａ）に示すようなメインの機能とサブの機能との両方を表示させる画面に戻るよ
うに制御部１０１によって制御される。
【００６８】
　以上のように、メインの機能とサブの機能との両方が表示できるため、無駄な表示領域
を作ることもない上、ユーザにとっても便利となる。
【００６９】
［音楽機能実行時の付属画面表示］
　次に、本発明の実施例における携帯電話機１の音楽機能実行時の付属画面表示について
図１６及び図１７を参照して説明する。
【００７０】
　まず、図１６は、音楽機能の実行時の付属画面表示を説明するためのフローチャートで
ある。なお、図１６のフローチャートと共に、図１７の画面遷移図を随時使用して説明す
る。
【００７１】
　まず、待受画面が表示されている状態において（ステップＳ６１）、制御部１０１は、
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音楽機能が起動されたか否かを判断する（ステップＳ６２）。そして、音楽機能が起動さ
れると、所望の音楽を再生させ、音楽プレーヤの表示を行う（ステップＳ６３）。なおこ
のステップＳ６３までの説明の詳細は図７及び図８にて説明したので詳細は省略する。
【００７２】
　次に、音楽機能が実行されており、音楽プレーヤ表示がなされている状態（例えば図１
７（Ａ）の表示）において、ショートカットキー６９が押下されたか否かを判断する（ス
テップＳ６４）。そして、ショートカットキー６９が押下されていない場合にはステップ
Ｓ６４を再度実行する。また、制御部１０１がショートカットキー６９が押下されたと判
断した場合、図１７（Ｂ）に示すように、ショートカット画面９４を表示する（ステップ
Ｓ６５）。なお、図１７（Ｂ）において、前述の図１５の場合と異なり、仮に付属画面の
設定を行っていないとすると付属画面アイコン９５ａ等は何も登録されていないため表示
されない（付属画面が登録されていた場合には付属画面アイコンが表示される）。
【００７３】
　次に、制御部１０１は、ショートカット９５ｃ（例えばメール機能とするが他の機能で
もよい）が選択されたか否かを判断し（ステップＳ６６）、メール機能が選択されていな
い場合は、他の動作を実行する（ステップＳ６７）。また、制御部１０１はメール機能が
選択されたと判断した場合には、音楽機能をショートカットとして記憶部１１５又はＲＡ
Ｍ１１１に登録する（ステップＳ６８）。そして、選択されたメール機能の表示をメイン
機能表示領域９２に表示し、ショートカットが起動される前に実行していた音楽機能の表
示をサブ機能表示領域９３に表示する（ステップＳ６９）。ステップＳ６９における画面
の例として、図１７（Ｃ）に示す。
【００７４】
　次に、図１７（Ｃ）に示したように、メール機能の表示と音楽機能の表示とがなされた
後、ステップＳ７０において、ショートカットキー６９が押下されたか否かを判断する（
ステップＳ７０）。そして、制御部１０１は、ショートカットキー６９が押下されたと判
断されると、図１７（Ｄ）に示したように、ショートカット画面９４をディスプレイ５に
表示させる（ステップＳ７１）。なお、ショートカット画面９４において初期画面として
、サブ機能表示領域９２に表示されていた音楽プレーヤ機能の付属画面アイコン９５ｄが
表示され、その付属画面アイコン９５ｄにフォーカスが当てられる。
【００７５】
　次に、ステップＳ７２において、ショートカット画面９４に表示された付属画面アイコ
ン９５ｄ及びショートカットアイコンのうち、音楽機能の付属画面アイコン９５ｄが選択
されたか否かを判断する（ステップＳ７２）。そして、制御部１０１は、音楽機能の付属
画面アイコン９５ｄが選択されていないと判断した場合には他の動作を実行する（ステッ
プＳ７３）。また、制御部１０１は、音楽機能の付属画面アイコン９５ｄが選択されたと
判断した場合には、それまで表示されていたメール機能において、作成中のメールがあっ
たか否かを判断する（ステップＳ７４）。そして、作成中のメールがあれば当該メール情
報をＲＡＭ１１１又は記憶部１１５に保存し（ステップＳ７５）、ステップＳ７６に遷移
する。また、作成中のメールがなければ、そのままステップＳ７６へ遷移する。
【００７６】
　そして、ステップＳ７６において、制御部１０１は音楽機能の実行に伴う音楽プレーヤ
画面を再度表示させる（ステップＳ７６、例えば図１７（Ａ）の画面表示）。なお、ステ
ップＳ６３以降、音楽機能はそのまま実行し、表示は上記説明したとおりに遷移するもの
の、スピーカ１０９による音楽の音の出力は継続される。
【００７７】
［フォトスタンド機能］
　次に、図１８乃至図２０を用いて本発明における携帯電話機１のフォトスタンド機能に
ついて説明する。図１８は、フォトスタンド機能における設定方法を説明をするための図
である。フォトスタンド機能とは、図５において携帯電話機１に対して充電台２０又は充
電コード２１を接続し、それらより電流を得たことを契機として、ディスプレイ５に様々
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な表示を行う機能である。
【００７８】
　まず、待受画面から確定キー６５を押下すると、図１８（Ａ）に示すように第１の機能
一覧画面が表示される（詳細は図８等で説明のため省略する）。その後、第１の機能一覧
画面から「機能設定」「フォトスタンド設定」などの所定の操作を行うと、図１８（Ｂ）
に示されるように、フォトスタンド機能を有効にするか無効にするかの選択する画面が表
示される。そして、図１８（Ｂ）において、「有効」を確定キー６５によって選択すると
、図１８（Ｃ）、（Ｄ）、（Ｅ）、（Ｆ）に示すように、フォトスタンドの際に表示する
データを選択する画面が表示される。
【００７９】
　その後、図１８（Ｄ）に示すように、表示すべきデータを選択する一覧が表示され、例
えば、カレンダー、スケジュール、写真、ニュースなどの選択肢が表示され、表示すべき
データを選択することができる。なお、上記選択肢の中で複数のデータを選択することが
できる。
【００８０】
　そして、図１８（Ｇ）に示すように、表示すべきデータを決定すると、フォトスタンド
機能に表示すべきデータを確認することができる。その後、待受画面を表示するように制
御される。
【００８１】
　図１９は、携帯電話機１のフォトスタンド機能を説明するためのフローチャートである
。なお、図１９のフローチャートと共に、図２０の画面遷移図を随時使用して説明する。
【００８２】
　まず、図１９において、上述のとおり図１８に示したとおり、フォトスタンド機能で表
示するデータの登録を行う（ステップＳ８１）。そして、制御部１０１はフォトスタンド
機能の登録が終了すると、登録されたデータを記憶部１１５又はＲＡＭ１１１に記憶する
（ステップＳ８２）。
【００８３】
　次に、制御部１０１は、充電器２０又は充電コード２１によって接続され、電流を得た
か否かを判断する（ステップＳ８３）。そして、充電によって電流を得ていないと判断し
た場合には、再度ステップＳ８３を実行する。また、制御部１０１は、充電によって電流
を得ていると判断した場合、ステップＳ８２において記憶したデータを横向きで表示する
。（ステップＳ８４）。ステップＳ８４における表示は例えば、図２０（Ｂ）に示すよう
に、カレンダーと写真１、写真３（複数の写真）が設定された場合には、「カレンダー」
と「写真１」が表示される。
【００８４】
　次に、制御部１０１は、ステップ６４における表示を開始してから所定の時間が経過し
たか否かを判断する（ステップＳ８５）。そして、所定時間を経過していない場合には、
再度ステップＳ８５を実行する。また、ステップＳ８５において、制御部１０１は所定時
間を経過したと判断した場合には、ステップＳ８６において、次に表示すべきデータが存
在するか否かを判断する（ステップＳ８６）。このステップＳ８６において次に表示すべ
きデータが存在するか否かの判断は、例えば、写真が３枚登録されており、かつカレンダ
ーが登録されている場合で、一度にカレンダーと写真１枚を表示する設定にした場合、残
りの２枚の写真はまだ表示されていないため、次に表示すべきデータが存在すると判断す
る。例えば、写真が３枚登録されており、かつカレンダーが登録されている場合であって
も、一度にカレンダーと写真３枚を表示する設定にした場合においては、全て表示が終了
しているため、次に表示すべきデータが存在しないと判断する。
【００８５】
　そして、ステップＳ８６において、次に表示すべきデータが存在しないと判断した場合
には、ステップＳ８４より再度実行する。また、制御部１０１は、ステップＳ８６におい
て、次に表示すべきデータが存在すると判断した場合には、残りのデータを表示する（ス
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テップＳ８７）。例えば、ステップ６７における表示は図２０（Ｃ）に示すとおりであり
、「カレンダー」はそのまま表示を継続し、図２０（Ｂ）で表示されなかった「写真３」
が「カレンダー」と同時に表示される。ステップＳ８７の表示を開始した後、ステップＳ
８５に遷移する。
【００８６】
　なお、制御部１０１はステップＳ８４乃至ステップＳ８７において、図示しないが電流
を得ていないか否かをステップＳ８４乃至ステップＳ８７と同時に判断し、電流を得てい
ないと判断された場合にはステップＳ８４乃至ステップＳ８７の処理を終了させ、待受画
面に遷移させる。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】携帯電話機１の外観図。
【図２】携帯電話機１の外観図。
【図３】携帯電話機１のディスプレイ５の表示例及び第１の筐体部２の第１キー部６ａの
配置例を示した図。
【図４】携帯電話機１の第２の筐体部４の第２キー部６ｂの配置の一例を示した図。
【図５】携帯電話機１を充電するときに、携帯電話機１と充電台２０とを接続した際の外
観図を示した図。
【図６】携帯電話機１の構成を簡潔に示したブロック図。
【図７】携帯電話機１の待受状態から各機能を起動させる際のフローチャート
【図８】携帯電話機１の待受状態から各機能を起動させる際の画面遷移図。
【図９】携帯電話機１において、何らかの機能を実行している際にメールを受信した場合
のフローチャート。
【図１０】携帯電話機１において、何らかの機能を実行している際にメールを受信した場
合の画面遷移図。
【図１１】携帯電話機１において、何らかの機能を実行している際に着信が割り込んだ場
合の画面遷移図。
【図１２】携帯電話機１において、メインの機能の画面とサブの機能の画面とをディスプ
レイ５に同時に表示した際の一例を示した図。
【図１３】携帯電話機１において、ディスプレイ５の付属画面の設定を説明するための図
。
【図１４】携帯電話機１において、メインの機能の画面の表示と、サブの機能の画面の表
示中に、サブの機能の画面をメインの機能として起動する動作を示すフローチャート。
【図１５】携帯電話機１において、メインの機能の画面の表示と、サブの機能の画面の表
示中に、サブの機能の画面をメインの機能として起動する動作を示す画面遷移図。
【図１６】携帯電話機１において、音楽機能の実行時の付属画面表示を説明するためのフ
ローチャート。
【図１７】携帯電話機１において、音楽機能の実行時の付属画面表示を説明するための画
面遷移図。
【図１８】携帯電話機１において、フォトスタンド機能における設定方法を説明をするた
めの図。
【図１９】携帯電話機１のフォトスタンド機能を説明するためのフローチャート。
【図２０】携帯電話機１のフォトスタンド機能を説明するための画面遷移図。
【符号の説明】
【００８８】
１　携帯電話機
２　第１の筐体部
４　第２の筐体部
５　ディスプレイ
６ａ　第１のキー部
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６ｂ　第２のキー部
７　サイドキー
８　マイク
９　レシーバ
１１ａ、１１ｂ　センサ
１２　カメラ
５１　アンテナピクト
５２　電池ピクト
５３　時刻表示
５６　左下ピクト
５７　中下ピクト
５８　右下ピクト
６１　数字キー
６２　「＊」キー
６３　「＃」キー
６４　ソフトキー左
６５　確定キー
６６　ソフトキー右
６７　十字キー
６８　メールキー
６９　ショートカットキー
７０　通話キー
７１　電源キー
７２　クリアキー

【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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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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