
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面にディスプレイ装置と前記ディスプレイ装置より更に小さい面積を占める第１キー
パッドを有する本体；
　前記本体と回動自在に装着され、表面及び裏面に各々第２キーパッドと第３キーパッド
を有する蓋を備え、前記蓋は本体の前面より小さい大きさであって、また、蓋が前記本体
の前面に対し閉じた状態に位置するとき、前記ディスプレイ装置の一部分が露出され、ま
た、前記第１キーパッド及び前記第３キーパッドに配列されたキーは前記蓋が前記本体に
対して開かれている状態に位置するとき、動作可能になり、
　前記蓋の表面に形成された第２キーパッドには無線移動体通信のための少なくとも一つ
の数字又は文字キー及び機能キーが配列され、前記蓋の裏面に形成された前記第３キーパ
ッドには少なくとも一つの無線インターネット用文字又は数字キー及び機能キーが配列さ
れ、また、前記第１キーパッド上には少なくとも一つの前記無線インターネット及び前記
無線移動体通信兼用キーが配列されることを特徴とするセルラフォン。
【請求項２】
　前面にディスプレイ装置と第１キーパッドを有する本体；
　前記本体に回動自在に装着され、表面及び裏面に各々第２キーパッドと第３キーパッド
を有するとともに透明物質からなる窓を有する蓋を備え、前記蓋は前記本体の前面をほと
んど覆う形状を有し、また前記蓋が前記本体の前面に対して閉じた状態に位置するとき前
記ディスプレイ装置の一部分が前記窓を介して外部に露出され、前記第１キーパッド及び
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前記第３キーパッドに配列されたキーは前記蓋が前記本体に対してただ開いた状態に位置
するとき動作可能になり、また前記蓋が前記本体の前面に対して閉じた状態に位置すると
き前記窓を介して露出されたディスプレイ装置の一部分には前記移動体通信用情報が表示
され、
　前記蓋の表面に形成された第２キーパッドには無線移動体通信のための少なくとも一つ
の数字又は文字キー及び機能キーが配列され、前記蓋の裏面に形成された前記第３キーパ
ッドには少なくとも一つの無線インターネット用文字又は数字キー及び機能キーが配列さ
れ、又前記第１キーパッドには少なくとも一つの前記無線インターネット及び前記無線移
動体通信兼用キーが配列されることを特徴とするセルラフォン。
【請求項３】
　所定大きさのディスプレイ装置及びキーパッドを前面に有する本体；
　前記本体と回動自在に前記本体に取り付けられ、表面及び裏面に各々他のキーパッドを
有する蓋を備えているセルラフォンにおいて、
　ａ）前記蓋の開閉状態を検出してその状態を外部サーバーに伝えて、前記サーバーから
画面更新命令と前記ディスプレイ装置の露出された画面の大きさに合うディスプレイ情報
を受信するステップ；
　ｂ）前記蓋が開いた状態であれば、前記外部サーバーから大きい画面に相当するディス
プレイ情報を受信し、その受信されたディスプレイ情報を有し前記大きい画面を更新する
ステップ；
　ｃ）前記蓋が閉じた状態であれば、前記サーバーから伝えられたディスプレイ情報がユ
ーザーの予め設定した情報を含んでいるかどうかを判断するステップ；
　ｄ）前記ステップｃ )において前記伝送されたディスプレイ情報が前記ユーザーの予め
設定した情報を含んでいなければ前記サーバーから受信された小さい画面に相当するディ
スプレイ情報を有し、前記ディスプレイ装置の画面を更新するステップ；また、
　ｅ）前記ステップｃ）において前記伝送されたディスプレイ情報が前記ユーザーの予め
設定した情報を含んでいると前記ユーザーが指定した手順に沿って前記ディスプレイ情報
を再配列のうえ前記再配列のディスプレイ情報で前記ディスプレイ装置の画面を更新する
ステップと、
からなることを特徴とするセルラフォンの駆動方法。
【請求項４】
　前記セルラフォンは前記蓋の開閉状態に関する情報を前記外部サーバーに伝達するため
の内部ブラウザを有しており、また
　前記外部サーバーはディスプレイ情報を記憶するデータベースと前記セルラフォンから
受信された前記開閉状態に関する情報に相当するディスプレイ情報を前記セルラフォンに
提供するブラウザクライアントと有し、
　ここで、ブラウザクライアントは前記受信された開閉状態に関する情報によって前記デ
ータベースにディスプレイ情報を要求し、前記データベースから受けたディスプレイ情報
を前記セルラフォンの現在の画面の大きさに合わせるように調整して前記セルラフォンに
提供することを特徴とする請求項３に記載のセルラフォンの駆動方法。
【請求項５】
　前記蓋は開閉状態に関する情報を前記セルラフォンから前記サーバーに伝送するデータ
のヘッダ部分に書き込まれることを特徴とする請求項３に記載のセルラフォンの駆動方法
。
【請求項６】
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所定大きさのディスプレイ装置及びタッチパネルを前面に有する本体；
　前記本体と回動自在に前記本体に取り付けられ、表面及び裏面に各々他のタッチパネル
を有する蓋を備えているセルラフォンにおいて、
　ａ）前記蓋の開閉状態を検出してその状態を外部サーバーに伝えて、前記サーバーから
画面更新命令と前記ディスプレイ装置の露出された画面の大きさに合うディスプレイ情報
を受信するステップ；



ことを特徴とす ルラフォンの駆動方法。
【請求項７】
　表面に配設されたディスプレイ装置と第１キーパッドとを有する本体と、
　表面に配設された第２キーパッドと裏面に配設された第３キーパッドとを有する蓋とか
ら構成される移動体通信端末装置であって、
　前記蓋は、移動可能に形成されて、当該移動体通信端末装置が閉じられたときに前記蓋
の裏面が前記本体の表面に重なり、前記蓋が前記ディスプレイ装置の第２の部分を露出さ
せたまま閉じられたときに前記ディスプレイ装置の第１の部分を覆い、
　当該移動体通信端末が開かれたときに前記ディスプレイ装置の前記第１および第２の部
分の双方に表示された情報は、当該移動体通信端末が閉じられると、前記ディスプレイ装
置の第２の領域の表示領域およびユーザの表示設定の少なくとも一方に基づいて前記第２
の領域に再描出され

　ことを特徴とする移動体通信端末装置。
【請求項８】
　前記第２キーパッドは、移動体通信のための少なくとも１つの数字キー、文字キー、機
能キーから構成される
　ことを特徴とする請求項７記載の移動体通信端末装置。
【請求項９】
　前記第３キーパッドは、インターネットサービスのための少なくとも１つの数字キー、
文字キー、機能キーから構成される
　ことを特徴とする請求項７記載の移動体通信端末装置。
【請求項１０】
　前記第１キーパッドは、
　前記本体の表面に配設された前記ディスプレイ装置の下に位置し、
　無線インターネットおよび無線移動体通信のための少なくとも１つのキーを含む
　ことを特徴とする請求項７記載の移動体通信端末装置。
【請求項１１】
　前記蓋は、フリップ型または折り畳み型である
　ことを特徴とする請求項７記載の移動体通信端末装置。
【請求項１２】
　前記本体は、当該移動体通信端末装置を開き通信サービスを開始しかつ通信サービスを
終了させるボタンを有する
　ことを特徴とする請求項７記載の移動体通信端末装置。
【請求項１３】
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　ｂ）前記蓋が開いた状態であれば、前記外部サーバーから大きい画面に相当するディス
プレイ情報を受信し、その受信されたディスプレイ情報を有し前記大きい画面を更新する
ステップ；
　ｃ）前記蓋が閉じた状態であれば、前記サーバーから伝えられたディスプレイ情報がユ
ーザーの予め設定した情報を含んでいるかどうかを判断するステップ；
　ｄ）前記ステップｃ )において前記伝送されたディスプレイ情報が前記ユーザーの予め
設定した情報を含んでいなければ前記サーバーから受信された小さい画面に相当するディ
スプレイ情報を有し、前記ディスプレイ装置の画面を更新するステップ；また、
　ｅ）前記ステップｃ）において前記伝送されたディスプレイ情報が前記ユーザーの予め
設定した情報を含んでいると前記ユーザーが指定した手順に沿って前記ディスプレイ情報
を再配列のうえ前記再配列のディスプレイ情報で前記ディスプレイ装置の画面を更新する
ステップと、
からなる るセ

、
　移動体通信のための数字キー、文字キー、機能キーの少なくとも１つは前記第２キーパ
ッドに配置され、無線インターネットサービスのための数字キー、文字キー、機能キーの
少なくとも１つは前記第３キーパッドに配置され、無線インターネットサービスおよび移
動体通信の双方ための少なくとも１のキーが前記第１キーパッド上に配置されている



　前記第１および第３キーパッドに配置されてたキーは、当該移動体通信端末装置が開か
れたときに操作可能である
　ことを特徴とする請求項７記載の移動体通信端末装置。
【請求項１４】
　前記ディスプレイ装置の覆われていない部分は、無線移動体通信用情報を表示するよう
に構成される
　ことを特徴とする請求項７記載の移動体通信端末装置。
【請求項１５】
　前記第１キーパッドは、前記ディスプレイ装置によって占められる本体のエリアよりも
小さい本体のエリアを占める
　ことを特徴とする請求項７記載の移動体通信端末装置。
【請求項１６】
　

　移動体通信のための数字キー、文字キー、機能キーの少なくとも１つは、前記
第２キーパッドに配置され、無線インターネットサービスのための数字キー

、文字キー、機能キーの少なくとも１つは 第３キーパッドに
配置され、無線インターネットサービスおよび移動体通信の双方ための少なくとも１のキ
ーが前記第１キーパッド上に配置されている
　ことを特徴とす 動体通信端末装置。
【請求項１７】
　
　ことを特徴とする 移動体通信端末装置。
【請求項１８】
　前記
　ことを特徴とする請求項１ 記載の移動体通信端末装置。
【請求項１９】
　

　ことを特徴とする請求項１ 記載の移動体通信端末装置。
【請求項２０】
　

　ことを特徴とする請求項１ 記載の移動体通信端末装置。
【請求項２１】
　前記

　ことを特徴とする請求項１ 記載の移動体通信端末装置。
【請求項２２】
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ディスプレイ装置と第１キーパッドとをその表面に有する本体と、
　窓を有する蓋とから構成される移動体通信端末装置であって、
　前記蓋は、移動可能に形成されて、当該移動体通信端末装置が閉じられたときに、前記
蓋の裏面が前記本体の表面に重なり、前記ディスプレイ装置の第１の部分が前記窓から見
え、当該移動体通信端末が開かれたときに前記ディスプレイ装置の第２の部分が見え、前
記ディスプレイ装置に表示される情報は前記蓋の開閉状態に基づいて再描出され、

蓋の表面
に配設された

、前記蓋の裏面に配設された

る移

前記窓は、透明な材料から構成される
請求項１６記載の

蓋は、フリップ形および折畳み形の一方である
６

当該移動体通信端末装置を閉じたときに、前記ディスプレイ装置の前記第１の領域に表
示される移動体通信情報が見える

６

前記本体は、当該移動体通信端末装置を開き通信サービスを開始しかつ通信サービスを
終了させるボタンを有する

６

第１および前記蓋の裏面に配設された他のキーパッドに配置されてたキーは、当該
移動体通信端末装置が開かれたときに操作可能である

６

表面に配設されたディスプレイ装置と第１キーパッドとを有する本体と、この本体に対
して移動可能に形成され、その表面および裏面に配設されたキーパッドを有する蓋とを有
する移動体通信端末装置の駆動方法であって、
　当該移動体通信端末装置の開閉状態をサーバに通知するステップと、
　当該移動体通信端末装置の開閉状態に応じたスクリーンサイズに合致したディスプレイ
情報を前記サーバから受信するステップと、
　必要に応じて、受信した前記ディスプレイ情報をユーザの表示設定に基づいて再描出す



　ことを特徴とす 動体通信端末装置 。
【請求項２３】
　

　ことを特徴とする請求項 記載の移動体通信端末装置の駆動方法。
【請求項２４】
　

　ことを特徴とする 移動体通信端末装置の駆動方法。
【請求項２５】
　

　ことを特徴とする請求項２ 記載の移動体通信端末装置の駆動方法。
【請求項２６】
　

　ことを特徴とす 動体通信端末装置の駆動方法。
【請求項２７】
　

　ことを特徴とす 動体通信端末装置の駆動方法。
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るステップと、
　受信または再描出された情報を前記ディスプレイ装置を介して表示するステップと
を有する

る移 の駆動方法

前記移動体通信端末装置は、当該移動体通信端末装置の開閉状態に応じた情報を外部サ
ーバに通知するように構成された内部ブラウザを備え、
　前記外部サーバは、ディスプレイ情報を蓄積するように構成されたデータベースと、前
記移動体通信端末装置の開閉状態に基づいて当該移動体通信端末装置に対応するディスプ
レイ情報を提供するように構成されたブラウザ・クライアントとを備えた

２２

受信された前記移動体通信端末装置の開閉状態上の情報にしたがって前記データベース
から対応するディスプレイ情報を要求し、前記データベースから受信したこのディスプレ
イ情報を調整して、前記移動体通信端末装置の現在のスクリーンサイズに一致させ、この
調整されたディスプレイ情報を前記移動体通信端末装置に提供するブラウザ・クライアン
トをさらに備える

請求項２３記載の

当該移動体通信端末装置の開閉状態をサーバに通知するステップは、前記サーバに通知
されるデータのヘッダ部分に開閉状態の情報を提供する

２

表面に配設されたディスプレイ装置とタッチパネルとを有する本体と、この本体に対し
て移動可能に形成され、その表面および裏面に配設されたタッチパネルを有する蓋とを有
する移動体通信端末装置の駆動方法であって、
　当該移動体通信端末装置の開閉状態をサーバに通知するステップと、
　当該移動体通信端末装置の開閉状態に応じたスクリーンサイズに合致したディスプレイ
情報を前記サーバから受信するステップと、
　必要に応じて、受信した前記ディスプレイ情報をユーザの表示設定に基づいて再描出す
るステップと、
　受信または再描出された情報を前記ディスプレイ装置を介して表示するステップと
を有する

る移

表面に配設されたディスプレイ装置と第１キーパッドとを有する本体と、この本体に対
して移動可能に形成され、その表面および裏面に配設されたキーパッドを有する蓋とを有
する移動体通信端末装置の駆動方法であって、
（ａ）当該移動体通信端末装置の開閉状態を検知してこれを外部サーバに通知し、当該移
動体通信端末装置の開閉状態に応じたスクリーンサイズに合致したディスプレイ情報を前
記サーバから受信するステップと、
（ｂ）前記移動体通信端末装置が開いていれば、大きなスクリーンサイズに対応したディ
スプレイ情報を受信するステップと、
（ｃ）前記移動体通信端末装置が閉じていれば、前記サーバから小さなスクリーンサイズ
に対応したディスプレイ情報を受信するステップと、
（ｄ）前記移動体通信端末装置が閉じられた時にユーザによって決定された命令に応じて
前記ディスプレイ情報を再構成するステップと、
（ｅ）前記受信されたまたは再構成されたディスプレイ情報を表示するステップと
を有する

る移



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、セルラフォン（携帯電話、パーソナルハンディフォン、自動車電話その他の移
動式電話機）及びそのセルラフォンを運用する方法に関するもので、特に、改善された蓋
を有するセルラフォンを運用する方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近、通信分野の発展によって移動体通信は必須の生活手段となっている。
セルラフォンが急速に普及し、現在優れた機能を有するセルラフォンが続々と出現してい
る。
【０００３】
一般に、セルラフォン、特に携帯電話、パーソナルハンディフォンにおいてはバー形、フ
リップ形または折畳み形などが知られている。
図１ａはバー形セルラフォンの外形を示し、図１ｂはフリップ形セルラフォンの外形を、
また、図１ｃは折畳み形セルラフォンの外形を示す。
今まで、セルラフォンは音声通信サービス及びデータ通信のサービスを行う用途として用
いられてきている。しかしながら、移動体通信サービス社は最近セルラフォンを介してイ
ンターネットサービス、ファックシミリサービス及び様々なマルチメディアサービスの支
援を図っている。
前記のように、セルラフォンを介してインターネットサービスや様々なマルチメディアサ
ービスを支援するためには、図１ａないし図１ｃに示しているセルラフォンの従来構造を
変更しなければならないこともある。
現在市販されているほとんどのセルラフォンは数字又は文字を入力するための数字又は文
字キーと内蔵された様々な機能を行うための機能キーとが配列されたキーパッドを本体の
前面に有している。
【０００４】
セルラフォンを介してインターネットサービス及びウエブブラウザの機能を行うためには
数字又は文字キー及び機能キーの外により多様なキーを設けることが望ましい。しかし、
セルラフォンの本体の前面にはキー及びディスプレイ装置が配列されているので前面にさ
らに多くのキーを配列するには限界がある。
【０００５】
市販されているセルラフォンのディスプレイ装置（主にＬＣＤ：液晶表示装置）は大体５
ライン程度のサイズであるから多くの情報を表示するためのインターネット検索、チャッ
ト、またサイバー売買などの機能を行うためにはより大きいサイズのディスプレイ装置を
本体の前面に形成しなければならない。
しかし、この場合本体の前面にはインターネットサービスを支援するためのキーを配列す
る空間を確保することができない。
【０００６】
なお、セルラフォンを用いてインターネットに接続したり又は個人情報を管理するように
大きい画面サイズを有するフリップ形セルラフォンが普及されつつある。しかしながら、
セルラフォンのディスプレイ装置は小さい画面サイズを有するのでコンピュータで用いら
れるブラウザは適していない。また情報を検索する方法と情報を定義した文書を定義する
方法も一般コンピュータにおいて用いられるのとは異なる。
【０００７】
従って、小さい画面と単色画面を支援するブラウザが新たに開発された。
ＵＰタイプ・ブラウザはそのうち一つで、セルラフォンでインターネットを利用できるよ
うにセルラフォンに内蔵されている。例えば、セルラフォンでインターネットを検索する
３．１バージョンのＵＰタイプ・ブラウザは３．１バージョンに対応するキーパッドを介
して操作できる。従って、ユーザーはブラウザを介してインターネットを検索したり又は
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セルラフォンに内蔵されている手帳機能を用いる場合３．１バージョンに当たるキーパッ
ドを押し圧しなければならない。
【０００８】
図２ａと図２ｂは従来のセルラフォンのディスプレイ装置の画面を示す図である。
図２ａに示すように、セルラフォンのフリップを開けると、セルラフォンのディスプレイ
装置例えば、ＬＣＤのフル画面１０が露出され、ユーザーはフル画面を介してディスプレ
イされた情報を一度に見ることができる。
なお、フリップが閉じられた場合、図２ｂに示すように、ディスプレイ装置の一部画面１
１だけが露出され、ユーザーはその露出された一部の画面を介してディスプレイされた情
報を見ることができる。すなわち、ユーザーは全体の情報の一部分だけを見られる。
【０００９】
前記のように、従来技術によると、フリップが閉じている状態でユーザーがディスプレイ
情報を選択しようとしたらフリップを開き本体のキーパッドを押さなければならないとい
う煩さがあった。
また、ユーザーがフリップによって隠されているディスプレイ情報を見るためにはフリッ
プを必ず開らなければならないので不便であった。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記従来技術の問題点を解決するためのもので、セルラフォンを介してウエブ
フォン、ディジタルフォン又はインターネットフォン機能を行うためのキーを収容できる
セルラフォンを提供することが目的である。
【００１１】
本発明の他の目的は、一般的なセルラフォンの機能及びインターネットフォンの機能を行
うための多数のキーパッドを有するセルラフォンを提供することである。
【００１２】
本発明の他の目的は、インターネット機能を行うのに必要となるより大きいディスプレイ
装置が装着できるセルラフォンを提供することである。
【００１３】
本発明の他の目的は、蓋の開閉を認識し、その蓋の開閉状態によって露出されるディスプ
レイ装置の大きさに適した情報をディスプレイ装置を介して表示できるセルラフォンの駆
動方法を提供することである。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するための本発明によるセルラフォンは、所定大きさのディスプレイ装置
及びキーパッドを表面に有する本体；また本体と回動自在に本体に取り付けられ、表面及
び裏面に各々他のキーパッドを有する蓋を備えている。
【００１５】
本発明によるセルラフォンを運用する方法は、所定大きさのディスプレイ装置及びキーパ
ッドを表面に有する本体；また本体と回動自在に本体に取り付けられ、表面と裏面のそれ
ぞれにキーパッドを有する蓋を備えているセルラフォンであって、蓋の開閉状態をサーバ
ーに伝えるステップ、サーバーから蓋の開閉状態に当たる画面の大きさに合う情報を受信
するステップ；また、受信された情報をディスプレイ装置を介して表示するステップを備
える。
【００１６】
前記目的の達成のためにセルラフォンは改善された構造の蓋を有する。
また、その蓋は表裏双方にキーパッドを有する。
これによってセルラフォンの本体により大きいディスプレイ装置及びインターネットサー
ビス用追加キーを配列するのに必要となる空間が確保される。
またユーザーは蓋の開閉の有無に拘らずディスプレイ装置の露出された少なくとも一部分
でタッチパネルを介して希望の情報を選ぶことができる。
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望ましくは、本体の前面に形成されたキーパッドと裏面に形成されたキーパッドは相互に
異なるキーである。
【００１７】
望ましくは、蓋は本体に形成されたディスプレイ装置の少なくとも一部分が露出されるよ
うに本体の前面より小さい面積を有する。従って、蓋が本体に対して覆う状態であっても
ディスプレイ装置の少なくとも一部分が露出される。
望ましくは、蓋を本体の前面と同一の面積とし、その蓋にディスプレイ装置の少なくとも
一部分を露出させる窓を形成させる。従って、蓋が本体を覆う状態であってもディスプレ
イ装置の少なくとも一部分が露出される。
【００１８】
望ましくは、蓋の表面に形成されたキーパッド上には移動体通信用数字及び文字入力のた
めの多数のキーが配列され、また蓋の裏面に形成されたキーパッド上には無線インターネ
ット用文字入力及び機能入力のための多数のキーが配列される。
望ましくは、本体の前面のうちディスプレイ装置の下部に形成されたキーパッド上には無
線移動体通信及び無線インターネット用機能キーが形成される。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、添付の図面を参照して本発明の実施形態を更に詳細に説明する。
前記のように、本実施形態によるセルラフォンは３箇所にキーパッドを備えており、また
、従来のセルラフォンに比べて更に大きいサイズのディスプレイ装置を本体に有する。
本実施形態によるセルラフォンは基本的には無線移動体通信サービスのための機能ブロッ
ク及びソフトウェアを内蔵しており、無線インターネットのための機能ブロック及びソフ
トウェアを同様に内蔵していると仮定する。
さらに本実施形態によるセルラフォンは無線インターネットサービスのための無線アプリ
ケーションプロトコル（以下、ＷＡＰと略する）のブラウザを内蔵していると仮定する。
【００２０】
第１実施形態
図３ａは本第１実施形態によるセルラフォンであって、蓋が本体に対して閉じられた状態
の外形を示している。
図３ｂは本第１実施形態によるセルラフォンであって、蓋が本体に対して開いた状態の外
形を示示している。
図３ａ及び図３ｂによると、セルラフォンは本体１０と蓋２０とからなる。
本体１０は前面にディスプレイ装置３０とそのディスプレイ装置３０より小さい面積を有
する第１キーパッド５０を有する。
蓋２０は本体１０と回動自在に装着され、表面及び裏面に各々第２キーパッド６０ａと第
３キーパッド６０ｂを有する。ここで蓋２０は本体１０の前面より小さい面積を有し、ま
た、蓋２０が本体の前面に対して閉じた状態に位置する時ディスプレイ装置３０の一部分
、本実施形態ではディスプレイ装置３０の上側部３０ａが露出される。
【００２１】
図３ｃは本第１実施形態によるセルラフォンであって、蓋２０が上部蓋２０ａと下部蓋２
０ｂに分かれていて、下部蓋２０ｂが本体１０に対して開いた状態を示す図である。
図３ｃにおいて、上部蓋２０ａは本体１０に対して固定されており、ディスプレイ装置３
０の上側部３０ａを常に露出させる第１窓７０を有している。図３ｃにおいて下部蓋２０
ｂは図３ｂの蓋２０に当たる。
すなわち、図３ｂは上部蓋２０ａを有していない。図３ｃの他の部分は図３ｂと同一であ
るので詳細な説明は省く。
【００２２】
図３ｂにおいて、蓋２０は折畳み形のセルラフォンの蓋ないしフリップ形のセルラフォン
の蓋と同様である。
本体１０は大型のディスプレイ（ＬＣＤ）を有しており、蓋２０は本体１０に対して回動
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する。その回動のために蓋２０と本体１０との間には関節形のヒンジが用いられる。
【００２３】
蓋２０はヒンジを用いてカムの動作によって開閉される。
従って、ヒンジは本体に対して蓋２０を回転自在とさせている。したがって、ヒンジの動
作によって蓋２０が開閉される。
【００２４】
なお、蓋２０がフリップ形の場合、蓋２０は一般的なフリップ形かあるいはフリップアッ
プ形であっていい。フリップ蓋は折畳み形セルラフォンと同一に軸ヒンジによってヒンジ
と連結され、フリップ形の蓋の開閉が円滑になるようにカムがヒンジに連結される。また
フリップ形蓋２０を開閉するとき常に一定な力が加えるようにスプリングが備えられる。
【００２５】
なお、本第１実施形態では、本体１０の側面に蓋２０の開閉のための開ボタン４０が備え
られている。開ボタンが押されると、カム、ヒンジ及びスプリングなどによって蓋２０は
本体１０に対して開いた状態となる。開ボタン４０は蓋２０を開閉機能を行うと共に無線
移動体通信サービス又は無線インターネットサービスとの連結をスタートし、かつ中断す
る機能を行うこともできる。
【００２６】
なお、電話通話のためには蓋２０の表面に備えられたキーを介して電話番号を入力した後
、第２キーパッド６０ａに配列された伝送キーを押して信号伝送を行うこともできる。ま
た信号の伝送を開ボタン４０を押して行うこともできる。開ボタン４０を押すと、入力さ
れた電話番号のような内容に当たるコール信号が相手に伝送されて相手との通話が可能に
なる。
【００２７】
なお、蓋の表面に備えられたキーを露出させていることよって希望しない動作が起こるこ
とがあるので、信号の伝送のための伝送キーは本体１０に配置させることが望ましく、ま
た、蓋２０の裏面に配置しても良い。
【００２８】
前記のように、本第１実施形態によるセルラフォンの蓋２０（図３ｃの下部蓋）は本体１
０の面積に比べて小さい面積を有する。
従って、蓋２０が本体１０に対して閉じた状態の場合に蓋２０がディスプレイ装置３０の
一部分、すなわち、下側部３０ｂだけを覆う大きさである。したがって、蓋２０を本体１
０に対して閉じた状態にしておいても露出された上側部３０を介して無線移動体通信サー
ビス又はインターネットサービスを利用することができる。
言い換えれば、本第１実施形態によるセルラフォンは蓋２０が閉じた状態でもディスプレ
イ装置３０の上側部３０ａが露出されるように蓋２０の形状が決められている。すなわち
、蓋２０が本体１０に対して閉じた状態の場合、ディスプレイ３０を完全に覆わない形状
に決められる。
【００２９】
以下、本第１実施形態によるセルラフォンに対して図面を参照してより詳細に説明する。
蓋２０は両面、すなわち、表面及び裏面に互いに異なる用途の多数キー（又はボタン）を
有する。
より詳細には蓋２０が本体１０に対して閉じた状態の場合、図３ｂ及び図３ｃでディスプ
レイ装置３０の上側部３０ａが露出されている。一方、蓋２０の表面に形成された第２キ
ーパッド６０ａには数字又は入力のためのキー及び電話番号の発信及び受信に必要なキー
が配列される。従って、蓋２０が本体１０に対して閉じた状態でも無線移動体通信を行う
ことができる。
【００３０】
図３ａ、図３ｃに図示してはないが、蓋２０（又は下部蓋２０ｂ）の裏面に形成された第
３キーパッド６０ｂには数字及び文字を入力するための多数のキーが配列されている。
ここで、キーは蓋２０が本体１０に対して開いた状態の場合、パワーオンされ無線移動体
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通信に必要となる電話番号記憶のような付加的なデータ記憶機能を行うことができる。
また、裏面にはインターネットサービスを用いるためのキーも配列される。
【００３１】
図３ａないし図３ｃを参照すると、セルラフォンの本体１０には従来のセルラフォンのデ
ィスプレイ装置より広い面積を有するディスプレイ装置３０が装着される。図３ｂでディ
スプレイ装置３０は点線によって上側部３０ａと下側部３０ｂとからなる。上側部３０ａ
は蓋２０が本体１０に対して閉じられていても露出される。なお、上側部３０ａと下側部
３０ｂを含めた全体のディスプレイ装置３０は蓋が本体１０に対して開いた状態の場合露
出される。
また、本体１０の前面の中、ディスプレイ装置３０の下側に形成されている第１キーパッ
ド５０には方向キー（ i、 i）及び様々な機能操作のためのマルチキー、通話キー（ SEND）
また終了キー (END)などのキーが配列されている。
第１キーパッド５０に配列されたキーは無線移動体通信及びインターネットサービスに用
いられる。
【００３２】
要約すれば、第２キーパッド６０ａには無線移動体通信のためのキーが配列され、第３キ
ーパッド６０ｂと第１キーパッド５０上には無線移動体通信とインターネットサービスの
ために用いられるキーが配列される。
なお、前記のように第２キーパッド６０ａは蓋２０が本体１０に対して閉じた状態の場合
パワーオンとなり、第１キーパッド５０及び第３キーパッド６０ｃは蓋２０が本体１０に
対して開いた状態の場合パワーオンとなる。
【００３３】
キーはインターネットサービスを用いるためのＷＡＰブラウザの機能のような多数のイン
ターネットサービス用キーを含んでいる。インターネッサービス用キーとしてはページア
ップキー及びページダウンキー、お気に入りのウエブサイトのＵＲＬアドレスを検索する
ホットキー (Ｈ１ )また、以前に接続したウエブサイトを検索するためのホットキー（Ｈ２
）がある。ホットキー（Ｈ１、Ｈ２）は他の用途でも多様に用いられる。
【００３４】
なお、ディスプレイ装置３０は蓋２０の位置によってパワーオンされる。すなわち、蓋２
０が本体１０に対して開いた状態にある時、図２ｂに示すように点線から分けた下側部３
０ｂ及び上側部３０ａいずれもパワーオンされ、蓋２０が本体１０に対して閉じた状態の
場合には上側部３０ａだけパワーオンされる。
【００３５】
図４は本実施形態によるセルラフォン内に内蔵される概略的な回路図である。
図４に示すように、ディスプレイ装置３０及び多数キーの動作を実現するために、セルラ
フォンは無線信号を周波数処理し、信号変換、信号の符号化及び復号化を担当する無線移
動体通信用信号処理モジュール３２、ＷＡＰブラウザを内蔵し、無線インターネット接続
とその接続によるサービス利用を支援する無線インターネット用サービスモジュール３３
、モード転換インターフェイスモジュール３４、また制御モジュール３５を備える。図４
において、３０は図３ａないし図３ｃにおけるディスプレイ装置を、また３１は第１ない
し第３キーパッド５０、６０ａ、６０ｂを示す。なお、符号３６は外部のサーバー、３６
ａは外部ブラウザクライアント、また３６ｂは外部データベースを示す。
【００３６】
図４において、セルラフォンはフリップの開閉状態に関する情報を内部ブラウザ（すなわ
ち、無線インターネットサービス用モジュール３３内に内蔵されている）を介して外部サ
ーバー３６に伝達される。なおサーバー３６は蓋２０の開閉状態に関する情報を受信して
それに応ずる情報を提供する。サーバー３６は情報を記憶するデータベース３６ｂとブラ
ウザクライアント３６ａからなる。ブラウザクライアント３６ａはセルラフォンから蓋２
０の開閉状態に関する情報を受信し、受信情報によってデータベース３６ｂから対応する
情報を読み出す。データベース３６ｂから読み出された情報はセルラフォンへ提供される
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。蓋２０の開閉状態はＵＰタイプ・ブラウザ３．１のようなブラウザ応用プログラムによ
って検出される。
【００３７】
本実施形態においてブラウザ応用プログラムは、ブラウザの開始時にディスプレイ装置（
例えば、ＬＣＤ）の大きさを指示するための領域をデータのヘッダ部分に割り当てる。す
なわち、蓋２０が開いた場合にはこれを‘０’とし、蓋２０が閉じた場合にはこれを‘１
’とする。その‘０’と‘１’はディスプレイ装置３０の露出画面の大きさに相当する。
【００３８】
蓋２０の開閉状態はイベントで処理できる。この場合、該当イベントが発生する場合ごと
にブラウザクライアント３６ａに該当情報が伝送される。ブラウザクライアント３６ａは
セルラフォンから伝送された情報のヘッダを介して露出された画面の大きさに関する情報
を認識のうえその認識された情報に応ずる情報をセルラフォンに伝送する。
【００３９】
蓋２０が開いた場合、ブラウザクライアント３６ａはフル画面の大きさに合う情報をデー
タベース３６ｂから読み出してその読み出された情報をセルラフォンに伝送する。蓋２０
が閉じた場合、ブラウザクライアント３６ａは露出された部分の画面に合う情報をデータ
ベース３６ｂから読み出してその読み出された情報をセルラフォンに伝送する。
【００４０】
なお、蓋２０の開閉状態の情報が変更されるときブラウザのクライアント３６ａはセルラ
フォンに画面更新命令とともに画面の大きさに応ずる情報を伝送する。
セルラフォンはサーバー３６から伝送された画面の更新命令と情報を介して画面の内容を
更新することができる。蓋２０が閉じた状態の場合、セルラフォンはユーザーの設定によ
って情報を再構成してその再構成された情報をディスプレイ装置３０の露出された上部領
域３０ａに示す。
すなわち、ユーザーはセルラフォン内に内蔵されたブラウザホーム又はブラウザメニュー
のようなユーザー選択メニューに含められた一定の情報をお気に入りのメニューとして予
め設定できる。そしてそれを変えることもできる。
【００４１】
蓋２０が閉じている場合、セルラフォンはサーバー３６から伝送された情報のうち、ユー
ザーが予め設定した内容（すなわち、メニュー）を優先的にディスプレイ装置３０の画面
に示すようにその伝送された情報を再配列する。従って、全てのメニュー又はユーザーが
設定したメニューがディスプレイ装置３０の露出された小さい画面に表示される。次にこ
れらの表示メニューのうち、いずれかの一つがユーザーによって選択されるときサーバー
３６からはディスプレイ装置３０（ここでＬＣＤ）の露出画面のサイズに合う情報が伝送
されるので伝送された情報は小さいサイズの画面に全て表示される。
【００４２】
図５ａ及び図５ｂは本実施形態によるディスプレイ装置の画面状態を示す図である。図５
ａ、図５ｂに示すように、蓋２０が閉じた場合、露出された上部領域３０ａ上には蓋２０
が開いた時ディスプレイ装置３０の全体領域３０ａ、３０ｂに表示されるメニューのうち
、ユーザーが設定した特定の情報が優先的に表示される。図５ａと図５ｂでシンボル Uは
ユーザーによって予め設定したメニューを指示する。このシンボルを画面に表示してもし
なくてもよい。
【００４３】
ディスプレイ装置３０（例えば、ＬＣＤ）の表面にはタッチパネルが設置される。タッチ
パネルを介してユーザーはメニューのうち、希望の一つのメニューを選択できる。この場
合の第１ないし第３キーパッドを用いることなく希望のメニューを選択できる。
【００４４】
ここでＵＰタイプ・ブラウザはタッチパネルを支援できないという問題があるが、かかる
問題は次のように解決できる。
ディスプレイ装置３０上に表示される情報に当たる座標値が先ず抽出され、ユーザーがタ
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ッチパネルを介して一定した位置を選択すると、その位置に当たる座標値がサーバー３６
内のブラウザクライアント３６ａに提供される。従って、タッチパネルを介してもキーパ
ッドを介したデータの入力と同じ効果が得られる。すなわち、ユーザーは蓋を閉じた状態
でも小さいサイズの窓を介してキーパッドを介したデータを入力することなく、自由にイ
ンターネットを用いることができる。
【００４５】
本実施形態による更に他の利点は次の通りである。
露出されたディスプレイ装置３０のサイズ情報がセルラフォンからサーバー３に伝えられ
るデータのヘッダ部分に常に位置しているので、サーバー３６でセルラフォンに露出され
たディスプレイ装置３０のサイズに合うディスプレイ情報が提供される。これによってデ
ィスプレイ装置３０の画面サイズが大きいセルラフォンとディスプレイ装置３０の画面サ
イズが小さいセルラフォン間に互換性が維持される。
【００４６】
本実施形態によるセルラフォンの駆動方法を図６のフローチャートを参照して説明する。
まず、蓋２０の開閉状態が検出され、その開閉状態の情報がセルラフォンからサーバー３
６に伝えられる。
開閉状態が受信されると、サーバー３６は画面の更新命令及び露出された画面のサイズに
合うディスプレイ情報を端末機に伝送する。
なお、蓋２０が開かれている状態の場合、サーバー３６は大きい画面に当たるディスプレ
イ情報をセルラフォンに伝送し、セルラフォンのディスプレイ装置３０は大きい画面に相
当するディスプレイ情報を有し画面を更新した後プログラムを終了する。
【００４７】
なお、蓋２０が閉じている状態の場合、セルラフォンはサーバー３６から伝送されたディ
スプレイ情報がユーザーが予め設定したものであるかどうかを判断する。
伝送されたディスプレイ情報がユーザーが予め設定した情報ではない場合、伝送されたデ
ィスプレイ情報が大きい画面に相当する一般的な情報として見なしてサーバー３６はセル
ラフォンに小さい画面のサイズに相当するディスプレイ情報を伝送する。セルラフォンは
サーバー３６から伝送された小さいサイズの画面に相当するディスプレイ情報で露出され
たディスプレイ情報３０の画面を更新した後終了する。
【００４８】
なお、伝送されたディスプレイ情報がユーザーが予め設定した情報を含むと、ユーザーが
予め設定した情報を優先的に表示する順序にメニュー項目を再配列する方法で露出された
画面を更新し終了する。
すなわち、セルラフォンは蓋２０の開閉状態によって、ディスプレイ装置３０の露出され
た画面にユーザーが実際に見られるようにディスプレイ情報を表示する。またこの過程は
タッチパネルを用いた簡単なペン接触だけでなされることができる。
【００４９】
本実施形態はセルラフォンを例としているが、画面のサイズが互いに異なる通信装置の間
で画面の互換性を要求する場合にも応用できる。他の例はＩＭＴ２０００，ＴＲＳ及びＰ
ＤＡなどを含む。
前記のように、セルラフォンの蓋の開閉状態によって、データベースを有する外部サーバ
ーがディスプレイ装置の露出された画面のサイズに適合したディスプレイ情報をセルラフ
ォンに提供する。これによってディスプレイ情報は露出された画面のサイズに合わせてデ
ィスプレイ装置上に表示されることは勿論ユーザーによって予め設定した情報が優先的に
ディスプレイ装置上に表示される。
【００５０】
また、ユーザーはキーパッドに代えてタッチパネルを介してもセルラフォンに必要な命令
情報を入力できる。
【００５１】
また、本実施形態によるとユーザーは蓋の開閉状態とは関係なく情報をディスプレイ装置
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に表示でき、その際、他のサイズの画面を有する通信装置の間に互換性が保持される。
【００５２】
第２実施形態
図７ａは本発明の第２実施形態によるセルラフォンであって、蓋が本体に対して閉じた状
態の場合の外形を示す図で、図７ｂは蓋が本体に対して開いた状態にある場合の外形を示
す図である。
図７ａ及び図７ｂによるとセルラフォンは本体１００と蓋２００とからなる。
本体１００は前面にディスプレイ装置３００を有し、さらにそのディスプレイ装置３００
より小さい面積の第１キーパッド４００を有する。
【００５３】
蓋２００は本体１００に回動自在に装着され、表面及び裏面に各々第２キーパッド５００
と第３キーパッド６００を有し、また上側部に窓７００を有する。ここで蓋２００は本体
１００の前面とほとんど同じ面積で前面をほとんど覆う形状である。さらに、蓋２００は
本体の前面に閉じた状態に位置する時、ディスプレイ装置の一部分を見えるようにする窓
７００を備えている。
【００５４】
ここで、窓７００はプラスチック又はガラスのような透明物質からなることもでき、かつ
開放されたままでもよいい。
また符号８００は第１実施形態における開ボタンである。
【００５５】
第２実施形態は蓋２００が本体１００の前面をほとんど覆う形状であって上側部に窓７０
０を有すること以外には第１実施形態によるセルラフォンの構成と同一である。従って、
詳細説明は省く。
【００５６】
【実施形態の効果】
以上説明したように、本発明によるセルラフォンは無線移動体通信サービスはもちろん無
線のインターネットサービスを行うことができる。
また、多数のキーパッドを有するので多くのボタン（又はキー）を必要とするインターネ
ットサービスを支援できる。
特にインターネット接続時ユーザーの便宜のために様々なホットキーをセルラフォンに設
けることができる。
従って、ユーザーがＷＡＰブラウザを介してインターネット網に容易に接近できるように
する。
【図面の簡単な説明】
【図１ａ】一般のセルラフォンの外形を示す図である。
【図１ｂ】一般のセルラフォンの外形を示す図である。
【図１ｃ】一般のセルラフォンの外形を示す図である。
【図２】従来セルラフォンのディスプレイ装置の画面を示す図である。
【図３ａ】本第１実施形態によるセルラフォンであって、蓋が本体に対して閉じた状態の
外形を示す図である。
【図３ｂ】本第１実施形態によるセルラフォンであって、蓋が本体に対して開いた状態の
外形を示す図である。
【図３ｃ】本第１実施形態によるセルラフォンであって、下部の蓋が本体に対して開いた
状態の外形を示す図である。
【図４】本実施形態によるセルラフォン内に内蔵される概略的な回路図である。
【図５】本実施形態によるディスプレイ装置の画面状態を示す図である。
【図６】本実施形態によるセルラフォンの駆動方法を示すフローチャートである。
【図７ａ】本発明の第２実施形態によるセルラフォンであって、蓋が本体に対して閉じた
状態の外形を示す図である。
【図７ｂ】本発明の第２実施形態によるセルラフォンであって、蓋が本体に対して開いた
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状態の外形を示す図である。
【符号の説明】
１０　本体
２０　蓋
３０　ディスプレイ装置
４０　開ボタン
５０　第１キーパッド
６０ａ　第２キーパッド
６０ｂ　第３キーパッド
７００　窓 10

【 図 １ ａ 】 【 図 １ ｂ 】
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【 図 １ ｃ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ ａ 】 【 図 ３ ｂ 】

(15) JP 3696123 B2 2005.9.14



【 図 ３ ｃ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ ａ 】 【 図 ７ ｂ 】
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