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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長方形の表示画面が形成された筐体と、
　ユーザに対する上記表示画面の配置方向を検出する方向検出手段と、
　表示データをそれぞれ生成する３以上の表示データ生成手段と、
　上記表示データを上記表示画面内に表示する表示制御手段とを備え、
　上記表示制御手段は、上記方向検出手段による検出結果に基づいて、上記表示画面の長
手方向を上下方向として表示する縦長表示状態及び上記表示画面の短手方向を上下方向と
して表示する横長表示状態を切り替える縦横表示切替手段と、
　上記縦長表示状態において、上記表示画面内の第１表示領域を任意の上記表示データ生
成手段に割り当てる縦長表示割当手段と、
　上記横長表示状態において、上記表示画面を長手方向に並ぶ第２表示領域及び第３表示
領域に分割する画面分割手段と、
　上記第２表示領域を上記第１表示領域に割り当てられている表示データ生成手段に割り
当てるとともに、上記第３表示領域を予め定められた表示データ生成手段に割り当てる横
長表示割当手段と、
　同時に表示データを生成することが禁止される上記表示データ生成手段の組み合わせを
保持する組み合わせ禁止テーブルと、
　上記第３表示領域に割り当てられる表示データ生成手段として、２以上の上記表示デー
タ生成手段の優先順位を保持する優先順位テーブルとを備え、
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　上記横長表示割当手段は、上記組み合わせ禁止テーブル及び上記優先順位テーブルに基
づいて、上記第３表示領域に割り当てる表示データ生成手段を決定することを特徴とする
携帯電話機。
【請求項２】
　上記画面分割手段は、上記第２表示領域の横幅が上記第１表示領域の横幅と等しくなる
ように、上記表示画面を分割することを特徴とする請求項１に記載の携帯電話機。
【請求項３】
　上記画面分割手段は、上記第２表示領域の縦幅が上記第１表示領域の横幅と等しく、上
記第２表示領域の縦横比が上記第１表示領域の縦横比と等しくなるように、上記表示画面
を分割することを特徴とする請求項１に記載の携帯電話機。
【請求項４】
　基地局との間で音声信号を送受信するセルラー通信手段と、
　受信した音声信号に基づく音声を出力する第１音声出力手段と、
　上記第１音声出力手段よりも音声を増幅して出力する第２音声出力手段と、
　上記縦長表示状態のときには、受信した音声信号に基づく音声を上記第１音声出力手段
から出力させ、上記縦長表示状態から上記横長表示状態に切り替わるのに基づいて、音声
信号に基づく音声が上記第２音声出力手段から出力されるように切り替える音声制御手段
とを備えることを特徴とする請求項１に記載の携帯電話機。
【請求項５】
　長方形の表示画面が形成された筐体と、
　ユーザに対する上記表示画面の配置方向を検出する方向検出手段と、
　表示データをそれぞれ生成する３以上の表示データ生成手段と、
　上記表示データを上記表示画面内に表示する表示制御手段と、
　テレビ放送波を受信するテレビ放送受信手段と、
　上記テレビ放送受信手段におけるテレビ放送波の受信感度を検出する受信感度検出手段
とを備え、
　上記表示制御手段は、上記方向検出手段による検出結果に基づいて、上記表示画面の長
手方向を上下方向として表示する縦長表示状態及び上記表示画面の短手方向を上下方向と
して表示する横長表示状態を切り替える縦横表示切替手段と、
　上記縦長表示状態において、上記表示画面内の第１表示領域を任意の上記表示データ生
成手段に割り当てる縦長表示割当手段と、
　上記横長表示状態において、上記表示画面を長手方向に並ぶ第２表示領域及び第３表示
領域に分割する画面分割手段と、
　上記第２表示領域を上記第１表示領域に割り当てられている表示データ生成手段に割り
当てるとともに、上記第３表示領域を予め定められた表示データ生成手段に割り当てる横
長表示割当手段と、
　上記第３表示領域に割り当てられる表示データ生成手段として、２以上の上記表示デー
タ生成手段の優先順位を保持する優先順位テーブルとを備え、
　上記横長表示割当手段は、上記受信感度が閾値より高い場合には、テレビ放送波に基づ
くテレビ画像の表示データを生成する表示データ生成手段を上記第３表示領域に割り当て
、上記受信感度が上記閾値より低い場合には、上記優先順位テーブルに基づいて、テレビ
放送波に基づくテレビ画像以外の表示データを生成する表示データ生成手段を上記第３表
示領域に割り当てることを特徴とする携帯電話機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機に係り、さらに詳しくは、長方形の表示画面が形成された筐体を
備え、表示画面の長手方向を上下方向として表示する縦長表示状態及び表示画面の短手方
向を上下方向として表示する横長表示状態に切替可能な携帯電話機に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　表示画面内に各種表示を行うことができる表示筐体と、多数の操作キーが配置された操
作筐体とを備え、表示筐体が表示画面に水平な面内で操作筐体により回転可能に保持され
た携帯電話機が知られている（例えば、特許文献１，２）。この種の携帯電話機では、例
えば、表示画面が長方形に形成されており、操作筐体に対して表示筐体を回転させること
により、表示画面の長手方向を上下方向として表示する縦長表示状態と、表示画面の短手
方向を上下方向として表示する横長表示状態とに切り替えて使用することができるように
なっている。
【０００３】
　このような携帯電話機を用いて、縦長表示状態及び横長表示状態の切替操作に基づいて
アプリケーションプログラムを起動させることが考えられる。例えば、テレビ放送波を受
信して表示画面にテレビ画像を表示させることができるような携帯電話機の場合には、縦
長表示状態から横長表示状態への切替操作に基づいて、テレビ放送波を受信して表示画面
にテレビ画像を表示させるためのアプリケーションプログラムを起動させることが考えら
れる。この場合、表示状態の切替操作に連動させて、横長表示状態の表示画面にテレビ画
像を表示させることができるので、利便性が向上する。
【特許文献１】特開２００３－３１９０４３号公報
【特許文献２】特開２００４－２１５１８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　あるアプリケーションプログラムを既に起動させている状態で、縦長表示状態及び横長
表示状態の切替操作に基づいて他のアプリケーションプログラムを起動させるような構成
を採用した場合には、２つのアプリケーションプログラムが同時に起動された状態となる
。このような場合に、先に起動させていたアプリケーションプログラムに基づく表示から
、新たに起動されたアプリケーションプログラムに基づく表示に切り替わると、先に起動
させていたアプリケーションプログラムによる機能を良好に実現することができない場合
がある。
【０００５】
　例えば、縦長表示状態で電子メールの送受信を行うためのアプリケーションプログラム
が起動されているときに、縦長表示状態から横長表示状態への切替操作に基づいて、テレ
ビ放送波を受信して表示画面にテレビ画像を表示させるためのアプリケーションプログラ
ムが起動されるような場合が考えられる。このような場合には、新たに起動されたアプリ
ケーションプログラムに基づいて表示画面にテレビ画像が表示されるため、送信する電子
メールの文字情報を入力したり、受信した電子メールの文字情報を閲覧したりするための
画面を表示画面に表示させることができず、先に起動させていたアプリケーションプログ
ラムによる電子メール機能を良好に実現することができない。
【０００６】
　また、縦長表示状態及び横長表示状態の切替操作に基づいて新たに起動されるアプリケ
ーションプログラムと既に起動されているアプリケーションプログラムとの組み合わせに
よっては、同時に起動状態にすると制御部の処理負荷が過大になるなど好ましくない場合
がある。また、上記のように、テレビ放送波を受信して表示画面にテレビ画像を表示させ
るためのアプリケーションプログラムが新たに起動される場合には、テレビ放送波の受信
感度が悪いときなどに、当該アプリケーションプログラムを新たに起動させてもテレビ画
像が良好に表示されず、その機能を良好に実現することができない場合がある。このよう
に、アプリケーションプログラムの種類によっては、縦長表示状態及び横長表示状態の切
替操作時に起動すべきでない場合もある。
【０００７】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、縦長表示状態及び横長表示状態の
切替に際して利便性を向上させることができる携帯電話機を提供することを目的とする。
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また、本発明は、縦長表示状態及び横長表示状態の切替に際して表示画面に対する表示を
良好に行うことができる携帯電話機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】
【０００８】
　第１の本発明による携帯電話機は、長方形の表示画面が形成された筐体と、ユーザに対
する上記表示画面の配置方向を検出する方向検出手段と、表示データをそれぞれ生成する
３以上の表示データ生成手段と、上記表示データを上記表示画面内に表示する表示制御手
段とを備え、上記表示制御手段は、上記方向検出手段による検出結果に基づいて、上記表
示画面の長手方向を上下方向として表示する縦長表示状態及び上記表示画面の短手方向を
上下方向として表示する横長表示状態を切り替える縦横表示切替手段と、上記縦長表示状
態において、上記表示画面内の第１表示領域を任意の上記表示データ生成手段に割り当て
る縦長表示割当手段と、上記横長表示状態において、上記表示画面を長手方向に並ぶ第２
表示領域及び第３表示領域に分割する画面分割手段と、上記第２表示領域を上記第１表示
領域に割り当てられている表示データ生成手段に割り当てるとともに、上記第３表示領域
を予め定められた表示データ生成手段に割り当てる横長表示割当手段と、同時に表示デー
タを生成することが禁止される上記表示データ生成手段の組み合わせを保持する組み合わ
せ禁止テーブルと、上記第３表示領域に割り当てられる表示データ生成手段として、２以
上の上記表示データ生成手段の優先順位を保持する優先順位テーブルとを備え、上記横長
表示割当手段は、上記組み合わせ禁止テーブル及び上記優先順位テーブルに基づいて、上
記第３表示領域に割り当てる表示データ生成手段を決定するように構成される。
【０００９】
　このような構成によれば、縦長表示状態から横長表示状態に切り替わるのに基づいて、
表示画面を第２表示領域及び第３表示領域に分割し、縦長表示状態のときに第１表示領域
に表示する表示データを生成していた表示データ生成手段を用いて第２表示領域に対する
表示を行うとともに、異なる表示データ生成手段を用いて第３表示領域に対する表示を行
うことができる。これにより、横長表示状態における第２表示領域に、縦長表示状態のと
きに第１表示領域に表示されていた表示データを引き続き表示しつつ、第３表示領域に縦
長表示状態から横長表示状態に切り替わるのに基づいて新たな表示を行うことができるの
で、利便性が向上する。また、第３表示領域に表示させようとする表示データが、第２表
示領域に表示させる表示データと同時に生成することが禁止されている場合に、優先順位
テーブルに保持されている優先順位に基づいて、第３表示領域に対して別の表示データ生
成手段による表示を行うことができる。これにより、第３表示領域に画像が表示されない
状態が生じるのを防止できるので、表示画面に対する表示を良好に行うことができる。
【００１０】
　第２の本発明による携帯電話機は、上記構成に加えて、上記画面分割手段が、上記第２
表示領域の横幅が上記第１表示領域の横幅と等しくなるように、上記表示画面を分割する
ように構成される。
【００１１】
　このような構成によれば、縦長表示状態から横長表示状態に切り替えられる前後で、同
じ横幅の第１表示領域から第２表示領域に引き続き表示を行うことができる。これにより
、表示切替の前後で表示画像のレイアウトが大きく変化することに起因して、ユーザにと
って表示が見づらくなるのを防止することができる。また、縦長表示状態と横長表示状態
とで横幅の異なるレイアウトを用意する必要がないので、製造工程を簡略化することがで
きる。
【００１２】
　第３の本発明による携帯電話機は、上記構成に加えて、上記画面分割手段が、上記第２
表示領域の縦幅が上記第１表示領域の横幅と等しく、上記第２表示領域の縦横比が上記第
１表示領域の縦横比と等しくなるように、上記表示画面を分割するように構成される。
【００１３】
　このような構成によれば、縦長表示状態から横長表示状態に切り替えられる際、第１表
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示領域に表示されていた画像を同じ縦横比で縮小して、第２表示領域に表示できる範囲で
最大限に大きく表示させることができる。これにより、表示切替の前後で表示されている
内容の範囲が変化することに起因して、ユーザにとって表示が見づらくなるのを防止する
ことができる。
【００１６】
　第５の本発明による携帯電話機は、長方形の表示画面が形成された筐体と、ユーザに対
する上記表示画面の配置方向を検出する方向検出手段と、表示データをそれぞれ生成する
３以上の表示データ生成手段と、上記表示データを上記表示画面内に表示する表示制御手
段と、テレビ放送波を受信するテレビ放送受信手段と、上記テレビ放送受信手段における
テレビ放送波の受信感度を検出する受信感度検出手段とを備え、上記表示制御手段は、上
記方向検出手段による検出結果に基づいて、上記表示画面の長手方向を上下方向として表
示する縦長表示状態及び上記表示画面の短手方向を上下方向として表示する横長表示状態
を切り替える縦横表示切替手段と、上記縦長表示状態において、上記表示画面内の第１表
示領域を任意の上記表示データ生成手段に割り当てる縦長表示割当手段と、上記横長表示
状態において、上記表示画面を長手方向に並ぶ第２表示領域及び第３表示領域に分割する
画面分割手段と、上記第２表示領域を上記第１表示領域に割り当てられている表示データ
生成手段に割り当てるとともに、上記第３表示領域を予め定められた表示データ生成手段
に割り当てる横長表示割当手段と、上記第３表示領域に割り当てられる表示データ生成手
段として、２以上の上記表示データ生成手段の優先順位を保持する優先順位テーブルとを
備え、上記横長表示割当手段は、上記受信感度が閾値より高い場合には、テレビ放送波に
基づくテレビ画像の表示データを生成する表示データ生成手段を上記第３表示領域に割り
当て、上記受信感度が上記閾値より低い場合には、上記優先順位テーブルに基づいて、テ
レビ放送波に基づくテレビ画像以外の表示データを生成する表示データ生成手段を上記第
３表示領域に割り当てるように構成される。
【００１７】
　このような構成によれば、テレビ放送波を良好に受信することができない場合に、優先
順位テーブルに保持されている優先順位に基づいて、第３表示領域に対してテレビ放送波
に基づく画像とは異なる表示を行うことができる。これにより、第３表示領域にテレビ放
送波に基づく画像が良好に表示されない状態が生じるのを防止できるので、表示画面に対
する表示を良好に行うことができる。
【００１８】
　第６の本発明による携帯電話機は、上記構成に加えて、基地局との間で音声信号を送受
信するセルラー通信手段と、受信した音声信号に基づく音声を出力する第１音声出力手段
と、上記第１音声出力手段よりも音声を増幅して出力する第２音声出力手段と、上記縦長
表示状態のときには、受信した音声信号に基づく音声を上記第１音声出力手段から出力さ
せ、上記縦長表示状態から上記横長表示状態に切り替わるのに基づいて、音声信号に基づ
く音声が上記第２音声出力手段から出力されるように切り替える音声制御手段とを備える
ように構成される。

【００１９】
　このような構成によれば、縦長表示状態で音声信号の送受信による通話が行われている
ときに、縦長表示状態から横長表示状態に切り替わるのに基づいて、音声信号に基づく音
声の出力を第１音声出力手段から第２音声出力手段に切り替えることができる。これによ
り、第１音声出力手段から出力されていたときよりも音声が増幅されて第２音声出力手段
から出力されるように自動的に切り替わり、ユーザは携帯電話機から耳を遠ざけて通話を
行うことができるようになるので、利便性が向上する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、縦長表示状態から横長表示状態に切り替わるのに基づいて、表示画面
を第２表示領域及び第３表示領域に分割し、縦長表示状態のときに第１表示領域に表示す
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る表示データを生成していた表示データ生成手段を用いて第２表示領域に対する表示を行
うとともに、異なる表示データ生成手段を用いて第３表示領域に対する表示を行うことが
できるので、利便性が向上する。また、組み合わせ禁止テーブル及び優先順位テーブル、
又は、受信感度検出手段による検出結果及び優先順位テーブルに基づいて、第３表示領域
に割り当てる表示データ生成手段を決定することにより、第３表示領域に画像が良好に表
示されない状態が生じるのを防止できるので、表示画面に対する表示を良好に行うことが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１による携帯電話機１の一例を示した斜視図であり、筐体
を展開した状態を示している。この携帯電話機１は、いわゆる折り畳み式の携帯電話機で
あり、それぞれ薄型の直方体形状からなる表示筐体２及び操作筐体５がヒンジ部３を介し
て連結され、表示筐体２及び操作筐体５の各主面を対向させた状態でコンパクトに折り畳
むことができるようになっている。
【００２２】
　表示筐体２には、折り畳んだ状態で操作筐体５に対向する主面に表示部２ａ及び受話用
レシーバ８が配置されている。表示部２ａは、長方形の表示画面を有する液晶表示器から
なり、その長手方向が表示筐体２の長手方向と一致するように配置されている。受話用レ
シーバ８は、通話時に相手方電話機からの音声を出力するための第１音声出力手段であり
、表示筐体２におけるヒンジ部３と反対側の端部に配置されている。
【００２３】
　操作筐体５には、折り畳んだ状態で表示筐体２に対向する主面及び当該主面に対して右
側の端面に、それぞれ複数の操作キーが配置されている。上記主面に配置されている複数
の操作キー（以下、「主面キー４ａ」と呼ぶ。）は、数字を入力する際などに操作される
テンキー４ｃや、動作状況によって種々の機能が割り当てられるガイドキー４ｄを含む第
１操作キー群を構成している。また、上記端面に配置されている複数の操作キー（以下、
「端面キー４ｂ」と呼ぶ。）は、主面キー４ａよりも少ない操作キーからなる第２操作キ
ー群を構成している。上記主面のヒンジ部３と反対側の端部には、通話時にユーザの音声
を入力する音声入力手段としての送話用マイクロホン７が配置されている。
【００２４】
　ヒンジ部３は、表示筐体２及び操作筐体５を可動連結する可動連結部であり、表示筐体
２及び操作筐体５の各主面が対向するように折り畳み可能に連結している。また、表示筐
体２は、表示部２ａの表示画面に対して垂直方向に延びる回転軸（不図示）を介して、ヒ
ンジ部３に回転可能に連結されている。これにより、表示筐体２は、表示部２ａの表示画
面に水平な面内で回転可能に保持され、操作筐体５に対する傾斜角度を保った状態で回転
できるようになっている。
【００２５】
　図２は、図１の携帯電話機１の表示筐体２を回転させた状態を示した斜視図であり、正
面から見て図１の状態から時計回りに約４５°回転させた状態を示している。図３は、図
１の携帯電話機１の表示筐体２を回転させた状態を示した斜視図であり、正面から見て図
１の状態から時計回りに９０°回転させた状態を示している。
【００２６】
　ユーザは、操作筐体５を把持した状態で、表示筐体２を表示部２ａの表示画面に水平な
面内において９０°の角度範囲内で回転させることにより、図１に示した縦長表示状態と
図３に示した横長表示状態との間で表示筐体２を回転させることができる。図１に示した
縦長表示状態では、表示部２ａの表示画面に、その長手方向を上下方向として画像が表示
される。一方、図３に示した横長表示状態では、表示部２ａの表示画面に、その短手方向
を上下方向として画像が表示される。
【００２７】
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　図４は、携帯電話機１の電気的構成の一例を示したブロック図である。この携帯電話機
１は、プロセッサからなる制御部６、並びに、この制御部６によりそれぞれ制御可能な表
示部２ａ、操作部４、送話用マイクロホン７、受話用レシーバ８、スピーカ９、セルラー
通信部１０、テレビ放送受信部１１、チューナ１２、受信感度検出センサ１３、回転検出
センサ１４及びメモリ１５を備えている。操作部４は、ユーザによって操作される操作手
段であり、上述の主面キー４ａ及び端面キー４ｂが含まれる。スピーカ９は、受話用レシ
ーバ８よりも音声を増幅して出力する第２音声出力手段である。
【００２８】
　セルラー通信部１０は、通信用アンテナ１０ａを介して基地局との間で電波を送受信す
ることにより、通話音の送受信を行う。相手方電話機との間で通信状態が確立された状態
では、ユーザの通話音に基づく音声信号がセルラー通信部１０から送信され、相手方電話
機からの通話音に基づく音声信号がセルラー通信部１０で受信されることにより、通話音
の送受信が行われる。また、セルラー通信部１０は、基地局を介して文字情報を送受信す
ることにより、相手方電話機との間で電子メールの送受信を行うことができる。
【００２９】
　テレビ放送受信部１１は、テレビ放送受信用アンテナ１１ａを介して、テレビ局から発
信されているテレビ放送波を受信する。テレビ局から発信されているテレビ放送波には、
アナログ放送に対応したアナログ放送波と、デジタル放送に対応したデジタル放送波とが
含まれている。このテレビ放送受信部１１が受信するデジタル放送波は、一般のデジタル
ハイビジョン放送波の一定帯域に割り当てられた携帯電話機向けの１セグメント放送波で
あり、テレビ画像及びテレビ音声に加えて、そのテレビ画像に対応する字幕や関連する記
事などの文字情報が含まれている。
【００３０】
　チューナ１２は、テレビ放送受信部１１により受信されるテレビ放送波から、指定され
たチャンネルのテレビ放送波を抽出するチューニング手段である。すなわち、ユーザによ
る操作部４の操作等に基づいてチャンネルが指定されると、その指定されたチャンネルの
テレビ放送波がチューナ１２により抽出されるようになっている。このようにして抽出さ
れたテレビ放送波に基づいて、表示部２ａにテレビ画像を表示するとともに、そのテレビ
画像に対応するテレビ音声をスピーカ９から出力することにより、テレビ放送を視聴する
ことができる。
【００３１】
　受信感度検出センサ１３は、チューナ１２により抽出されたテレビ放送波のテレビ放送
受信部１１における受信感度を検出する。回転検出センサ１４は、機械的又は電気的なス
イッチにより構成され、ユーザによる表示筐体２の回転操作を検出することにより、ユー
ザに対する表示画面の配置方向を検出する方向検出手段である。メモリ１５には、複数の
アプリケーションプログラムが記憶されているアプリケーションプログラム記憶部１６と
、これらのアプリケーションプログラムに関するテーブルが記憶されているアプリケーシ
ョンテーブル記憶部１７と、操作部４の各操作キーの操作に対して制御部６が行う処理の
割り当てを記憶するキー割当テーブル記憶部１８とが備えられている。
【００３２】
　アプリケーションプログラム記憶部１６には、テレビアプリケーションプログラム１６
ａ、メールアプリケーションプログラム１６ｂ、通話アプリケーションプログラム１６ｃ
、時計アプリケーションプログラム１６ｄ及びカレンダーアプリケーションプログラム１
６ｅなどが記憶されている。テレビアプリケーションプログラム１６ａには、テレビ放送
波を受信して表示部２ａにテレビ画像を表示させるとともに、そのテレビ画像に対応する
テレビ音声をスピーカ９から出力させるためのプログラムが含まれる。メールアプリケー
ションプログラム１６ｂには、セルラー通信部１０を介して電子メールを送受信するため
のプログラムが含まれる。通話アプリケーションプログラム１６ｃには、セルラー通信部
１０を介して通話音を送受信するためのプログラムが含まれる。時計アプリケーションプ
ログラム１６ｄには、計時手段（不図示）により計測されている現在の時刻を表示部２ａ
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に表示させるためのプログラムが含まれる。カレンダーアプリケーションプログラム１６
ｅには、暦に従って日付を表示部２ａに表示させるためのプログラムが含まれる。
【００３３】
　図５は、表示筐体２を縦長表示状態及び横長表示状態に切り替えたときの表示態様の一
例を示した概略図であり、（ａ）は縦長表示状態の携帯電話機１、（ｂ）は横長表示状態
の携帯電話機１を示している。図５（ａ）に示した縦長表示状態における表示部２ａの表
示画面は、上端部に形成されたピクト表示領域２１と、下端部に形成されたガイド表示領
域２２と、それらの間に形成されたアプリケーション表示領域２３とからなる。アプリケ
ーション表示領域２３は、ピクト表示領域２１やガイド表示領域２２と比べて表示面積が
大きく形成されている。この例では、縦長表示状態における表示画面の横幅が２４０画素
、縦幅が４００画素であり、ピクト表示領域２１及びガイド表示領域２２の縦幅がそれぞ
れ４０画素、アプリケーション表示領域２３の縦幅が３２０画素である。
【００３４】
　ピクト表示領域２１には、セルラー通信部１０における電波の受信感度や、当該携帯電
話機１に電力を供給している電池（不図示）の容量などを表す画像が表示される。ガイド
表示領域２２には、主面キー４ａに含まれるガイドキー４ｄの各操作キーに対応する配置
でガイド表示２２ａが表示される。図５には示していないが、各ガイド表示２２ａには、
対応するガイドキー４ｄが選択されるのに基づいて制御部６が行う処理の内容を表す文字
が重ねて表示される。したがって、ユーザは、ガイド表示領域２２内のガイド表示２２ａ
を確認しながらガイドキー４ｄの対応する操作キーを操作することにより、当該操作キー
に対応する処理を制御部６に実行させることができる。
【００３５】
　アプリケーション表示領域２３には、そのとき起動されているアプリケーションプログ
ラムに基づく画像が表示される。この例では、図５（ａ）の縦長表示状態において、メー
ルアプリケーションプログラム１６ｂが起動され、送信する電子メールの文字情報を入力
するための文字入力画面がアプリケーション表示領域２３に表示されている場合を示して
いる。この文字入力画面は、入力された電子メールの文字情報を表示する本文表示領域２
３ａと、入力された文字情報を漢字などに変換するための操作に基づいて変換後の文字の
候補を表示する変換候補表示領域２３ｂとからなる。入力された文字情報に対する変換後
の文字の候補が複数存在する場合には、それらの複数の候補が変換候補表示領域２３ｂ内
において表示画面の長手方向に並べて列挙され、ユーザは、主面キー４ａを操作すること
によりいずれか候補を選択して本文表示領域２３ａに表示させることができる。
【００３６】
　本実施の形態では、回転検出センサ１４からの検出信号に基づいて、表示筐体２が縦長
表示状態から横長表示状態に回転されたことが検出されると、予め定められたアプリケー
ションプログラムが起動されるようになっている。図５（ａ）に示すように既にアプリケ
ーションプログラムが起動されている状態で、表示筐体２が縦長表示状態から横長表示状
態に回転されると、そのアプリケーションプログラムとは異なるアプリケーションプログ
ラムが起動されるようになっている。
【００３７】
　このとき、表示部２ａの表示画面は、図５（ａ）に示した縦長表示状態から図５（ｂ）
に示した横長表示状態に回転されるのに連動して、長手方向に並ぶ２つの表示領域２０ａ
，２０ｂに分割される。これらの２つの表示領域のうち左側の表示領域２０ａには、縦長
表示状態で起動されていたアプリケーションプログラムに基づく画像が引き続き表示され
、右側の表示領域２０ｂには、新たに起動されたアプリケーションプログラムに基づく画
像が表示される。したがって、横長表示状態では、縦長表示状態のときにアプリケーショ
ン表示領域２３に表示されていた画像を左側の表示領域２０ａに引き続き表示しつつ、右
側の表示領域２０ｂに新たな表示を行うことができるので、利便性が向上する。
【００３８】
　この例では、横長表示状態における左側の表示領域２０ａの横幅が、縦長表示状態にお
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けるアプリケーション表示領域２３の横幅と等しくなるように表示画面が分割されるよう
になっている。したがって、図５（ａ）及び（ｂ）に示すように、縦長表示状態のときと
同じ横幅で、横長表示状態における左側の表示領域２０ａに本文表示領域２３ａ及び変換
候補表示領域２３ｂを配置することができる。横長表示状態における左側の表示領域２０
ａの縦幅は、縦長表示状態におけるアプリケーション表示領域２３の縦幅よりも短くなる
が、その分だけ変換候補表示領域２３ｂの縦幅を小さくして表示内容を減らすことにより
、本文表示領域２３ａの縦幅は表示切替の前後で変化しないようになっている。
【００３９】
　このように、縦長表示状態から横長表示状態に切り替えられる前後で、同じ横幅の表示
領域に引き続き表示を行うことができるので、表示切替の前後で表示画像のレイアウトが
大きく変化することに起因して、ユーザにとって表示が見づらくなるのを防止することが
できる。また、縦長表示状態と横長表示状態とで横幅の異なるレイアウトを用意する必要
がないので、製造工程を簡略化することができる。
【００４０】
　横長表示状態における右側の表示領域２０ｂは、上端部に形成されたピクト表示領域２
４と、下端部に形成されたガイド表示領域２５と、それらの間に形成されたアプリケーシ
ョン表示領域２６とからなる。縦長表示状態から横長表示状態への切替により新たに起動
されたアプリケーションプログラムに基づく画像は、右側の表示領域２０ｂのアプリケー
ション表示領域２６に表示される。この例では、縦長表示状態から横長表示状態への切替
に基づいてテレビアプリケーションプログラム１６ａが起動され、テレビ放送受信部１１
で受信したテレビ放送に基づく画像がアプリケーション表示領域２６に表示されている。
【００４１】
　ピクト表示領域２４には、縦長表示状態におけるピクト表示領域２１に表示されていた
画像が、縮小又は拡大されることなく同じ大きさで表示される。同様に、ガイド表示領域
２５にも、縦長表示状態におけるガイド表示領域２２に表示されていたガイド表示２２ａ
が、縮小又は拡大されることなく同じ大きさで表示される。したがって、ピクト表示領域
２１，２４やガイド表示領域２２，２５に表示させる画像として、表示切替の前後で異な
る画像を用意する必要がないので、製造工程を簡略化することができる。
【００４２】
　また、本実施の形態では、表示筐体２が縦長表示状態から横長表示状態に回転され、２
つのアプリケーションプログラムが起動された状態となったときに、主面キー４ａの操作
に基づいて制御部６が行う処理と、端面キー４ｂの操作に基づいて制御部６が行う処理と
が、各アプリケーションプログラムに対応付けて割り当てられるようになっている。
【００４３】
　具体的には、横長表示状態において、主面キー４ａには、メールアプリケーションプロ
グラム１６ｂに基づく画像が表示されている左側の表示領域２０ａに関する処理として、
文字情報を入力するための処理や電子メールの送信を指示する処理などが割り当てられる
。また、横長表示状態において、端面キー４ｂには、テレビアプリケーションプログラム
１６ａに基づく画像が表示されている右側の表示領域２０ｂに関する処理として、チュー
ナ１２が抽出するテレビ放送波のチャンネルを変更する処理やスピーカ９から出力される
テレビ音声の音量を変更する処理などが割り当てられる。主面キー４ａには、縦長表示状
態のときからメールアプリケーションプログラム１６ｂに対応する処理が割り当てられて
おり、表示切替の前後で主面キー４ａに対する操作に基づいて制御部６が行う処理は変化
しないようになっている。
【００４４】
　このような構成によれば、表示部２ａの表示画面を２つの表示領域２０ａ，２０ｂに分
割し、各表示領域２０ａ，２０ｂに関する処理を実行させるために操作される操作キーを
主面キー４ａと端面キー４ｂとに分けることができる。主面キー４ａは操作筐体５の主面
に形成され、端面キー４ｂは操作筐体５の端面に形成されているので、各表示領域２０ａ
，２０ｂに関する処理を実行させるためにいずれの操作キー群を操作すればよいかがユー
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ザにとって分かりやすく、操作性が向上する。
【００４５】
　また、横長表示状態における２つの表示領域２０ａ，２０ｂが並ぶ方向と、これらの各
表示領域２０ａ，２０ｂに関する処理を実行させるために操作される主面キー４ａ及び端
面キー４ｂが並ぶ方向とが、いずれも左右方向で一致している。これにより、各表示領域
２０ａ，２０ｂに関する処理を実行させるためにいずれの操作キー群を操作すればよいか
がユーザにとってさらに分かりやすく、操作性をより向上させることができる。
【００４６】
　図５の例では、セルラー通信部１０を介して送信する電子メールの文字情報を含む画像
が表示される左側の表示領域２０ａに対して、主面キー４ａが割り当てられる。主面キー
４ａが形成されている操作筐体５の主面は、端面と比べて面積が大きいので、より多くの
操作キーを配置することが可能である。電子メールの文字情報を入力する際には、多数の
操作キーを操作する必要があるため、電子メールの文字情報を含む画像が表示される表示
領域２０ａに、より多くの操作キーを配置可能な主面に形成されている主面キー４ａを割
り当てることにより、操作性をさらに向上させることができる。
【００４７】
　また、図５の例では、テレビ放送受信部１１を介して受信するテレビ放送波に基づく画
像が表示される右側の表示領域２０ｂに対して、端面キー４ｂが割り当てられる。テレビ
放送波の受信に関する処理を実行させるための操作キーは、電子メールの文字情報を入力
するために操作される操作キーよりも少なくすることが可能である。そこで、電子メール
の文字情報を含む画像が表示される左側の表示領域２０ａに対して、比較的多くの操作キ
ーを配置可能な操作筐体５の主面に形成された主面キー４ａを割り当て、テレビ放送波に
基づく画像が表示される右側の表示領域２０ｂに対して、操作筐体５の端面に形成された
端面キー４ｂを割り当てることにより、ユーザにとってより操作しやすいキー配置にする
ことができる。
【００４８】
　図６は、制御部６の一構成例を示した機能ブロック図である。制御部６は、表示筐体２
が縦長表示状態から横長表示状態に回転され、回転検出センサ１４から検出信号が入力さ
れるのに基づいて、表示部２ａの表示画面に対する表示を切り替えるとともに、操作部４
の各操作キーの操作に対して実行する処理を割り当てる。制御部６は、縦横表示切替部６
１、表示領域分割部６２、表示割当部６３、表示データ生成部６４、キー割当部６５及び
音声制御部６６によって構成され、ここでは、制御部６により実行されるコンピュータプ
ログラムとして実現されるものとする。
【００４９】
　表示データ生成部６４は、そのとき起動されているアプリケーションプログラムに基づ
いて、表示部２ａの表示画面に表示させる表示データを生成する。この表示データ生成部
６４は、テレビアプリケーションプログラム１６ａ、メールアプリケーションプログラム
１６ｂ、通話アプリケーションプログラム１６ｃ、時計アプリケーションプログラム１６
ｄ、カレンダーアプリケーションプログラム１６ｅなどの各アプリケーションプログラム
に基づく表示データをそれぞれ生成する複数の表示データ生成手段として機能する。
【００５０】
　縦横表示切替部６１、表示領域分割部６２及び表示割当部６３は、表示データ生成部６
４により生成される表示データを表示部２ａの表示画面内に表示させるための表示制御部
６０を構成している。縦横表示切替部６１は、回転検出センサ１４からの検出信号に基づ
いて、表示部２ａの表示画面に対する表示方向を９０°変換することにより、縦長表示状
態及び横長表示状態を切り替える。表示領域分割部６２は、横長表示状態の表示画面を図
５（ｂ）に示したような左右２つの表示領域２０ａ，２０ｂに分割する。
【００５１】
　表示割当部６３は、表示部２ａの表示画面内の表示領域を表示データ生成部６４で生成
される表示データに割り当てる。縦長表示状態のときには、そのとき起動されているアプ
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リケーションプログラムに基づいて表示データ生成部６４で生成される表示データに、表
示画面内のアプリケーション表示領域２３が割り当てられる。例えば、図５（ａ）の例で
は、起動中のメールアプリケーションプログラム１６ｂに基づいて生成された表示データ
にアプリケーション表示領域２３が割り当てられることにより、当該アプリケーション表
示領域２３に文字入力画面が表示されている。
【００５２】
　縦長表示状態から横長表示状態に切り替えられたときには、既に起動されているアプリ
ケーションプログラムに基づいて生成される表示データ、及び、表示切替により新たに起
動されたアプリケーションプログラムに基づいて生成される表示データに、表示領域分割
部６２により分割された表示画面内の２つの表示領域２０ａ，２０ｂが割り当てられる。
このとき、左側の表示領域２０ａが、縦長表示状態におけるアプリケーション表示領域２
３に割り当てられていた表示データに割り当てられ、右側の表示領域２０ｂが、新たに生
成される表示データに割り当てられる。例えば、図５（ｂ）の例では、縦長表示状態にお
けるアプリケーション表示領域２３に割り当てられていた文字入力画面に左側の表示領域
２０ａが割り当てられるとともに、新たに起動されたテレビアプリケーションプログラム
１６ａに基づくテレビ画像に右側の表示領域２０ｂが割り当てられている。
【００５３】
　ここで、縦長表示状態から横長表示状態への切替に基づいて新たに起動されるアプリケ
ーションプログラムと既に起動されているアプリケーションプログラムとの組み合わせに
よっては、同時に起動状態にすると制御部６の処理負荷が過大になり、表示データ生成部
６４を構成している各アプリケーションプログラムに対応する表示データ生成手段が、そ
れらのアプリケーションプログラムに基づいて同時に表示データを生成することができな
い場合がある。
【００５４】
　アプリケーションテーブル記憶部１７には、組み合わせ禁止テーブル１７ａ及び優先順
位テーブル１７ｂが記憶されている。組み合わせ禁止テーブル１７ａは、同時に表示デー
タを生成することが禁止される表示データ生成手段の組み合わせとして、各表示データ生
成手段に対応するアプリケーションプログラムの組み合わせを保持している。優先順位テ
ーブル１７ｂは、縦長表示状態から横長表示状態への切替に基づいて右側の表示領域２０
ｂに割り当てられる表示データ生成手段の優先順位として、各表示データ生成手段に対応
するアプリケーションプログラムの優先順位を保持している。
【００５５】
　表示割当部６３は、組み合わせ禁止テーブル１７ａに基づいて、横長表示状態における
右側の表示領域２０ｂに表示させようとする表示データが、左側の表示領域２０ａに表示
させる表示データと同時に生成することが禁止されている場合に、優先順位テーブル１７
ｂに保持されている優先順位に基づいて、右側の表示領域２０ｂを別のアプリケーション
プログラムに基づく表示データに割り当てる。これにより、決定された別のアプリケーシ
ョンプログラムに対応する表示データ生成手段によって右側の表示領域２０ｂに対する表
示が行われ、右側の表示領域２０ｂに画像が表示されない状態が生じるのを防止できるの
で、表示部２ａの表示画面に対する表示を良好に行うことができる。
【００５６】
　この例では、優先順位テーブル１７ｂには、テレビアプリケーションプログラム１６ａ
が最優先順位として保持されており、時計アプリケーションプログラム１６ｄが次の優先
順位として保持されている。ただし、このような構成に限らず、最優先順位として他のア
プリケーションプログラムが保持されていてもよいし、次の優先順位としてカレンダーア
プリケーションプログラム１６ｅなどの他のアプリケーションプログラムが保持されてい
てもよい。
【００５７】
　組み合わせ禁止テーブル１７ａには、テレビアプリケーションプログラム１６ａに基づ
く表示データと同時に表示データを生成することが禁止されるアプリケーションプログラ
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ムとして、カメラ（不図示）により撮像を行うためのアプリケーションプログラム、動画
や音声を再生するためのアプリケーションプログラムなどが保持されている。これらのア
プリケーションプログラムを実行する際には、テレビアプリケーションプログラム１６ａ
と同様に、「Ｈ．２６４」や「ＭＰＥＧ４」に代表される映像用コーデック又は「ＡＡＣ
」や「ＡＭＲ」に代表される音声用コーデックを起動する必要があり、複数のコーデック
を同時に起動させなければならないため、制御部６の処理負荷が極めて過大となる。
【００５８】
　これに対して、メールアプリケーションプログラム１６ｂや通話アプリケーションプロ
グラム１６ｃなどは、テレビアプリケーションプログラム１６ａに基づく表示データと同
時に表示データを生成することが禁止されておらず、組み合わせ禁止テーブル１７ａに保
持されていない。したがって、図５（ｂ）に示した例のように、テレビアプリケーション
プログラム１６ａに基づく表示データ及びメールアプリケーションプログラム１６ｂに基
づく表示データを同時に生成して、横長表示状態における左右２つの表示領域２０ａ，２
０ｂにそれぞれ表示させることは可能である。
【００５９】
　キー割当部６５は、主面キー４ａ及び端面キー４ｂの操作に対して実行される処理を割
り当てる。キー割当テーブル記憶部１８には、主面キー４ａの操作に対して実行される処
理が割り当てられる主面キー割当テーブル１８ａと、端面キー４ｂの操作に対して実行さ
れる処理が割り当てられる端面キー割当テーブル１８ｂとが記憶されており、キー割当部
６５は、回転検出センサ１４からの検出信号に基づいて、これらのテーブル１８ａ，１８
ｂに操作部４の各操作キーの操作に対する処理を割り当てる。具体的には、縦長表示状態
から横長表示状態へ切り替えられると、横長表示状態における左側の表示領域２０ａに関
する処理が主面キー割当テーブル１８ａに割り当てられ、右側の表示領域２０ｂに関する
処理が端面キー割当テーブル１８ｂに割り当てられる。
【００６０】
　音声制御部６６は、受話用レシーバ８及びスピーカ９のどちらから音声を出力するかを
切り替える。縦長表示状態で通話アプリケーションプログラム１６ｃが起動され、受話用
レシーバ８から相手方の音声を出力することにより通話が行われているときに、縦長表示
状態から横長表示状態に切り替えられると、音声制御部６６は、相手方の音声をスピーカ
９から出力するように切り替える。これにより、受話用レシーバ８から出力されていたと
きよりも音声が増幅されてスピーカ９から出力されるように自動的に切り替わり、ユーザ
は携帯電話機１から耳を遠ざけて通話を行うことができるようになるので、利便性が向上
する。
【００６１】
　図７は、表示筐体２が図１の状態から図３の状態に回転されたときの制御部６による処
理の一例を示したフローチャートである。回転検出センサ１４からの検出信号に基づいて
表示筐体２が回転されたことを検出したときに、既にアプリケーションプログラムが起動
されている場合には（ステップＳ１０１でＹｅｓ）、そのアプリケーションプログラムが
通話アプリケーションプログラム１６ｃであるか否かが判定される（ステップＳ１０２）
。
【００６２】
　既に起動されているアプリケーションプログラムが通話アプリケーションプログラム１
６ｃである場合には（ステップＳ１０２でＹｅｓ）、音声制御部６６が音声の出力を受話
用レシーバ８からスピーカ９に切り替えることにより（ステップＳ１０３）、それまで受
話用レシーバ８から出力されていた相手方の音声がスピーカ９から出力されるようになる
。
【００６３】
　その後、縦横表示切替部６１が表示部２ａの表示画面に対する表示方向を切り替えるこ
とにより、縦長表示状態から横長表示状態に切り替えられ（ステップＳ１０４）、表示領
域分割部６２により表示画面が左右２つの表示領域２０ａ，２０ｂに分割される（ステッ
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プＳ１０５）。そして、優先順位テーブル１７ｂが読み出され（ステップＳ１０６）、最
優先順位のアプリケーションプログラムと既に起動されているアプリケーションプログラ
ムとの組み合わせが、組み合わせ禁止テーブル１７ａと比較される（ステップＳ１０７）
。
【００６４】
　表示割当部６３は、上記比較の結果に基づいて、分割された左右の表示領域２０ａ，２
０ｂに対する割当を決定する（ステップＳ１０８）。すなわち、既に起動されているアプ
リケーションプログラムと最優先順位のアプリケーションプログラムとの組み合わせが、
同時に表示データを生成することができる組み合わせであれば、それらのアプリケーショ
ンプログラムに基づいて表示データ生成部６４が生成する表示データに左右の表示領域２
０ａ，２０ｂを割り当てる。一方、既に起動されているアプリケーションプログラムと最
優先順位のアプリケーションプログラムとの組み合わせが、同時に表示データを生成する
ことができない組み合わせであれば、次の優先順位のアプリケーションプログラムに基づ
いて表示データ生成部６４が生成する表示データに右側の表示領域２０ｂを割り当てる。
【００６５】
　このようにして割り当てられた左右の表示領域２０ａ，２０ｂに、対応するアプリケー
ションプログラムに基づく表示データが表示されることにより、図５（ｂ）に示したよう
に、左右の表示領域２０ａ，２０ｂに異なるアプリケーションプログラムに基づく画像が
表示される（ステップＳ１０９）。そして、キー割当部６５が、主面キー４ａ及び端面キ
ー４ｂの操作に対して実行される処理の割当を決定することにより（ステップＳ１１０）
、左側の表示領域２０ａに関する処理が主面キー４ａに割り当てられ、右側の表示領域２
０ｂに関する処理が端面キー４ｂに割り当てられる。
【００６６】
　これに対して、回転検出センサ１４からの検出信号に基づいて表示筐体２が回転された
ことを検出したときに、アプリケーションプログラムが起動されていなければ（ステップ
Ｓ１０１でＮｏ）、縦横表示切替部６１が表示部２ａの表示画面に対する表示方向を切り
替えることにより、縦長表示状態から横長表示状態に切り替えられた後（ステップＳ１１
１）、表示画面が分割されることなく優先順位テーブル１７ｂが読み出され（ステップＳ
１１２）、最優先順位のアプリケーションプログラムに基づく表示データが横長の表示画
面に表示される（ステップＳ１１３）。
【００６７】
　図８は、既にアプリケーションプログラムが起動されている状態で表示筐体２が回転さ
れた場合における表示部２ａの表示画面の変化を示した図である。図８（ａ）に示すよう
に、縦長表示状態でメールアプリケーションプログラム１６ｂが起動され、表示画面のア
プリケーション表示領域２３内に本文表示領域２３ａ及び変換候補表示領域２３ｂが表示
された状態から、表示筐体２が回転されて横長表示状態になると、表示画面が左右２つの
表示領域２０ａ，２０ｂに分割され、左側の表示領域２０ａに引き続き本文表示領域２３
ａ及び変換候補表示領域２３ｂが表示される（図８（ｂ）又は（ｃ））。
【００６８】
　このとき、優先順位テーブル１７ｂに保持されている最優先順位のアプリケーションプ
ログラムと既に起動されているアプリケーションプログラムとの組み合わせが、同時に表
示データを生成することができる組み合わせであれば、図８（ｂ）に示すように、その最
優先順位のアプリケーションプログラムに基づく表示データ（この例では、テレビアプリ
ケーションプログラム１６ａに基づくテレビ画像）が右側の表示領域２０ｂのアプリケー
ション表示領域２６に表示される。
【００６９】
　一方、優先順位テーブル１７ｂに保持されている最優先順位のアプリケーションプログ
ラムと既に起動されているアプリケーションプログラムとの組み合わせが、同時に表示デ
ータを生成することができない組み合わせであれば、図８（ｃ）に示すように、次の優先
順位のアプリケーションプログラムに基づく表示データ（この例では、時計アプリケーシ
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ョンプログラム１６ｄに基づく現在の時刻）が右側の表示領域２０ｂのアプリケーション
表示領域２６に表示される。ただし、優先順位テーブル１７ｂは、最優先順位の次に時計
アプリケーションプログラム１６ｄを保持するような構成に限らず、例えばカレンダーア
プリケーションプログラム１６ｅのようなコーデックを使用しない他のアプリケーション
プログラムを保持するような構成として、このカレンダーアプリケーションプログラム１
６ｅに基づいて暦に従った日付が右側の表示領域２０ｂに表示されるようになっていても
よい。
【００７０】
　図８（ｂ）に示すように、メールアプリケーションプログラム１６ｂとテレビアプリケ
ーションプログラム１６ａが起動された状態で、表示筐体２が回転されて縦長表示状態に
戻った場合には、図８（ｄ）に示すように、再び図８（ａ）と同様の表示態様となる。こ
のとき、テレビアプリケーションプログラム１６ａは起動された状態のまま保持され、い
わゆるマルチタスク状態となるが、テレビ画像は表示画面に表示されない。
【００７１】
　この状態で、操作部４が操作されることによりアプリケーションプログラムが切り替え
られると、図８（ｅ）に示すように、縦長表示状態の表示画面にテレビアプリケーション
プログラム１６ａに基づくテレビ画像が表示される。このとき、受信しているテレビ放送
波がデジタル放送波であれば、表示画面のアプリケーション表示領域２３は、長手方向に
並ぶテレビ画像表示領域２７及びデータ放送表示領域２８に分割され、テレビ画像表示領
域２７にテレビ画像が表示される。データ放送表示領域２８は、デジタル放送波に含まれ
るテレビ画像以外の文字情報を表示するための表示領域であり、その一部には字幕を表示
するための字幕表示領域２８ａが含まれる。
【００７２】
　この図８（ｅ）に示した縦長表示状態から、表示筐体２が再度回転されて横長表示状態
とされた場合には、図８（ｆ）に示すように、横長の表示画面全体にテレビ画像が表示さ
れる。また、図８（ｂ）に示した横長表示状態で、操作部４が操作されることによりアプ
リケーションプログラムが切り替えられた場合にも、図８（ｆ）に示すように、横長の表
示画面全体にテレビ画像が表示される。
【００７３】
　図９は、表示筐体２を縦長表示状態及び横長表示状態に切り替えたときの表示部２ａの
表示態様の他の例を示した概略図であり、（ａ）は縦長表示状態の表示画面、（ｂ）は横
長表示状態の表示画面を示している。図９（ａ）に示した縦長表示状態における表示部２
ａの表示画面は、図５（ａ）に示した表示画面と同一であり、ピクト表示領域２１、ガイ
ド表示領域２２及びアプリケーション表示領域２３からなる。各表示領域２１～２３のサ
イズは図５において説明した通りであり、アプリケーション表示領域２３は、縦幅ｗ１が
３２０画素、横幅ｗ２が２４０画素で形成された縦横比３／４の表示領域である。
【００７４】
　図９（ａ）の縦長表示状態から表示筐体２が回転されて横長表示状態になると、図９（
ｂ）に示すように、表示画面が左右２つの表示領域２０ａ，２０ｂに分割される。そして
、既に起動されているメールアプリケーションプログラム１６ｂに基づく文字入力画面が
左側の表示領域２０ａに引き続き表示され、新たに起動されたテレビアプリケーションプ
ログラム１６ａに基づくテレビ画像が右側の表示領域２０ｂに表示される。
【００７５】
　この左側の表示領域２０ａは、縦幅ｗ３が縦長表示状態におけるアプリケーション表示
領域２３の横幅ｗ２と同じ２４０画素、横幅ｗ４が１８０画素で形成された縦横比３／４
の表示領域となっている。すなわち、横長表示状態における左側の表示領域２０ａの縦横
比は、縦長表示状態におけるアプリケーション表示領域２３の縦横比と等しくなっており
、アプリケーション表示領域２３に表示されていた画像が、縦横同じ比率で縮小されて左
側の表示領域２０ａに表示されるようになっている。
【００７６】
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　この例では、縦長表示状態から横長表示状態に切り替えられる際、縦長表示状態におけ
るアプリケーション表示領域２３に表示されていた画像を同じ縦横比で縮小して、横長表
示状態における左側の表示領域２０ａに表示できる範囲で最大限に大きく表示させること
ができる。これにより、図９（ｂ）に示すように、変換候補表示領域２３ｂの表示内容を
減らすことなく縦長表示状態のときと表示内容の範囲を同じにすることができるので、表
示切替の前後で表示されている内容の範囲が変化することに起因して、ユーザにとって表
示が見づらくなるのを防止することができる。
【００７７】
　横長表示状態における右側の表示領域２０ｂは、図５の例と同様にピクト表示領域２４
、ガイド表示領域２５及びアプリケーション表示領域２６からなり、縦長表示状態から横
長表示状態への切替により新たに起動されたテレビアプリケーションプログラム１６ａに
基づくテレビ画像が、アプリケーション表示領域２６に表示される。また、ピクト表示領
域２４及びガイド表示領域２５には、縦長表示状態におけるピクト表示領域２１及びガイ
ド表示領域２２にそれぞれ表示されていた画像が、縮小又は拡大されることなく同じ大き
さで表示されるようになっている。
【００７８】
　図１０は、既にアプリケーションプログラムが起動されている状態で基地局から呼出信
号を受信した場合のユーザ操作に対する表示部２ａの表示画面の変化を示した図である。
図１０（ａ）に示すように、縦長表示状態でテレビアプリケーションプログラム１６ａが
起動され、表示画面のアプリケーション表示領域２３内にテレビ画像表示領域２７及びデ
ータ放送表示領域２８が表示された状態で、基地局から呼出信号を受信すると、その旨を
ユーザに報知するための着信処理が行われる。この着信処理は、呼出音又は振動などが発
生されるとともに、図１０（ｂ）に示すように、表示部２ａの表示画面に着信中である旨
や相手方の名前及び電話番号などが表示されることにより行われる。
【００７９】
　着信処理中にユーザが操作部４を操作することにより、呼出に対する応答操作を行うと
、通信状態が確立されて通話アプリケーションプログラム１６ｃが起動されることにより
通話音の送受信が可能になり、図１０（ｃ）に示すように、相手方の名前及び電話番号と
ともに通話時間が表示部２ａの表示画面に表示される。このとき、相手方の音声は受話用
レシーバ８から出力される。このように通信状態が確立された状態で表示筐体２が回転さ
れて横長表示状態になると、相手方の音声の出力が受話用レシーバ８からスピーカ９に切
り替わるとともに、図１０（ｆ）に示すように表示画面が左右２つの表示領域２０ａ，２
０ｂに分割され、左側の表示領域２０ａに引き続き相手方の名前及び電話番号や通話時間
が表示される。
【００８０】
　横長表示状態における左側の表示領域２０ａは、図５（ｂ）の例と同様に縦長表示状態
におけるアプリケーション表示領域２３と同じ横幅であってもよいし、図９（ｂ）の例と
同様に縦長表示状態におけるアプリケーション表示領域２３と同じ縦横比になっていても
よい。横長表示状態における右側の表示領域２０ｂには、既に起動されているテレビアプ
リケーションプログラム１６ａに基づくテレビ画像が表示される。この右側の表示領域２
０ｂの表示態様は、図５（ｂ）又は図９（ｂ）に示した表示態様と同様であるので、図に
同一符号を付してその説明を省略する。
【００８１】
　一方、図１０（ｄ）に示すように、横長表示状態でテレビアプリケーションプログラム
１６ａが起動され、横長の表示画面全体にテレビ画像が表示された状態で、基地局から呼
出信号を受信すると、呼出音又は振動などが発生されるとともに、図１０（ｅ）に示すよ
うに表示画面が左右２つの表示領域２０ａ，２０ｂに分割され、左側の表示領域２０ａに
着信中である旨や相手方の名前及び電話番号などが表示されることにより着信処理が行わ
れる。このとき、右側の表示領域２０ｂには、テレビアプリケーションプログラム１６ａ
に基づくテレビ画像が表示される。この右側の表示領域２０ｂの表示態様は、図５（ｂ）
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又は図９（ｂ）に示した表示態様と同様であるので、図に同一符号を付してその説明を省
略する。
【００８２】
　図１０（ｅ）に示した横長表示状態における着信処理中に、ユーザが操作部４を操作す
ることにより、呼出に対する応答操作を行うと、通信状態が確立されて通話アプリケーシ
ョンプログラム１６ｃが起動されることにより通話音の送受信が可能になり、図１０（ｆ
）に示すように、相手方の名前及び電話番号とともに通話時間が左側の表示領域２０ａに
表示される。このとき、相手方の音声はスピーカ９から出力される。
【００８３】
　図１０（ｆ）のように横長表示状態で通信状態が確立されているときに、表示筐体２が
回転されて縦長表示状態になった場合には、相手方の音声がスピーカ９から出力される状
態のまま、図１０（ｃ）に示すように、相手方の名前、電話番号及び通話時間が縦長表示
状態の表示画面に表示される。
【００８４】
実施の形態２．
　実施の形態１では、縦長表示状態から横長表示状態に切り替えられ、表示画面が左右２
つの表示領域２０ａ，２０ｂに分割されたときに、組み合わせ禁止テーブル１７ａと優先
順位テーブル１７ｂとに基づいて、既に起動されているアプリケーションプログラムと最
優先順位のアプリケーションプログラムとの組み合わせが、同時に表示データを生成する
ことができない組み合わせであれば、次の優先順位のアプリケーションプログラムに基づ
いて生成される表示データに右側の表示領域２０ｂを割り当てるような構成について説明
した。これに対して、実施の形態２では、受信感度検出センサ１３からの検出信号と優先
順位テーブル１７ｂとに基づいて、右側の表示領域２０ｂに割り当てる表示データを決定
するようになっている点が異なる。
【００８５】
　図１１は、本発明の実施の形態２による携帯電話機１の制御部６の一構成例を示した機
能ブロック図である。制御部６の構成は、図６において説明した実施の形態１の場合と同
様であり、表示割当部６３が行う処理のみが異なるので、同様の構成については図に同一
符号を付して説明を省略する。
【００８６】
　本実施の形態における優先順位テーブル１７ｂには、実施の形態１の場合と同様に、テ
レビアプリケーションプログラム１６ａが最優先順位として保持されており、時計アプリ
ケーションプログラム１６ｄが次の優先順位として保持されている。したがって、メール
アプリケーションプログラム１６ｂなどが既に起動された状態で、表示筐体２が回転され
て縦長表示状態から横長表示状態に切り替えられた場合には、テレビアプリケーションプ
ログラム１６ａが新たに起動される。
【００８７】
　このとき、テレビ放送受信部１１におけるテレビ放送波の受信感度が悪ければ、テレビ
アプリケーションプログラム１６ａを新たに起動させてもテレビ画像が良好に表示されな
い場合がある。そこで、本実施の形態では、表示割当部６３が、受信感度検出センサ１３
からの検出信号に基づいて、横長表示状態における右側の表示領域２０ｂに対する表示デ
ータの割当を行うようになっている。すなわち、チューナ１２により抽出されたチャンネ
ルのテレビ放送波の受信感度が所定の閾値以上である場合には、横長表示状態における右
側の表示領域２０ｂをテレビアプリケーションプログラム１６ａに基づくテレビ画像に割
り当て、受信感度が上記閾値未満であれば、次の優先順位のアプリケーションプログラム
に基づく表示データに割り当てるようになっている。
【００８８】
　したがって、テレビ放送波を良好に受信することができない場合には、優先順位テーブ
ル１７ｂに保持されている優先順位に基づいて、横長表示状態における右側の表示領域２
０ｂに対してテレビ放送波に基づくテレビ画像とは異なる表示を行うことができる。これ
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により、横長表示状態における右側の表示領域２０ｂにテレビ放送波に基づくテレビ画像
が良好に表示されない状態が生じるのを防止できるので、表示部２ａの表示画面に対する
表示を良好に行うことができる。
【００８９】
　テレビアプリケーションプログラム１６ａの起動中にチューナ１２が抽出したテレビ放
送波のチャンネルは、メモリ１５に記憶されるようになっており、その後にテレビアプリ
ケーションプログラム１６ａの実行が停止された場合でも、そのままチャンネルがメモリ
１５に保持されるようになっている。したがって、テレビアプリケーションプログラム１
６ａが起動されたときには、前回の起動時にチューナ１２が抽出していたチャンネルがメ
モリ１５から読み出され、そのチャンネルのテレビ放送波に基づくテレビ画像が表示部２
ａの表示画面に表示されるようになっている。
【００９０】
　本実施の形態では、表示筐体２が回転されることにより縦長表示状態から横長表示状態
に切り替えられ、テレビアプリケーションプログラム１６ａが新たに起動された場合に、
前回の起動時にチューナ１２が抽出していたチャンネルをメモリ１５から読み出し、その
チャンネルのテレビ放送波の受信感度が上記閾値以上であれば、横長表示状態における右
側の表示領域２０ｂにテレビアプリケーションプログラム１６ａに基づくテレビ画像が表
示されるようになっている。一方、メモリ１５から読み出されたチャンネルのテレビ放送
波の受信感度が上記閾値未満であれば、次の優先順位のアプリケーションプログラム、例
えば時計アプリケーションプログラム１６ｄ又はカレンダーアプリケーションプログラム
１６ｅに基づく画像が右側の表示領域２０ｂに表示される。
【００９１】
　ただし、上記のような構成に限らず、受信感度が上記閾値以上のテレビ放送波が抽出さ
れるまで、チューナ１２に対して予め定められた順序に従いチャンネルを順次に指定する
ことにより、いわゆるチャンネルサーチを行うことができるようになっていてもよい。こ
の場合、受信感度が上記閾値以上のテレビ放送波を抽出することができれば、そのテレビ
放送波に基づくテレビ画像を横長表示状態における右側の表示領域２０ｂに表示させ、い
ずれのチャンネルのテレビ放送波も受信感度が上記閾値未満である場合に、次の優先順位
のアプリケーションプログラムに基づく画像を右側の表示領域２０ｂに表示させるように
なっていてもよい。
【００９２】
　図１２は、実施の形態２の携帯電話機１において表示筐体２が回転されたときの制御部
６による処理の一例を示したフローチャートである。回転検出センサ１４からの検出信号
に基づいて表示筐体２が回転されたことを検出したときに、既にアプリケーションプログ
ラムが起動されている場合には（ステップＳ２０１でＹｅｓ）、そのアプリケーションプ
ログラムが通話アプリケーションプログラム１６ｃであるか否かが判定される（ステップ
Ｓ２０２）。
【００９３】
　既に起動されているアプリケーションプログラムが通話アプリケーションプログラム１
６ｃである場合の処理（ステップＳ２０２～Ｓ２０３）、並びに、その後に表示画面に対
する表示方向の切替及び表示画面の分割を行う処理（ステップＳ２０４～Ｓ２０５）は、
実施の形態１の場合と同様であるので説明を省略する。また、縦長表示状態のときにアプ
リケーションプログラムが起動されていない場合の処理（ステップＳ２１１～Ｓ２１３）
も、実施の形態１の場合と同様であるので説明を省略する。
【００９４】
　表示画面が左右２つの表示領域２０ａ，２０ｂに分割されると、優先順位テーブル１７
ｂが読み出され（ステップＳ２０６）、最優先順位のテレビアプリケーションプログラム
１６ａが起動される。そして、受信感度検出センサ１３を用いてテレビ放送波の受信感度
を検出し（ステップＳ２０７）、その検出結果に基づいて左右の表示領域２０ａ，２０ｂ
に対する割当を決定する（ステップＳ２０８）。このとき、チューナ１２により抽出され
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たチャンネルのテレビ放送波の受信感度が上記閾値以上であれば、テレビアプリケーショ
ンプログラム１６ａに基づくテレビ画像を右側の表示領域２０ｂに表示させ、受信感度が
上記閾値未満であれば、次の優先順位のアプリケーションプログラムに基づく画像を右側
の表示領域２０ｂに表示させる（ステップＳ２０９）。
【００９５】
　その後、キー割当部６５が、主面キー４ａ及び端面キー４ｂの操作に対して実行される
処理の割当を決定することにより（ステップＳ２１０）、左側の表示領域２０ａに関する
処理が主面キー４ａに割り当てられ、右側の表示領域２０ｂに関する処理が端面キー４ｂ
に割り当てられる。
【００９６】
　以上の実施の形態では、既にアプリケーションプログラムが起動された状態で表示筐体
２が回転され、縦長表示状態から横長表示状態に切り替えられたときに、表示画面が左右
２つの表示領域２０ａ，２０ｂに分割されるような構成について説明した。しかし、この
ような構成に限らず、表示画面が長手方向に並ぶ３以上の表示領域に分割されるようにな
っていてもよい。
【００９７】
　図１３は、表示筐体２が縦長表示状態から横長表示状態に切り替えられたときに表示画
面が３つの表示領域２０ｃ，２０ｄ，２０ｅに分割される場合について示した概略図であ
る。この例では、既にアプリケーションプログラムが起動された状態で表示筐体２が回転
され、縦長表示状態から横長表示状態に切り替えられると、表示画面が長手方向に並ぶ左
側の表示領域２０ｃ、中央の表示領域２０ｄ及び右側の表示領域２０ｅに分割される。
【００９８】
　このとき、新たに２つのアプリケーションプログラムが起動されるようになっており、
それらのアプリケーションプログラムに基づく画像が左右２つの表示領域２０ｃ，２０ｅ
に表示されるようになっている。一方、既に起動されていたアプリケーションプログラム
に基づく画像は、中央の表示領域２０ｄに表示される。この場合、中央の表示領域２０ｄ
は、左側の表示領域２０ｃや右側の表示領域２０ｅと比べて、表示面積が大きいことが好
ましい。
【００９９】
　この例では、操作筐体５の主面に複数の操作キーからなる主面キー４ａが形成され、左
右の端面にそれぞれ複数の操作キーからなる左端面キー４ｅ及び右端面キー４ｂが形成さ
れている。このような構成において、左側の表示領域２０ｃに関する処理を左端面キー４
ｅに割り当て、中央の表示領域２０ｄに関する処理を主面キー４ａに割り当て、右側の表
示領域２０ｅに関する処理を右端面キー４ｂに割り当てれば、３つの表示領域２０ｃ～２
０ｅが並ぶ方向と、これらの各表示領域２０ｃ～２０ｅに関する処理を実行させるために
操作される左端面キー４ｅ、主面キー４ａ及び右端面キー４ｂが並ぶ方向とを一致させる
ことができる。これにより、各表示領域２０ｃ～２０ｅに関する処理を実行させるために
いずれの操作キー群を操作すればよいかがユーザにとってさらに分かりやすく、操作性を
より向上させることができる。
【０１００】
　また、上記実施の形態では、表示筐体２が表示画面に水平な面内で回転することにより
縦長表示状態及び横長表示状態が切り替わるような構成について説明したが、このような
構成に限らず、他の態様によって縦長表示状態及び横長表示状態が切り替わるような構成
であってもよい。
【０１０１】
　図１４は、操作筐体５に対して表示筐体２が回転する他の携帯電話機１００の例を示し
た外観図であり、（ａ）は筐体を展開した状態、（ｂ）は筐体を閉じた状態を示している
。この例の携帯電話機１００は、上記実施の形態の携帯電話機１と同様に、表示筐体１０
２に表示部１０２ａ及び受話用レシーバ１０８を備え、操作筐体１０５に操作部１０４及
び送話用マイクロホン１０７を備えている。また、操作筐体１０５の主面には複数の操作
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キーからなる主面キー１０４ａが形成され、操作筐体１０５の右端面には複数の操作キー
からなる端面キー１０４ｂが形成されている。
【０１０２】
　この携帯電話機１００において、表示筐体１０２は長方形に形成され、その長手方向の
一端部がヒンジ部１０３を介して操作筐体１０５に保持されている。このヒンジ部１０３
の構成は、上記実施の形態の携帯電話機１とは異なり、表示筐体１０２の短手方向に延び
る軸線Ｘ１及び表示筐体１０２の長手方向に延びる軸線Ｘ２をそれぞれ中心にして、表示
筐体１０２が操作筐体１０５に対して回転可能に保持されている。
【０１０３】
　図１５は、図１４（ａ）の状態から表示筐体１０２が軸線Ｘ１及び軸線Ｘ２を中心に回
転された状態を示した斜視図である。また、図１６は、図１４（ａ）の状態から表示筐体
１０２が軸線Ｘ２を中心に１８０°回転された後、軸線Ｘ１を中心に回転されて閉じられ
た状態を示した図である。これらの図に示すように、この携帯電話機１００では、図１４
（ｂ）のように表示部１０２ａの表示画面が操作筐体１０５に対向した状態で表示筐体１
０２を折り畳むこともできるし、図１５に示した態様で表示筐体１０２を軸線Ｘ１及び軸
線Ｘ２を中心に回転させることにより、図１６のように表示部１０２ａの表示画面が形成
されている面とは反対側の面が操作筐体１０５に対向した状態で表示筐体１０２を折り畳
むこともできる。
【０１０４】
　このような構成を有する携帯電話機１００では、図１４（ａ）に示した状態が、表示部
１０２ａの表示画面に対して長手方向を上下方向として表示する縦長表示状態となり、図
１６に示した状態が、表示部１０２ａの表示画面に対して短手方向を上下方向として表示
する横長表示状態となる。本発明は、このような構成の携帯電話機１００にも適用可能で
あり、上記実施の形態と同様の作用効果を奏することができる。
【０１０５】
　以上の実施の形態では、機械的又は電気的なスイッチからなる回転検出センサ１４を用
いて、ユーザによる表示筐体２の回転操作を検出するような構成について説明したが、こ
のような構成に限らず、例えば地磁気を検出する地磁気センサなどの方向検出手段を用い
て、ユーザに対する表示画面の配置方向を検出するような構成であってもよい。
【０１０６】
　また、表示部２ａ，１０２ａの表示画面に形成された複数の表示領域に関する処理を操
作筐体５，１０５の異なる面に形成された操作キー群に割り当てる構成に関する発明は、
操作筐体５，１０５に対して表示筐体２，１０２が回転可能な携帯電話機１，１００に限
らず、表示筐体が操作筐体に対して固定された携帯電話機や、表示部及び操作部が１つの
筐体に一体的に形成された携帯電話機にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明の実施の形態１による携帯電話機の一例を示した斜視図であり、筐体を展
開した状態を示している。
【図２】図１の携帯電話機の表示筐体を回転させた状態を示した斜視図であり、正面から
見て図１の状態から時計回りに約４５°回転させた状態を示している。
【図３】図１の携帯電話機の表示筐体を回転させた状態を示した斜視図であり、正面から
見て図１の状態から時計回りに９０°回転させた状態を示している。
【図４】携帯電話機の電気的構成の一例を示したブロック図である。
【図５】表示筐体を縦長表示状態及び横長表示状態に切り替えたときの表示態様の一例を
示した概略図であり、（ａ）は縦長表示状態の携帯電話機、（ｂ）は横長表示状態の携帯
電話機を示している。
【図６】制御部の一構成例を示した機能ブロック図である。
【図７】表示筐体が図１の状態から図３の状態に回転されたときの制御部による処理の一
例を示したフローチャートである。
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【図８】既にアプリケーションプログラムが起動されている状態で表示筐体が回転された
場合における表示部の表示画面の変化を示した図である。
【図９】表示筐体を縦長表示状態及び横長表示状態に切り替えたときの表示部の表示態様
の他の例を示した概略図であり、（ａ）は縦長表示状態の表示画面、（ｂ）は横長表示状
態の表示画面を示している。
【図１０】既にアプリケーションプログラムが起動されている状態で基地局から呼出信号
を受信した場合のユーザ操作に対する表示部の表示画面の変化を示した図である。
【図１１】本発明の実施の形態２による携帯電話機の制御部の一構成例を示した機能ブロ
ック図である。
【図１２】実施の形態２の携帯電話機において表示筐体が回転されたときの制御部による
処理の一例を示したフローチャートである。
【図１３】表示筐体が縦長表示状態から横長表示状態に切り替えられたときに表示画面が
３つの表示領域に分割される場合について示した概略図である。
【図１４】操作筐体に対して表示筐体が回転する他の携帯電話機の例を示した外観図であ
り、（ａ）は筐体を展開した状態、（ｂ）は筐体を閉じた状態を示している。
【図１５】図１４（ａ）の状態から表示筐体が軸線Ｘ１及び軸線Ｘ２を中心に回転された
状態を示した斜視図である。
【図１６】図１４（ａ）の状態から表示筐体が軸線Ｘ２を中心に１８０°回転された後、
軸線Ｘ１を中心に回転されて閉じられた状態を示した図である。
【符号の説明】
【０１０８】
１，１００　携帯電話機
２，１０２　表示筐体
２ａ，１０２ａ　表示部
３，１０３　ヒンジ部
４，１０４　操作筐体
４ａ，１０４ａ　主面キー
４ｂ，１０４ｂ　右端面キー
４ｅ　左端面キー
５，１０５　操作筐体
６　制御部
８，１０８　受話用レシーバ
９　スピーカ
１１　テレビ放送受信部
１３　受信感度検出センサ
１４　回転検出センサ
１６　アプリケーションプログラム記憶部
１７　アプリケーションテーブル記憶部
１７ａ　組み合わせ禁止テーブル
１７ｂ　優先順位テーブル
１８　キー割当テーブル記憶部
１８ａ　主面キー割当テーブル
１８ｂ　端面キー割当テーブル
２０ａ～２０ｅ　表示領域
６０　表示制御部
６１　縦横表示切替部
６２　表示領域分割部
６３　表示割当部
６４　表示データ生成部
６５　キー割当部
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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