
JP 2012-58674 A 2012.3.22

10

(57)【要約】
【課題】周囲の明るさを正確に計測することが可能な、
二画面を有する情報処理端末を提供する。
【解決手段】情報処理端末は、それぞれに画面を有する
矩形板状の２つの表示装置が接続辺で互いに接続され、
２つの画面を横に並べて使用される場合と、２つの画面
を縦に並べて使用される場合とがある。そして、いずれ
かの表示装置の接続辺の対辺の近傍で、前記対辺の中央
から、２つの画面を横に並べて使用した場合の上方に寄
った位置に照度センサが配置されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれに画面を有する矩形板状の２つの表示装置が接続辺で互いに接続され、２つの
前記画面を横に並ぶ状態で使用される場合と、２つの前記画面を縦に並ぶ状態で使用され
る場合とがある情報処理端末において、
　いずれかの表示装置の前記接続辺の対辺の近傍で、前記対辺の中央から、２つの前記画
面を横に並べて使用した場合の上方に寄った位置に照度センサが配置されていることを特
徴とする情報処理端末。
【請求項２】
　前記照度センサの出力信号を利用するメイン基板が、前記照度センサが配置されている
前記表示装置に内蔵されていることを特徴とする、請求項１に記載の情報処理端末。
【請求項３】
　いずれかの表示装置の、前記２つの画面を横に並べて使用した場合の下辺の近傍に操作
スイッチが配置されていることを特徴とする、請求項１に記載の情報処理端末。
【請求項４】
　前記照度センサの出力信号を利用するメイン基板がいずれか表示装置に内蔵され、前記
メイン基板が内蔵された表示装置の、前記２つの画面を横に並べて使用した場合の下辺の
近傍に操作スイッチが配置されており、前記メイン基板が内蔵された前記表示装置に前記
照度センサが配置されていることを特徴とする、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記照度センサが、前記対辺の中央から該対辺の１／４だけ、前記２つの画面を横に並
べて使用した場合の上方に寄った位置に配置されていることを特徴とする、請求項１から
４のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　それぞれにタッチパネル式の画面を有する矩形板状の２つの表示入力装置が接続辺で互
いに接続され、２つの前記画面を横に並べて使用される場合と、２つの前記画面を縦に並
べて使用される場合とがある情報処理端末における画面制御装置であって、
　いずれかの表示入力装置の前記接続辺の対辺の近傍で、前記対辺の中央から、２つの前
記画面を横に並べて使用した場合の上方に寄った位置に配置された照度センサと、
　前記照度センサが配置された表示入力装置に特定タッチ操作用画像を表示していないと
き、前記照度センサで検知される照度の情報を用いて前記表示入力装置の画面の輝度を制
御し、前記照度センサが配置された表示入力装置に前記特定タッチ操作用画像を表示して
いるとき、前記照度の情報に所定の処理を行い、該照度の情報を用いて前記表示入力装置
の画面の輝度を制御する制御部と、を有する画面制御装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記照度センサが配置された前記表示入力装置に前記タッチ操作用画像
を表示しているとき、前記照度の情報を、前記タッチ操作用画像の表示を開始したときの
照度を示す値に固定する、請求項６に記載の画面制御装置。
【請求項８】
　それぞれにタッチパネル式の画面を有する矩形板状の２つの表示入力装置が接続辺で互
いに接続され、２つの前記画面を横に並べて使用される場合と、２つの前記画面を縦に並
べて使用される場合とがある情報処理端末における画面制御方法であって、
　いずれかの表示入力装置の前記接続辺の対辺の近傍で、前記対辺の中央から、２つの前
記画面を横に並べて使用した場合の上方に寄った位置に配置された照度センサで検知され
る照度の情報を取得し、
　前記照度センサが配置された表示入力装置に所定のタッチ操作用画像を表示していると
きに前記照度センサで検知される照度の情報に所定の処理を行い、前記照度の情報を用い
て、前記表示入力装置の画面の輝度を制御する、画面制御方法。
【請求項９】
　前記照度センサが配置された前記表示入力装置に前記タッチ操作用画像を表示している
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とき、前記照度の情報を、前記タッチ操作用画像の表示を開始したときの照度を示す値に
固定する、請求項８に記載の画面制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像や文字情報を表示する２つの画面を有する情報処理端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子書籍のブックリーダとしての利用を想定して紙の書籍の形態を模擬した、２つの画
面を見開きで表示することが可能な情報処理端末が考えられている（特許文献１参照）。
二画面の情報処理端末では、ブックリーダとしての使用の他に、二画面を様々なアプリケ
ーションで利用することが考えられる。そのため、２つの画面が横に並ぶように使用した
り、２つの画面が縦に並ぶように使用したりといった様々な利用形態がある。また、この
種の情報処理端末では屋内や屋外など様々な場所や様々な状況での使用が想定されるので
、状況に応じて適切な明るさで画面を表示することが望ましい。
【０００３】
　特許文献２には、照度センサを備え、照度センサの出力信号に基づいてバックライトの
輝度を制御する折り畳み式の携帯端末装置が開示されている。これにより、状況に応じて
適切な明るさで画面を表示することが可能となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１１３５０１号公報
【特許文献２】特開２００９－１７７４５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献２に開示されているのは１画面の折り畳み式携帯端末装置であり、開閉する２
つの筐体の接続部分の近傍に照度センサが配置されている。しかし、２つの画面を有する
情報処理端末において、特許文献２に開示されたように２つの筐体の接続部分の近傍に照
度センサを配置すると、例えば電子書籍を読むように２つの筐体をある角度をもって開い
た状態で使用すると、照度センサが搭載されていない側の筐体の画面からの光が照度セン
サに入射する可能性がある。このように自装置からの光が照度センサに入射してしまうと
、周囲の明るさを正確に計測することができなくなってしまう。
【０００６】
　本発明の目的は、周囲の明るさを正確に計測することが可能な、二画面を有する情報処
理端末を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の情報処理端末は、それぞれに画面を有する矩形板
状の２つの表示装置が接続辺で互いに接続され、２つの前記画面を横に並べて使用される
場合と、２つの前記画面を縦に並べて使用される場合とがある情報処理端末において、い
ずれかの表示装置の前記接続辺の対辺の近傍で、前記対辺の中央から、２つの前記画面を
横に並べて使用した場合の上方に寄った位置に照度センサが配置されたものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明は、周囲の明るさを正確に計測することが可能な、二画面を有する情報処理端末
を提供することである。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
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【図１】本実施形態による情報処理端末の開いた状態の外観を表す斜視図である。
【図２】本実施形態による情報処理端末の閉じた状態の外観を表す斜視図である。
【図３】情報処理端末１０が、２つの表示装置１１、１２が横方向に並ぶようにして、使
用されたときの様子を説明するための図である。
【図４】情報処理端末１０が、２つの表示装置１１、１２が縦方向に並ぶようにして使用
されたときの様子を説明するための図である。
【図５】図５は、２つの表示装置１１、１２を縦方向に並べて情報処理端末１０を両手あ
るいは片手で把持したときと、２つの表示装置１１、１２を横方向に並べて情報処理端末
１０を両手あるいは片手で把持したときの両方を想定した全ての把持領域を重ね合わせた
図である。
【図６】照度センサ１３と他の部分との配置関係を説明するための図である。
【図７】本実施形態の情報処理端末１０の機能的な構成を示すブロック図である。
【図８】本実施形態の変形例による情報処理端末１０の外観を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明を実施するための形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１１】
　図１は、本実施形態による情報処理端末の開いた状態の外観を表す斜視図である。図２
は、本実施形態による情報処理端末の閉じた状態の外観を表す斜視図である。
【００１２】
　本実施形態による情報処理端末１０は、一例として通信機能を備えた携帯情報端末であ
り、それぞれに画面を有する矩形板状の２つの表示装置１１、１２が１つの長辺（接続辺
）でヒンジによって互いに開閉可能に接続された構成を有している。
【００１３】
　図１に示すように、表示装置１１と表示装置１２を開いた状態では、２つの表示装置１
１、１２の画面が同じ方向を向き、ユーザの視界に同時に入る。図２に示すように、表示
装置１１と表示装置１２を閉じた状態では、２つの表示装置１１、１２の画面が向かい合
い、表示装置１１、１２の筐体によって画面が保護される。
【００１４】
　本実施形態の情報処理端末１０は、２つの表示装置１１、１２の画面を横に並べて使用
される場合と、２つの表示装置１１、１２の画面を縦に並べて使用される場合とがある。
そして、一方の表示装置１１の接続辺の対辺の近傍で、対辺の中央から、２つの表示装置
１１、１２の画面を横に並べて使用した場合の上方に寄った位置に照度センサ１３が配置
されている。照度センサ１３は、入射光の光量を検知するセンサであり、光量に応じたレ
ベルのレベル信号を出力する。照度センサ１３から出力されたレベル信号は不図示の制御
部に入力され、制御部による装置制御に利用される。例えば、制御部は照度センサ１３で
検知された光量に応じて表示装置１１、１２の画面の輝度を制御する。具体的には、光量
が大きいときには周囲が明るいので、それに合わせて画面の輝度が上げられ、光量が小さ
いときには周囲が暗いので、それに合わせて画面の輝度が下げられる。
【００１５】
　上述した照度センサ１３の位置は、表示装置１２からの光が入射し難いように表示装置
１１の接続辺の対辺の近傍となっている。そして更に、照度センサ１３の位置は、情報処
理端末１０が２つの表示装置１１、１２を横に並べて使用されても、２つの表示装置１１
、１２を縦に並べて使用されても、情報処理端末１０を把持する手指によって隠れ難い位
置となっている。そのため、開閉可能な２つの表示装置１１、１２を有する情報処理端末
１０において周囲の明るさを正確に計測することが可能となっている。
【００１６】
　図３は、情報処理端末１０が、２つの表示装置１１、１２が横方向に並ぶようにして、
使用されたときの様子を説明するための図である。２つの表示装置１１、１２が横方向に
並ぶようにして情報処理端末１０を使用する場合、ユーザは両手あるいは片手で情報処理
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端末１０を把持する。
【００１７】
　両手で情報処理端末１０を把持するとき、通常、ユーザは右手で右手把持領域２１内を
把持し、左手で左手把持領域２２内を把持する。また、片手で情報処理端末１０を把持す
るとき、通常、ユーザは片手把持領域２３内を把持する。
【００１８】
　図４は、情報処理端末１０が、２つの表示装置１１、１２が縦方向に並ぶようにして使
用されたときの様子を説明するための図である。２つの表示装置１１、１２が縦方向に並
ぶようにして情報処理端末１０を使用する場合、ユーザは両手あるいは片手で情報処理端
末１０を把持する。
【００１９】
　両手で情報処理端末１０を把持するとき、通常、ユーザは右手で右手把持領域３１内を
把持し、左手で左手把持領域３２内を把持する。また、片手で情報処理端末１０を把持す
るとき、通常、ユーザは片手把持領域３３内を把持する。
【００２０】
　図５は、２つの表示装置１１、１２を縦方向に並べて情報処理端末１０を両手あるいは
片手で把持したときと、２つの表示装置１１、１２を横方向に並べて情報処理端末１０を
両手あるいは片手で把持したときの両方を想定した全ての把持領域を重ね合わせた図であ
る。ここでは一例として２つの表示装置１１、１２が横に並べられている。図５を見て分
かるように、照度センサ１３は、接続辺の対辺の近傍で把持領域４１を避けた位置に配置
されている。
【００２１】
　図６は、照度センサ１３と他の部分との配置関係を説明するための図である。
【００２２】
　図６を参照すると、表示装置１１、１２を横に並べた場合の下辺の近傍に操作スイッチ
５２が配置されている。また、操作スイッチ５２と同じ位置の表示装置１１の内部にメイ
ン基板５１が内蔵されている。メイン基板５１は、照度センサ１３の出力信号を利用する
制御部を構成する回路が搭載された基板である。
【００２３】
　メイン基板５１と照度センサ１３を同じ表示装置１１に配置したことで、照度センサ１
３とメイン基板５１の間の配線長を短くすることが可能となっている。また、照度センサ
１３とメイン基板５１の間の配線を表示装置１１、１２間で渡す必要が無いものとなって
いる。
【００２４】
　また、操作スイッチ５２が下辺に配置された表示装置１１の上方に照度センサ１３を配
置したことで、照度センサ１３が手指で隠れる可能性がより低減されている。
【００２５】
　また、本実施形態では、一例として、照度センサ１３は、表示装置１１の接続辺の対辺
の近傍において、対辺の中央から対辺の１／４だけ、２つの表示装置１１，１２を横に並
べて使用した場合の上方に寄った位置に配置されている。
【００２６】
　図７は、本実施形態の情報処理端末１０の機能的な構成を示すブロック図である。ここ
では、より具体的な実施例が示されている。図７を参照すると、情報処理端末１０は、表
示入力装置１１Ａ、１２Ａおよび画面制御装置６０を有している。画面制御装置６０は制
御部６１と照度センサ６２を有している。
【００２７】
　表示入力装置１１Ａ、１２Ａは、図１等に示した表示装置１１、１２に対応するもので
あるが、ここではタッチパネル式の表示ディスプレイで構成され、画面を表示する機能と
、画面へのタッチ操作を受け付ける機能を備えているものとする。表示入力装置１１Ａ、
１２Ａは外観は、図１等に示した表示装置１１、１２と同様である。
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【００２８】
　照度センサ６２は、図１等に示した照度センサ１３と同様のものである。照度センサ６
２の位置は、図１等に示した照度センサ１３と同様、表示入力装置１１Ａの接続辺の対辺
の近傍で、対辺の中央から、２つの表示入力装置１１Ａ、１２Ａを横に並べて使用した場
合の上方に寄った位置である。
【００２９】
　制御部６１は、表示入力装置１１Ａ、１２Ａへの画像の表示、表示入力装置１１Ａ、１
２Ａへのタッチ操作に基づく処理、表示入力装置１１Ａ、１２Ａの輝度の制御など装置全
体の制御を行う。制御部６１は、図６に示したメイン基板５１に搭載された回路によって
実現されている。
【００３０】
　そして、制御部６１は、照度センサ６２が配置された表示入力装置１１Ａに特定のタッ
チ操作用画像を表示しているときに、照度センサ６２で検知される照度の情報に所定の処
理を行ってから、その照度の情報に基づいて表示入力装置１１Ａ、１２Ａの画面の輝度を
制御する。ここでいう特定のタッチ操作用画像は、照度センサ６２が手指で隠れる可能性
があるタッチ操作を行うときのタッチ操作用画像であり、例えば、ＱＷＥＲＴＹ配列のキ
ーボードの画像である。また、照度の情報に対する所定の処理は、照度センサ６２が手指
で隠れることで表示入力装置１１Ａ、１２Ａの画面の輝度が変化するのを抑制するための
処理であり、例えば、タッチ操作用画像の表示を開始したときの照度を示す情報に固定す
る処理である。
【００３１】
　ＱＷＥＲＴＹ配列のキーボードが表示されているとき、一般にユーザは表示入力装置１
１Ａ、１２Ａを縦に並べて、両手で表示入力装置１１Ａをタッチ操作する。このとき、ユ
ーザの手で照度センサ６２が隠れてしまう可能性がある。照度センサ６２に光が入射した
りしなかったりという状態が発生すると、表示入力装置１１Ａ、１２Ａの輝度が不安定と
なる。
【００３２】
　そのため、制御部６１は、照度センサ６２が配置された表示入力装置１１ＡにＱＷＥＴ
Ｙ配列のキーボードを表示しているとき、照度センサ６２で検知される照度の情報をタッ
チ操作用画像の表示を開始したときの照度を示す値に固定する。これにより、表示入力装
置１１Ａ、１２Ａの輝度を安定させることができる。
【００３３】
　なお、本実施形態では、メイン基板５１と照度センサ１３の間の配線長を短くし、また
配線を表示装置１１、１２の間を渡す必要が無くなるよう、メイン基板５１を内蔵し、表
示装置１１、１２を縦に並べたときに下側となる表示装置１１に照度センサ１３を配置す
る例を示した。しかし、本発明はこれに限定されるものではない。
【００３４】
　他の例として、図８に示すように、メイン基板５１が内蔵されておらず、表示装置１１
、１２を縦に並べたときに上側となる表示装置１２の同等の位置に照度センサ１３を配置
することにしてもよい。あるいは、表示装置１１と表示装置１２の両方の同等の位置に照
度センサ１３を配置することにしてもよい。その場合、制御部６１は、例えば、２つの照
度センサ１３で検知された照度のうち高い方の値に基づいて、表示装置１１、１２の画像
の輝度を制御することにしてもよい。
【００３５】
　以上、本発明の実施形態について述べてきたが、本発明は、これらの実施形態だけに限
定されるものではなく、本発明の技術思想の範囲内において、これらの実施形態を組み合
わせて使用したり、一部の構成を変更したりしてもよい。
【符号の説明】
【００３６】
１０　情報処理端末
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１１、１２　表示装置
１１Ａ、１２Ａ　表示入力装置
１３　照度センサ
２１、３１　右手把持領域
２２、３２　左手把持領域
２３、３３　片手把持領域
４１　把持領域
５１　メイン基板
５２　操作スイッチ
６０　画面制御装置
６１　制御部
６２　照度センサ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】



(10) JP 2012-58674 A 2012.3.22

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｇ０９Ｆ   9/00    ３６６Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｆ   9/00    ３５４　          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｆ   9/00    ３１３　          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｆ   9/40    ３０１　          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６８０Ｔ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０６Ｆ   1/00    ３１２Ｆ          　　　　　

Ｆターム(参考) 5G435 AA01  BB00  DD11  EE13  EE49  FF14  GG43  LL07 
　　　　 　　  5K127 AA06  BA05  BA09  BB14  CA04  CA08  CB02  CB30  JA15 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

