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(57)【要約】
【課題】利便性の向上及びユーザストレスの軽減を可能
とする携帯電子機器を提供すること。
【解決手段】外部ネットワークからの着信を受ける携帯
電子機器は、着信を示す着信指示部と、当該携帯電子機
器周辺の照度を測定する照度測定部と、当該携帯電子機
器の加速度を検出する加速度検出部と、加速度検出部に
よって検出された加速度及び照度測定部によって測定さ
れた照度に応じて、当該携帯電子機器の状態を判定する
状態判定部と、を備える。状態判定部は、加速度検出部
によって検出された加速度が閾値よりも大きく、かつ、
照度測定部によって測定された照度の変化が所定値より
も大きいと判定したとき、着信指示部を制御して着信を
示す出力を変化させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部ネットワークからの着信を受ける携帯電子機器であって、
　着信を示す着信指示部と、
　当該携帯電子機器周辺の照度を測定する照度測定部と、
　当該携帯電子機器の加速度を検出する加速度検出部と、
　前記加速度検出部によって検出された加速度及び前記照度測定部によって測定された照
度に応じて、当該携帯電子機器の状態を判定する状態判定部と、を備え、
　前記状態判定部は、前記加速度検出部によって検出された加速度が閾値よりも大きく、
かつ、前記照度測定部によって測定された照度の変化が所定値よりも大きいと判定したと
き、前記着信指示部を制御して着信を示す出力を変化させることを特徴とする携帯電子機
器。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯電子機器であって、
　前記着信指示部は、着信時に着信音を出力する着信音出力部を含み、
　前記状態判定部は、当該携帯電子機器が着信中に、前記加速度検出部によって検出され
た加速度が閾値よりも大きく、かつ、前記照度測定部によって測定された照度の変化が所
定値よりも大きく、暗から明への変化と判定したとき、着信音をミュート又は音量を下げ
るよう前記着信音出力部を制御することを特徴とする携帯電子機器。
【請求項３】
　請求項１に記載の携帯電子機器であって、
　着信から所定期間を過ぎても応答操作が行われないとき、当該携帯電子機器を不在モー
ドに遷移する制御部を備え、
　前記状態判定部は、当該携帯電子機器が着信中に、前記加速度検出部によって検出され
た加速度が閾値よりも大きく、かつ、前記照度測定部によって測定された照度の変化が所
定値よりも大きく、暗から明への変化と判定したとき、前記不在モードに遷移する時間を
延長する又は前記不在モードへの遷移を行わないよう前記制御部に指示することを特徴と
する携帯電子機器。
【請求項４】
　請求項１に記載の携帯電子機器であって、
　時刻を計時する時刻計時部と、
　文字又は図形を表示する表示部と、を備え、
　前記状態判定部は、前記加速度検出部によって検出された加速度が閾値よりも大きく、
かつ、前記照度測定部によって測定された照度の変化が所定値よりも大きく、暗から明へ
の変化と判定したとき、前記時刻計時部が計時している時刻を前記表示部に表示すること
を特徴とする携帯電子機器。
【請求項５】
　請求項１に記載の携帯電子機器であって、
　前記状態判定部は、当該携帯電子機器が着信中に、前記加速度検出部によって検出され
た加速度が閾値よりも大きく、かつ、前記照度測定部によって測定された照度の変化が所
定値よりも大きく、明から暗への変化と判定したとき、前記着信指示部を制御して着信を
示す出力を停止することを特徴とする携帯電子機器。
【請求項６】
　請求項５に記載の携帯電子機器であって、
　前記着信指示部は、着信時に当該携帯電子機器を振動させる振動部を含み、
　前記状態判定部は、当該携帯電子機器が着信中に、前記加速度検出部によって検出され
た加速度が閾値よりも大きく、かつ、前記照度測定部によって測定された照度の変化が所
定値よりも大きく、明から暗への変化と判定したとき、前記振動部による振動を除く前記
出力を停止するよう前記着信指示部を制御することを特徴とする携帯電子機器。
【請求項７】
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　請求項１に記載の携帯電子機器であって、
　不在着信又はメールの受領を記録する不在着信記録部を備え、
　前記状態判定部は、前記加速度検出部によって検出された加速度が閾値よりも大きく、
かつ、前記照度測定部によって測定された照度の変化が所定値よりも大きく、暗から明へ
の変化と判定したとき、前記不在着信記録部に記録があれば、光、音又は振動による出力
を行うよう前記着信指示部を制御することを特徴とする携帯電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外部ネットワークからの着信を受けたとき、着信を示す出力を行う携帯電子
機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話をバッグやカバン等に収納しているとき、着信音は聞こえづらい。特許文献１
には、周囲の明るさを検出する光センサを有する携帯電話が開示されている。この携帯電
話は、周囲の明るさに応じて着信音を自動的に変化させるため、ユーザは確実に着信を知
ることができる。
【０００３】
【特許文献１】特開平９－１２１２３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記説明した携帯電話では、光センサが周囲の明るさを検出するため、バッグやカバン
等から携帯電話を取り出したり入れたりしたときの明るさの変化と、部屋の照明のオン／
オフによる明るさの変化は、区別できない。また、この携帯電話がバッグやカバン等に収
納されているとき、着信音の音量は自動的に大きく設定されるが、着信音を発しているこ
の携帯電話をバッグやカバン等から取り出したときに周囲に迷惑をかける恐れがあった。
【０００５】
　本発明の目的は、利便性の向上及びユーザストレスの軽減を可能とする携帯電子機器を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、外部ネットワークからの着信を受ける携帯電子機器であって、着信を示す着
信指示部と、当該携帯電子機器周辺の照度を測定する照度測定部と、当該携帯電子機器の
加速度を検出する加速度検出部と、前記加速度検出部によって検出された加速度及び前記
照度測定部によって測定された照度に応じて、当該携帯電子機器の状態を判定する状態判
定部と、を備え、前記状態判定部は、前記加速度検出部によって検出された加速度が閾値
よりも大きく、かつ、前記照度測定部によって測定された照度の変化が所定値よりも大き
いと判定したとき、前記着信指示部を制御して着信を示す出力を変化させる携帯電子機器
を提供する。
【０００７】
　上記携帯電子機器では、前記着信指示部は、着信時に着信音を出力する着信音出力部を
含み、前記状態判定部は、当該携帯電子機器が着信中に、前記加速度検出部によって検出
された加速度が閾値よりも大きく、かつ、前記照度測定部によって測定された照度の変化
が所定値よりも大きく、暗から明への変化と判定したとき、着信音をミュート又は音量を
下げるよう前記着信音出力部を制御する。
【０００８】
　上記携帯電子機器は、着信から所定期間を過ぎても応答操作が行われないとき、当該携
帯電子機器を不在モードに遷移する制御部を備え、前記状態判定部は、当該携帯電子機器
が着信中に、前記加速度検出部によって検出された加速度が閾値よりも大きく、かつ、前
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記照度測定部によって測定された照度の変化が所定値よりも大きく、暗から明への変化と
判定したとき、前記不在モードに遷移する時間を延長する又は前記不在モードへの遷移を
行わないよう前記制御部に指示する。
【０００９】
　上記携帯電子機器は、時刻を計時する時刻計時部と、文字又は図形を表示する表示部と
、を備え、前記状態判定部は、前記加速度検出部によって検出された加速度が閾値よりも
大きく、かつ、前記照度測定部によって測定された照度の変化が所定値よりも大きく、暗
から明への変化と判定したとき、前記時刻計時部が計時している時刻を前記表示部に表示
する。
【００１０】
　上記携帯電子機器では、前記状態判定部は、当該携帯電子機器が着信中に、前記加速度
検出部によって検出された加速度が閾値よりも大きく、かつ、前記照度測定部によって測
定された照度の変化が所定値よりも大きく、明から暗への変化と判定したとき、前記着信
指示部を制御して着信を示す出力を停止する。
【００１１】
　上記携帯電子機器では、前記着信指示部は、着信時に当該携帯電子機器を振動させる振
動部を含み、前記状態判定部は、当該携帯電子機器が着信中に、前記加速度検出部によっ
て検出された加速度が閾値よりも大きく、かつ、前記照度測定部によって測定された照度
の変化が所定値よりも大きく、明から暗への変化と判定したとき、前記振動部による振動
を除く前記出力を停止するよう前記着信指示部を制御する。
【００１２】
　上記携帯電子機器は、不在着信又はメールの受領を記録する不在着信記録部を備え、前
記状態判定部は、前記加速度検出部によって検出された加速度が閾値よりも大きく、かつ
、前記照度測定部によって測定された照度の変化が所定値よりも大きく、暗から明への変
化と判定したとき、前記不在着信記録部に記録があれば、光、音又は振動による出力を行
うよう前記着信指示部を制御する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る携帯電子機器によれば、照度測定部による照度の変化及び加速度検出部に
よる加速度の検出に応じて、着信を示す出力を変化させるため、ユーザのオペレーション
を支援し、ユーザストレスを軽減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
【００１５】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態の携帯電話を示すブロック図である。図１に示すように、第１
の実施形態の携帯電話１００は、ＣＰＵ１２１と、メモリ１１６と、アンテナ１１８と、
送受信部１１９と、光センサ１１７と、加速度センサ１２４と、タイマ／ＲＴＣ１２０と
、ＬＣＤ１１４と、バックライト制御部１１５と、キー入力部１２３と、音声入力部１１
２と、オーディオ／音声出力部１１３と、バイブ用モータ１１１と、ＬＥＤ１２２と、状
態判定部１２５とを備える。
【００１６】
　ＣＰＵ１２１は、携帯電話１００全体を制御する。メモリ１１６は、記憶媒体である。
メモリ１１６に格納された命令コードに従って携帯電話１００が動作する。アンテナ１１
８及び送受信部１１９は、電話網に対し電波を送受する。光センサ１１７は、光を受ける
受光部と、光の強弱を照度として測定する照度測定部とを有する。光センサ１１７によっ
て測定された照度を示すデータは、状態判定部１２５に送られる。
【００１７】
　加速度センサ１２４は、ユーザが携帯電話１００を動かした時に生じる加速度を検出す
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る。加速度センサ１２４によって検出された加速度を示すデータは、状態判定部１２５に
送られる。なお、加速度センサ１２４の代わりに、携帯電話１００が移動されたことを検
出するセンサであっても良い。タイマ／ＲＴＣ１２０は、周期的に時間を測定したり、設
定された時刻を保持する。
【００１８】
　ＬＣＤ１１４は、表示装置である。バックライト制御部１１５は、ＬＣＤ１１４を背面
から光を照らすバックライトのオン／オフ及び光量を制御する。なお、ＬＣＤ１１４及び
バックライト制御部１１５は、それぞれ複数設けられても良い。この場合、ＬＣＤ１１４
に対するバックライトの照射を別々に制御して、各ＬＣＤ１１４に表示する。
【００１９】
　キー入力部１２３は、ユーザが携帯電話１００を操作するためのインタフェースである
。音声入力部１１２は、音声を入力する装置である。オーディオ／音声出力部１１３は、
着信音や音楽を出力したり、電話使用時の音声をスピーカより出力する。バイブ用モータ
１１１は、携帯電話１００を振動させるためのモータである。バイブ用モータ１１１によ
る携帯電話１００の振動によって、着信や他の事象があったことをユーザに示す。ＬＥＤ
１２２は、点灯や点滅によって着信や他の事象があったことをユーザに示す。なお、「着
信」とは、呼の受信の他、メール等の受信も含む。
【００２０】
　状態判定部１２５は、加速度センサ１２４及び光センサ１１７からの各データを用いて
、携帯電話１００の状態を判定する。図２は、加速度センサ１２４からのデータを用いて
状態判定部１２５が行う判定を示すフローチャートである。また、図３は、光センサ１１
７からのデータを用いて状態判定部１２５が行う判定を示すフローチャートである。図４
は、図２及び図３に示すフローチャートによって得られた各結果に応じて携帯電話１００
の状態を判定するフローチャートである。図２～図４に示すように、状態判定部１２５は
、光センサ１１７及び加速度センサ１２４からの各データに基づいて、携帯電話１００が
明るい場所から暗い場所へ、又は、暗い場所から明るい場所へ移動した状態を判定する。
【００２１】
　以下、図２を参照して、状態判定部１２５が行う携帯電話１００の移動の有無の判定に
ついて説明する。ステップＳ２０１では、加速度センサ１２４が検出したデータを状態判
定部１２５が取得する。ステップＳ２０２では、ステップＳ２０１で得られたデータと比
較される閾値を取得して、メモリ１１６に格納する。ステップＳ２０３では、状態判定部
１２５が、ステップＳ２０１で得られたデータとステップＳ２０２で得られた閾値を比較
し、携帯電話１００が動かされたか否かを判定する。状態判定部１２５は、ステップＳ２
０１で得られたデータが示す値が閾値よりも大きいとき、携帯電話１００が動かされたと
判定する。例えば、ユーザがバッグやカバン等から携帯電話１００を取り出したとき、ス
テップＳ２０３では、携帯電話１００が動かされたと判定する。
【００２２】
　次に、図３を参照して、状態判定部１２５が行う受光の変化の判定について説明する。
ステップＳ３０１では、光センサ１１７が測定した照度を示すデータを状態判定部１２５
が取得する。ステップＳ３０２では、過去にメモリ１１６に保存したデータを状態判定部
１２５が取得する。ステップＳ３０３では、状態判定部１２５が、ステップＳ３０１で得
られたデータとステップＳ３０２で得られたデータを比較し、照度に変化があったか否か
を判定する。状態判定部１２５は、ステップＳ３０１で得られたデータが示す値とステッ
プＳ３０２で得られたデータが示す値との差が閾値よりも大きいとき、照度に変化があっ
たと判定する。例えば、ユーザが明るい空間で口をとじたバッグやカバン等から携帯電話
１００を取り出したときやその逆の行為が行われたとき、ステップＳ３０３では、照度に
変化があったと判定する。
【００２３】
　ステップＳ３０３で照度に変化があったと判定された場合、ステップＳ３０４では、ス
テップＳ３０１で得られたデータをメモリ１１６に格納する。次に、ステップＳ３０５で
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、照度の変化が「明から暗への変化」か「暗から明への変化」かを判定する。状態判定部
１２５は、ステップＳ３０１で得られたデータが示す値がステップＳ３０２で得られたデ
ータが示す値以下のときに「明から暗への変化」と判定し、ステップＳ３０１で得られた
データが示す値がステップＳ３０２で得られたデータが示す値より大きいときに「暗から
明への変化」と判定する。一方、ステップＳ３０３で照度に変化がないと判定された場合
は「変化なし」との判定結果を出力する。
【００２４】
　次に、図４を参照して、状態判定部１２５が行う携帯電話１００の状態判定について説
明する。ステップＳ４０１では、図２のフローチャートに示した動き判定を行い、ステッ
プＳ４０２で動きの有無を判定する。「動きなし」と判定された場合はステップＳ４０４
に進み、「動きなし」を状態判定結果として出力する。一方、「動きあり」と判定された
場合はステップＳ４０３に進む。
【００２５】
　ステップＳ４０３では、図３のフローチャートに示した照度変化判定を行い、ステップ
Ｓ４０５で照度変化の有無及び「明から暗への変化」、「暗から明への変化」を判定する
。「照度変化なし」と判定された場合はステップ４０６に進み、「動きあるが照度変化な
し」を状態判定結果として出力する。また、「暗から明への変化」と判定された場合はス
テップＳ４０７に進み、「暗→明変化」を状態判定結果として出力する。一方、「明から
暗への変化」と判定された場合はステップＳ４０８に進み、「明→暗変化」を状態判定結
果として出力する。
【００２６】
　上記説明した本実施形態の携帯電話１００では、携帯電話１００が着信中に、状態判定
部１２５によって、携帯電話１００が暗い場所から明るい場所に動かされた（「動きあり
」かつ「暗→明変化」）と判定された場合、着信音をミュートする又は音量を下げる。こ
のため、携帯電話１００をバッグやカバン等から取り出したときに、周囲に迷惑をかける
ことがない。
【００２７】
　本実施形態の携帯電話１００は、着信から所定期間を過ぎても応答操作が行われないと
き、ＣＰＵ１２１は、携帯電話１００を留守番電話状態又は伝言メモ状態である不在モー
ドに遷移する。但し、携帯電話１００が着信中に、状態判定部１２５によって、携帯電話
１００が暗い場所から明るい場所に動かされた（「動きあり」かつ「暗→明変化」）と判
定された場合、状態判定部１２５は、不在モードに遷移する時間を延長する、又は不在モ
ードへの遷移を行わないようＣＰＵ１２１に指示する。
【００２８】
　また、状態判定部１２５によって、携帯電話１００が暗い場所から明るい場所に動かさ
れた（「動きあり」かつ「暗→明変化」）と判定された場合、タイマ／ＲＴＣ１２０が保
持している時刻をＬＣＤ１１４に表示する。なお、ＬＣＤ１１４に照射する光量は、光セ
ンサ１１４によって測定された照度に応じてバックライト制御部１１５が調整する。この
調整を行うことによって消費電力が軽減される。
【００２９】
　携帯電話１００が着信中に、状態判定部１２５によって、携帯電話１００が明るい場所
から暗い場所に動かされた（「動きあり」かつ「明→暗変化」）と判定された場合、オー
ディオ／音声出力部１１３による着信音の発生やバイブ用モータ１１１による振動、ＬＥ
Ｄ１２２の点灯又は点滅等の着信動作を全て停止する。但し、バイブ用モータ１１１によ
る振動だけを行っても良い。
【００３０】
　携帯電話１００は、着信に応答しなかった不在着信状態やメール等を受領して当該メー
ルの未読状態になった場合、ＬＥＤ１２２を点滅等させる。但し、携帯電話１００がこの
状態であるときに、状態判定部１２５によって、携帯電話１００が暗い場所から明るい場
所に動かされた（「動きあり」かつ「暗→明変化」）と判定された場合、その状態をユー
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ザに知らせるために、音声や振動、光の点灯又は点滅等を行う。なお、不在着信状態又は
メールの未読状態はメモリ１１６に記録される。
【産業上の利用可能性】
【００３１】
　本発明に係る携帯電子機器は、置かれた状態及び動作により最適なユーザ支援が行われ
、それによってユーザの操作性が向上する携帯電話等として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】第１の実施形態の携帯電話を示すブロック図
【図２】加速度センサ１２４からのデータを用いて状態判定部１２５が行う判定を示すフ
ローチャート
【図３】光センサ１１７からのデータを用いて状態判定部１２５が行う判定を示すフロー
チャート
【図４】図２及び図３に示すフローチャートによって得られた各結果に応じて携帯電話１
００の状態を判定するフローチャート
【符号の説明】
【００３３】
１００　携帯電話
１１１　バイブ用モータ
１１２　音声入力部
１１３　オーディオ／音声出力部
１１４　表示装置
１１５　バックライト制御部
１１６　メモリ
１１７　光センサ
１１８　アンテナ
１１９　電波送受信部
１２０　タイマ／ＲＴＣ
１２１　ＣＰＵ
１２２　ＬＥＤ
１２３　キー入力部
１２４　加速度センサ
１２５　状態判定部
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