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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器へ入力情報を入力する入力手段と、 
　前記電子機器から分離可能な部材の、前記電子機器への収納状態を検出する挿抜検出手
段と、 
　前記収納状態に基づいて表示データを生成し、前記表示データに基づいて前記入力情報
を判別する制御手段と、 
　前記表示データに従った表示を行う表示手段と、
　テレビ放送受信用無線回路と、を
を備える電子機器であって、 
　前記入力手段は、外部から接触された接触位置を検出し、位置信号を出力する接触検出
手段を備え、 
　前記制御手段は、
　　　前記位置信号に基づいて前記接触位置を判断し、
　　　前記接触位置に対応する前記表示データに基づいて前記入力情報を判別し、
　　　前記収納状態が、前記部材が前記電子機器に収納されていない第１の状態であると
き、第１の形態のボタンを表示するための前記表示データを生成し、
　　　前記収納状態が、前記部材が前記電子機器に収納されている第２の状態であるとき
、前記第１の形態よりも面積が大きい第２の形態のボタンを表示するための前記表示デー
タを生成し、
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　　　前記収納状態に対応して、予め前記収納状態に対応付けられたアプリケーションプ
ログラムを起動し、
　前記部材は、伸縮が可能であり、かつ、前記収納状態が前記第２の状態であるとき前記
テレビ放送受信用無線回路に接続されるアンテナ素子を備え、
　前記制御手段は、前記収納状態が前記第２の状態であり、かつ、前記部材が伸長状態で
ある場合に、前記テレビ放送受信用無線回路を用いてテレビ放送の画面を表示するアプリ
ケーションプログラムを起動し、前記収納状態が前記第２の状態にある前記部材が伸長状
態から短縮状態となった場合に、前記テレビ放送の画面を表示するアプリケーションプロ
グラムの起動状態を維持する、
ことを特徴とする電子機器。 
【請求項２】
　前記テレビ放送受信用無線回路および前記テレビ放送の画面を表示するアプリケーショ
ンプログラムが動作中に、前記収納状態が前記第１の状態になったとき、所定の表示を行
う、
ことを特徴とする請求項１に記載の電子機器。 
【請求項３】
　電子機器へ入力情報を入力し、
　前記電子機器から分離可能な部材の、前記電子機器への収納状態を検出し、
　前記収納状態に基づいて表示データを生成し、
　前記表示データに基づいて前記入力情報を判別し、
　前記表示データに従った表示を行い、
　前記入力情報の入力の際に外部から接触された接触位置を検出し、位置信号を出力し、
　前記位置信号に基づいて前記接触位置を判断し、
　前記接触位置に対応する前記表示データに基づいて前記入力情報を判別し、
　前記収納状態が、前記部材が前記電子機器に収納されていない第１の状態であるとき、
第１の形態のボタンを表示するための前記表示データを生成し、
　前記収納状態が、前記部材が前記電子機器に収納されている第２の状態であるとき、前
記第１の形態よりも面積が大きい第２の形態のボタンを表示するための前記表示データを
生成し、
　前記収納状態に対応して、予め前記収納状態に対応付けられたアプリケーションプログ
ラムを起動する、
電子機器の制御方法であって、
　前記部材は、前記収納状態が前記第２の状態であるときテレビ放送受信用無線回路に接
続されるアンテナ素子を備え、
　前記収納状態が前記第２の状態であり、かつ、前記部材が伸長状態である場合に、前記
テレビ放送受信用無線回路を用いてテレビ放送の画面を表示するアプリケーションプログ
ラムを起動し、
　前記収納状態が前記第２の状態にある前記部材が伸長状態から短縮状態となった場合に
、前記テレビ放送の画面を表示するアプリケーションプログラムの起動状態を維持する、
ことを特徴とする電子機器の制御方法。 
【請求項４】
電子機器のコンピュータに、 
　電子機器へ入力情報を入力する手順、
　前記電子機器から分離可能な部材の、前記電子機器への収納状態を検出する手順、
　前記収納状態に基づいて表示データを生成する手順、
　前記表示データに基づいて前記入力情報を判別する手順、
　前記表示データに従った表示を行う手順、
　前記入力情報の入力の際に外部から接触された接触位置を検出し、位置信号を出力する
手順、
　前記位置信号に基づいて前記接触位置を判断する手順、
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　前記接触位置に対応する前記表示データに基づいて前記入力情報を判別する手順、
　前記収納状態が、前記部材が前記電子機器に収納されていない第１の状態であるとき、
第１の形態のボタンを表示するための前記表示データを生成する手順、
　前記収納状態が、前記部材が前記電子機器に収納されている第２の状態であるとき、前
記第１の形態よりも面積が大きい第２の形態のボタンを表示するための前記表示データを
生成する手順、
　前記収納状態に対応して、予め前記収納状態に対応付けられたアプリケーションプログ
ラムを起動する手順、
　前記収納状態が前記第２の状態であり、かつ、前記部材が伸長状態である場合に、テレ
ビ放送受信用無線回路を用いてテレビ放送の画面を表示するアプリケーションプログラム
を起動する手順、
　前記収納状態が前記第２の状態にある前記部材が伸長状態から短縮状態となった場合に
、前記テレビ放送の画面を表示するアプリケーションプログラムの起動状態を維持する手
順、
を実行させるための電子機器の制御プログラムを記録した記録媒体であって、
　前記部材は、前記収納状態が前記第２の状態であるとき前記テレビ放送受信用無線回路
に接続されるアンテナ素子を備える、
ことを特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定の部材（入力ペン等）を用いたデータ入力が可能な電子機器、電子機器
の制御方法および電子機器の制御プログラムの記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　個人が携帯して利用するパーソナルデータ端末（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ａｓｓｉｓｔａｎｔ，以降「ＰＤＡ」という）には、表示画面部に入力用のペン（以下、
「入力ペン」とする。）でデータ入力が可能なタッチパネルセンサを備えたものがある。
入力ペンは、「スタイラスペン」と呼ばれることもあり、一般には細い棒状をしている。
この構成を携帯電話に適用し、入力ペンで携帯電話に対する操作やデータ入力を可能とし
た携帯情報端末が知られている。
【０００３】
　図１３は、本発明に関連する携帯情報端末の内部ブロック図の一形態である。携帯情報
端末２０１は、タッチパネルセンサ４と、液晶ディスプレイ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔ
ａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ、以下「ＬＣＤ」という。）６と、ＬＣＤ駆動部７と、ＬＣＤ表示
処理部８と、システム処理部３１と、送受信アンテナ１３と、携帯電話用無線部１４と、
音声インタフェース１７と、キー１６と、キー検出部１５とを備える。
【０００４】
　ＬＣＤ６は表示部であって、その表面には、タッチパネルセンサ４が貼り付けられてい
る。ＬＣＤ駆動部７は、ＬＣＤ６を駆動して文字等を表示させる。ＬＣＤ表示処理部８は
、ＬＣＤ６に表示する表示データを生成する。システム処理部３１は、携帯情報端末２０
１の信号処理を行う。システム処理部３１は、携帯情報端末２０１全体の制御を行う中央
処理装置（以下「ＣＰＵ」という。）３２と、プログラムやデータを格納するメモリ３３
とを含んでいる。入力ペン１とタッチパネルセンサ４との間の破線は、これらが電気的に
は接続されていないことを示す。
【０００５】
　音声インタフェース１７は、携帯情報端末２０１を携帯電話として使用するための音声
の入出力インタフェースである。外付けのイヤホン付きマイク（図示せず）は、音声を入
力する。
【０００６】
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　送受信アンテナ１３は、携帯情報端末２０１と無線ネットワークとを結ぶ無線信号を送
受信する。携帯電話用無線部１４は、無線信号の変復調を行う。
【０００７】
　ユーザが、ＬＣＤ６に表示された文字または記号を入力ペン１の先端部分またはユーザ
自身の指で押すと、タッチパネルセンサ４は、押された位置を出力する。システム処理部
３１は、タッチパネルセンサ４が押された位置と、ＬＣＤ６の表示内容とから、ユーザが
指し示した文字または機能を判断する。これにより、ＬＣＤ６を擬似的なキーパッド（以
下、「擬似キーパッド」という。）として動作させることが可能になる。
【０００８】
　携帯情報端末２０１は、キー１６およびタッチパネルセンサ４のいずれからも操作また
はデータ入力が可能である。キー検出部１５は、キー１６が押された内容をシステム処理
部３１に転送する。システム処理部３１は、その内容に従い携帯情報端末２０１の制御を
行う。
【０００９】
　タッチパネルセンサ４を用いた入力方法は、２種類の入力モードを有する。１つは、ユ
ーザが入力ペン１を用いてデータを入力するモードであり、他の１つはユーザが指を用い
てデータを入力するモードである。
【００１０】
　図１４ａは、本発明に関連する携帯情報端末における、ユーザが入力ペン１を用いる場
合の入力モード（以下、「詳細入力モード」という。）の画面構成を示す例である。ＬＣ
Ｄ６は、入力エリア３５、文書表示エリア３６および文字編集エリア３７の３つの領域を
表する。
【００１１】
　入力エリア３５において、ＬＣＤ６は、入力ペン１を用いて携帯情報端末２０１を操作
するための入力画面を表示する。ユーザは、入力ペン１の細い先端でタッチパネルセンサ
４を押して携帯情報端末２０１を操作するので、ＬＣＤ６が表示するボタンは、比較的面
積の小さいものでよい。ボタンが小さくてよいので、画面にはローマ字アルファベットを
全て表示することが可能である。ＬＣＤ６は、他に、記号や入力モードを切り替える「モ
ード」ボタンや文字の編集のための「空白」「削除」などの機能を持つキーを表示する。
【００１２】
　文書表示エリア３６は、保存された文書や、受信した電子メールを表示する。また、文
字編集エリア３７は、入力された文字やその漢字への変換結果等を表示する。
【００１３】
　なお、詳細入力モードにおいては、アルファベットを直接入力ペン１で押して入力でき
るので、後に述べる簡易入力モードと比べて迅速にデータが入力できる。
【００１４】
　一方、図１４ｂは、ユーザが入力ペン１を用いずに携帯情報端末２０１を操作する場合
の表示モード（以下、「簡易入力モード」という。）を示す例である。
【００１５】
　簡易入力モードでは、ユーザは指の先でタッチパネルセンサ４を押して携帯情報端末２
０１を操作する。
【００１６】
　簡易入力モードにおいても、ＬＣＤ６は、入力エリア３８、文書表示エリア３６および
文字編集エリア３７の３つの領域を表示する。
【００１７】
　簡易入力モードにおいては、ユーザが、タッチパネルセンサ４を指で押すので、入力ペ
ン１を用いた場合と比較して、指がタッチパネルセンサ４上を押す面積は広くなる。この
ため、簡易入力モードの入力エリア３８は、押し間違いが発生しにくいように、詳細入力
モードと比べて面積が広いボタンを表示する。簡易入力モードでは、１個のボタンの面積
が広いので、画面上に表示できるボタンの数は詳細入力モードと比較して少なくなる。
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【００１８】
　簡易入力モードにおいては、ユーザは数字ボタンを複数回押すことによって、入力した
い文字を選択する。たとえば、数字の“１”にアルファベットの“Ａ～Ｃ”が割り当てら
れている場合、ユーザは、“１”を３回押下することにより“Ｃ”を入力する。この方式
の場合、擬似キーパッドのタッチ数は、直接文字を入力する場合と比べて、平均して約３
倍以上多くなる。
【００１９】
　以上のように、タッチパネルを備えた本発明に関連する携帯情報端末は、入力ペンによ
る入力または指による直接入力に対応した入力モードを備えていた。
【００２０】
　しかしながら、本発明に関連するタッチパネル付き携帯情報端末では、入力モードの選
択は、情報の入力方法とは関係がない。そのため、ユーザが誤ったデータを入力する可能
性があるという問題があった。その理由を以下に説明する。
【００２１】
　たとえば、ユーザが入力ペンを収納しているときは、ユーザは指でデータを入力する意
志を持っていると考えられる。このような場合にも、画面が詳細入力モードとなっている
可能性がある。詳細入力モードにおいては、ＬＣＤ６は、図１４ａに示したように、入力
ペンで入力するために個々の文字や機能を小さいボタンや図形で表示している。このため
、詳細入力モードにおいてユーザが指を使ってデータを入力しようとすると、ユーザが意
図しないボタンに指が触れてしまうことがあった。また、ユーザが１つのボタンを押すつ
もりであっても、ユーザが隣接したボタンを同時に押してしまう恐れもあった。その結果
、詳細入力モードにおいて、ユーザが指を用いて入力すると、ユーザが携帯情報端末２０
１に誤ったデータを入力することがあった。このため、現在の入力モードが情報の入力方
法に適したモードでない場合には、ユーザが携帯情報端末２０１を操作して入力モードを
変更する必要があった。
【００２２】
　あるいは、データの入力の効率が低くなる場合があるという問題もあった。すなわち、
ユーザが入力ペンを使用する意志を持っていても、画面の表示が図１４ｂに示した簡易入
力モードとなっている場合がある。簡易入力モードの説明で述べたように、簡易入力モー
ドにおいては、ユーザは多くのキータッチが必要な操作でデータを入力する必要がある。
そのため、入力ペンを用いるにもかかわらず、入力モードが簡易入力モードであると、詳
細入力モードと比較して、ユーザは入力により多くの時間を要する恐れがあった。
【００２３】
　上記の問題に関連する技術の例として、日本特開２００４－０３０１６０号公報記載の
携帯情報端末がある。特許文献１は、入力ペンの収納状態を検出するためのスタイラス収
納検出部と、入力ペンが収納されている場合には、表示・タブレット一体部からのデータ
入力を無効にするデータ入力無効手段とを具備した携帯情報端末の構成を開示している。
この公報に記載された携帯情報端末は、入力ペンが収納されている場合には、必要のない
入力手段からのデータ入力を無効とすることにより、データの誤入力を防止している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　しかしながら、特許文献１に記載の携帯情報端末の誤入力防止のための動作は、入力ペ
ンが収納されている際にはタブレットからの入力を全面的に無効としている。すなわち、
特許文献１に記載の携帯情報端末においては、入力ペンを収納すると指を用いた入力も不
可能となる。従って、入力モードの選択が情報の入力方法とは関係がないことによる、誤
ったデータの入力や、データ入力の効率の低下という課題は、特許文献１に記載の技術に
よっては、解決することはできない。
【００２５】
　本発明の目的は、入力モードが情報の入力方法とは関係なく選択されることにより、ユ
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ーザが誤ったデータを入力したり、データの入力の効率が低下したりする場合があるとい
う課題を解決するための電子機器、電子機器の制御方法および電子機器のプログラムを提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明の電子機器は、電子機器へ入力情報を入力する入力手段と、電子機器から分離可
能な部材の、電子機器への収納状態を検出する挿抜検出手段と、収納状態に基づいて表示
データを生成し、表示データに基づいて入力情報を判別する制御手段と、表示データに従
った表示を行う表示手段とを備える。
【００２７】
　また、本発明の電子機器の制御方法は、電子機器に入力情報を入力し、電子機器から分
離可能な部材の収納状態を検出し、収納状態に基づいて表示データを生成し、表示データ
に基づいて入力情報を判別し、表示データ従った表示を行う。
【００２８】
　また、本発明の電子機器の制御プログラムの記憶媒体は、電子機器の制御ブログラムが
記録された、電子機器で読み取り可能な記憶媒体であって、電子機器の制御プログラムは
、前記電子機器を、入力情報を入力する入力手段と、電子機器から分離可能な部材の、電
子機器への収納状態を検出する挿抜検出手段と、収納状態に基づいて表示データを生成し
、表示データに基づいて入力情報を判別する制御手段と、表示データに従った表示を行う
表示手段として機能させるための電子機器の制御プログラムであることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の電子機器は、誤ったデータの入力を抑制するとともに、ユーザが迅速に電子機
器にデータを入力できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は、本発明の電子機器に必須の要素のみによる構成を示すブロック図である
。
【図２】図２は、本発明の第１の実施形態における携帯情報端末の内部ブロック図である
。
【図３】図３は、本発明の第１の実施形態における携帯情報端末の外観図である。
【図４】図４は、本発明の第１の実施形態における携帯情報端末に用いられる入力ペンの
外観図である。
【図５ａ】図５ａは、本発明の第１の実施形態における携帯情報端末の画面構成の例を示
す図である。（詳細入力モード）
【図５ｂ】図５ｂは、本発明の第１の実施形態における携帯情報端末の画面構成の例を示
す図である。（簡易入力モード）
【図５ｃ】図５ｃは、本発明の第１の実施形態における携帯情報端末の画面構成の例を示
す図である。（詳細入力モード）
【図６】図６は、本発明の第１の実施形態における入力ペンの挿抜動作と、表示画面の連
動動作の一形態を示すフローチャートである。
【図７】図７は、本発明の第２の実施形態における携帯情報端末の内部ブロック図である
。
【図８ａ】図８ａは、本発明の第２の実施形態における携帯情報端末の外観図である。
【図８ｂ】図８ｂは、本発明の第２の実施形態における携帯情報端末の外観図である。
【図９ａ】図９ａは、本発明の第２の実施形態における携帯情報端末の入力ペン兼受信ア
ンテナの外観図である。
【図９ｂ】図９ｂは、本発明の第２の実施形態における携帯情報端末の入力ペン兼受信ア
ンテナの外観図である。
【図１０】図１０は、入力ペン兼受信アンテナの収納部の断面図である。
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【図１１】図１１は、デジタルＴＶアプリケーションが起動した場合の携帯情報端末の画
面構成例である。
【図１２】図１２は、本発明の第２の実施形態における携帯情報端末を用いてデジタルＴ
Ｖ放送を受信する際の動作の一形態を示すフローチャートである。
【図１３】図１３は、本発明に関連する携帯情報端末の内部ブロック図の一形態である。
【図１４ａ】図１４ａは、本発明に関連する携帯情報端末の画面構成の例である。（詳細
入力モード）
【図１４ｂ】図１４ｂは、本発明に関連する携帯情報端末の画面構成の例である。（簡易
入力モード）
【符号の説明】
【００３１】
　１　入力ペン
　４　タッチパネルセンサ
　６　ＬＣＤ
　１６　キー
　１７　入力ペン兼受信アンテナ
　１８　挿抜検出スイッチ
　３５，３８，４１，４４，５４　入力エリア
　３６，４２，５２　文書表示エリア
　３７，４３，５３　文字編集エリア
　４５　手書き入力エリア
　５１　ＴＶ画面表示エリア
　６０　収納部
　６１　収納状態検出スイッチ
　６２　延長状態検出スイッチ
　６３，６４　押しボタン
　１０１，１０２，２０１　携帯情報端末
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
［第１の実施形態］
【００３３】
　第１の実施形態は、本発明の電子機器を携帯情報端末に適用したものである。図２は、
第１の実施形態における、携帯情報端末の内部ブロック図を示す。携帯情報端末１０１は
、挿抜検出スイッチ２と、挿抜検出部３と、タッチパネルセンサ４と、ＬＣＤ６と、ＬＣ
Ｄ駆動部７と、ＬＣＤ表示処理部８と、送受信アンテナ１３と、携帯電話用無線部１４と
、システム処理部９と、音声インタフェース３０と、キー１６と、キー検出部１５とを備
える。
【００３４】
　挿抜検出スイッチ２は、入力ペン１の収納状態を検出する。挿抜検出部３は、挿抜検出
スイッチ２の状態から、入力ペン１の挿抜を判断する。タッチパネルセンサ４は、ユーザ
が使用する入力手段が接触した位置を、電気信号としてシステム処理部９に出力する。Ｌ
ＣＤ６は表示部と呼ばれることもある。ＬＣＤ６の上面には、タッチパネルセンサ４が貼
り付けられている。タッチパネルセンサ４は、接触検出部と呼ばれることもある。ＬＣＤ
駆動部７は、ＬＣＤ６を駆動して文字やボタンを表示させる。ＬＣＤ表示処理部８は、Ｌ
ＣＤ６の表示データを生成する。送受信アンテナ１３は、携帯情報端末１０１と無線ネッ
トワークとを結ぶ無線信号を送受信する。携帯電話用無線部１４は、無線信号の変復調を
行う。システム処理部９は、ＣＰＵ１０とプログラムおよびデータを格納するメモリ１１
とを含んでいる。システム処理部９は、携帯電話信号処理を含めた携帯情報端末１０１全
体の制御を行う。システム処理部９は、制御部と呼ばれることもある。キー１６は操作入
力部である。キー検出部１５はキー１６の入力を検出する。
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【００３５】
　ユーザは、入力ペン１をタッチパネルセンサ４に接触させることで、携帯情報端末１０
１を操作したりデータを入力したりすることができる。
【００３６】
　携帯情報端末１０１は、メールの送受信が可能な携帯電話としての機能に加えてＰＤＡ
としての機能をも備えている。携帯情報端末１０１は、入力ペン１が使用されないときは
入力ペン１を収納する構造を備えている。なお、図２において、入力ペン１と、挿抜検出
スイッチ２およびタッチパネルセンサ４とを結ぶ破線は、入力ペン１がこれらとは電気的
には接続されていないことを示す。
【００３７】
　ＬＣＤ６は、文字及び記号を表すボタンを表示する表示部である。タッチパネルセンサ
４は透明であるので、ユーザは、その背面に配されたＬＣＤ６が表示した記号やボタンを
、タッチパネルセンサ４を通して視認することができる。ユーザが入力ペン１の先端部分
またはユーザ自身の指で表示されたボタンを押すと、タッチパネルセンサ４は押された位
置を検出し、位置情報としてシステム処理部９に出力する。システム処理部９は、タッチ
パネルセンサ４から入力された位置情報とＬＣＤ６の表示情報とから、ユーザが指し示し
たボタンを判断する。これにより、ＬＣＤ表示処理部８を擬似キーパッドとして動作させ
、携帯情報端末１０１に機能を実行させたり文字を入力したりすることが可能になる。
【００３８】
　音声インタフェース３０は、携帯情報端末１０１を携帯電話として使用するための音声
の入出力インタフェースである。外付けのイヤホン付きマイク（図示せず）は、音声イン
タフェースを用いて、音声を入出力する。
【００３９】
　システム処理部９は、入力されたデータの管理や画面表示の制御等の、携帯情報端末１
０１全体の処理を行う。ＣＰＵ１０は、メモリ１１に格納されたプログラムに従い、シス
テム処理部９を動作させる。
【００４０】
　図３は、本発明の第１の実施形態における携帯情報端末１０１の外観図である。タッチ
パネルセンサ４は、ＬＣＤ６の上に貼り付けられている。入力ペン１は携帯情報端末１０
１の側面に収納される。ユーザは、入力ペン１を使用する際は入力ペン１を手前に引き出
して使用する。入力ペン１の収納部の内部には、挿抜検出スイッチ２（図示せず）が備え
られている。挿抜検出スイッチ２は、入力ペン１が収納されているか、取り外されている
かにより導通状態が変化する。挿抜検出部３（図示せず）は、挿抜検出スイッチ２の導通
状態により入力ペン１の収納状態を検出し、その情報をシステム処理部９に転送する。
【００４１】
　図４は、入力ペン１の外観図である。入力ペン１は、ペンの形をした細い棒状の入力機
器である。
【００４２】
　図５ａ、図５ｂおよび図５ｃは、本発明の第１の実施形態における携帯情報端末の画面
構成の例を示す図である。図５ａおよび図５ｃは、詳細入力モードの画面構成の例、図５
ｂは、簡易入力モードの画面構成の例である。ＬＣＤ６は、携帯情報端末の画面を表示す
る。
【００４３】
　ＬＣＤ６が表示するボタンをユーザが入力ペン１または指で指し示すことで、キーボー
ドを使用したキーパッドと同様な入力手段が実現できる。あるいは、ＬＣＤ６が表示する
文字入力用の枠内に、ユーザは手書きで文字を入力することもできる。システム処理部９
が入力された文字を認識することにより、手書きによる文字入力も実現できる。
【００４４】
　タッチパネルセンサ４を用いた入力方法は、２種類の入力モードを有する。１つは、ユ
ーザが入力ペン１を用いてデータを入力する「詳細入力モード」であり、他の１つはユー
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ザが指を用いてデータを入力する「簡易入力モード」である。
【００４５】
　ユーザは、入力モードにかかわらず、図３に示したキー１６およびタッチパネルセンサ
４のいずれからも携帯情報端末１０１に対する操作またはデータ入力が可能である。キー
検出部１５は押されたキー１６の情報をシステム処理部９に転送する。システム処理部９
は、その情報により、携帯情報端末１０１を制御する。
【００４６】
　図５ａは、詳細入力モードにおける画面構成の一実施形態である。入力ペン１が携帯情
報端末１０１から引き抜かれると、携帯情報端末１０１は自動的に詳細入力モードとなる
。
【００４７】
　詳細入力モードでは、ＬＣＤ６は、入力エリア４１、文書表示エリア４２、文字編集エ
リア４３および手書き入力エリア４５の、４つの領域を表示する。
【００４８】
　入力エリア４１においては、ＬＣＤ６は、入力ペン１を用いて携帯情報端末１０１を操
作するためのキー入力画面を表示する。詳細入力モードにおいては、ユーザは入力ペン１
の先端でタッチパネルセンサ４を押して携帯情報端末１０１を操作するので、ＬＣＤ６が
表示するボタンは、比較的面積の小さいものでよい。ボタンが小さくてよいため、画面に
はローマ字アルファベットを全て表示することが可能である。ＬＣＤ６は、他に、記号ボ
タンや入力モードを切り替える「モード」ボタン、文字の編集のための「空白」「削除」
などの機能を持つボタンを表示する。
【００４９】
　「モード」ボタンは、詳細入力モードと簡易入力モードとを切り替えるためのボタンで
ある。このボタンを押すことで、ユーザは、携帯情報端末１０１の入力モードを強制的に
異なる入力モードに切り替えることができる。すなわち、詳細入力モード時にユーザが「
モード」ボタンを押すことで、ユーザは、携帯情報端末１０１の入力モードを簡易入力モ
ードに変更することができる。逆に、簡易入力モード時にユーザが「モード」ボタンを押
せば、ユーザは、携帯情報端末１０１の入力モードを詳細入力モードに変更することがで
きる。
【００５０】
　ＬＣＤ６は、文書表示エリア４２に、保存された文書や、受信した電子メールの本文を
表示する。また、ＬＣＤ６は、文字編集エリア４３に、入力された文字やその漢字への変
換結果等を表示する。
【００５１】
　手書き入力エリア４５は、ユーザが入力ペン１で文字を手書きした内容を認識するため
の領域である。ユーザが手書き入力エリア４５に文字を手書きすると、タッチパネルセン
サ４は手書きされた位置情報をデータ化し、システム処理部９に転送する。システム処理
部９は、当該データに相当する文字を認識する。文字編集エリア４３は、認識された文字
を表示する。
【００５２】
　詳細入力モードにおいては、アルファベットを直接入力ペン１で押して入力できるので
、後に述べる簡易入力モードと比べて迅速にデータが入力できる。
【００５３】
　一方、図５ｂは、簡易入力モードにおける画面表示の一実施形態である。簡易入力モー
ドにおいては、ＬＣＤ６は、入力エリア４４、文書表示エリア４２および文字編集エリア
４３の３つの領域を表示する。簡易入力モードでは、ユーザは指の先でタッチパネルセン
サ４を押して携帯情報端末１０１を操作する。ユーザがタッチパネルセンサ４を指で押す
際には、ユーザは、入力ペン１を用いた場合と比較してタッチパネルセンサ４上で広い面
積を押すことになる。このため、簡易入力モードにおいては、入力エリア４４は、押し間
違いが発生しにくいように、詳細入力モードの場合と比べて、充分に大きい面積を有する
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ボタンを表示する。簡易入力モードにおいては、入力エリア４４はボタンを大きく表示す
るので、視力の良くないユーザでも、携帯情報端末を容易に操作できる。
【００５４】
　簡易入力モードでは、１個のボタンの面積が広いため、画面上に表示が可能なボタンの
数は詳細入力モードと比較して少なくなる。図６ｂの画面モードの例においては、入力エ
リア４４は、０～９の数字、記号および「モード」「空白」「削除」などの機能を持つキ
ーを表示している。
【００５５】
　図５ｃは、図５ａにおいて、画面の表示方向を右に９０度回転させ、タッチパネルセン
サ４が、表示する擬似キーパッドを横方向に長く表示したものである。図５ａのように、
縦長の表示部に、通常用いられる標準的なキー配置を備えた、いわゆるｑｗｅｒｔｙキー
ボードを表示しようとすると、ボタンの横幅が狭くなる場合がある。図５ｃの実施形態に
おいては、入力ペンを取り外すことにより、画面表示が詳細入力モードに変化するととも
に、擬似キーパッドの表示方向が自動的に９０度左に回転させられる。これにより、携帯
情報端末１０１の画面上に通常のｑｗｅｒｔｙキーボードと同様の配列を、ゆとりを持っ
て表示させることができる。このため、ユーザの入力作業がより容易となる。
【００５６】
　詳細モードにおける表示は、図５ａまたは図５ｃのいずれでもよい。画面の表示を図５
ａの状態で用いるか、図５ｂの状態で用いるかをユーザが設定してもよい。あるいは、携
帯情報端末が、ユーザが端末自身を保持する姿勢を検出し、検出された方向により図５ａ
または図５ｃのいずれかの表示に切り替えてもよい。なお、詳細入力モード時の画面の回
転方向は、本実施形態では画面の表示方向を左に９０度としたが、右に９０度でもよい。
［第１の実施形態の動作］
【００５７】
　図６は、図２の携帯情報端末１０１における入力ペン１の挿抜動作と、表示画面の連動
動作の一形態を示すフローチャートである。携帯情報端末は、内部に端末の機能及び状態
に対応する変数を持ち、各変数は機能に応じて特定の値を保持する。
【００５８】
　図６を用いて、携帯情報端末の変数を用いた、携帯情報端末の動作を説明する。
【００５９】
　変数ＳｔｙｌｕｓＳｔａｔｕｓＮｏｗは、現在の入力ペン１の装着状態を表す数値を保
持する（Ｓ１０１）。保持される値は、入力ペン１が携帯情報端末に収納されていれば“
１”、抜き取られていれば“０”である。入力ペン１の装着状態が変化すると、変数Ｓｔ
ｙｌｕｓＳｔａｔｕｓＮｅｗが保持する数値が変化する（Ｓ１０２）。入力ペン１の装着
状態が変化しない限り、変数ＳｔｙｌｕｓＳｔａｔｕｓＮｏｗと変数ＳｔｙｌｕｓＳｔａ
ｔｕｓＮｅｗは同じ値を保持する。これら２種類の変数の値の組合せに応じて、変数Ｉｎ
ｐｕｔＭｏｄｅＣｈａｎｇｅＲｅｑは“０”、“１”、“２”のいずれかの値を取る（Ｓ
１０３～Ｓ１０９）。入力ペン１の装着状態に変化がない場合には変数ＩｎｐｕｔＭｏｄ
ｅＣｈａｎｇｅＲｅｑの値は“０”となる（Ｓ１０６およびＳ１０９）。入力ペン１の装
着状態が収納状態から抜き取り状態に変化した場合には変数ＩｎｐｕｔＭｏｄｅＣｈａｎ
ｇｅＲｅｑの値は“１”となり（Ｓ１０７）、入力ペン１の装着状態が抜き取り状態から
収納状態に変化した場合には変数ＩｎｐｕｔＭｏｄｅＣｈａｎｇｅＲｅｑの値は“２”と
なる（Ｓ１０８）。
【００６０】
　次に、携帯情報端末は、入力ペン１の状態とは独立に、ユーザ操作で入力モードの変更
要求があったかどうかを判別する（Ｓ１１０～Ｓ１１３）。入力モードの変更要求は、図
５ａ～図５ｃに示した画面において、ユーザが「モード」ボタンを押すことで行われる。
詳細入力モードが要求されれば、変数ＩｎｐｕｔＭｏｄｅＣｈａｎｇｅＲｅｑの値は“１
”となる（Ｓ１１２）。簡易入力モードの要求があれば、変数ＩｎｐｕｔＭｏｄｅＣｈａ
ｎｇｅＲｅｑの値は“２”となる（Ｓ１１３）。それ以外の場合は変数ＩｎｐｕｔＭｏｄ
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ｅＣｈａｎｇｅＲｅｑの値は以前のままである。
【００６１】
　次に、この変数ＩｎｐｕｔＭｏｄｅＣｈａｎｇｅＲｅｑの値を判別し（Ｓ１１４）、変
数ＩｎｐｕｔＭｏｄｅＣｈａｎｇｅＲｅｑの値が“１”のときは、入力モード画面が詳細
入力モードに切り替えられる（Ｓ１１５）。変数ＩｎｐｕｔＭｏｄｅＣｈａｎｇｅＲｅｑ
の値が“２”のときは、簡易入力モードに切り替えられる（Ｓ１１６）。変数Ｉｎｐｕｔ
ＭｏｄｅＣｈａｎｇｅＲｅｑの値が“０”のとき、及びＳ１１５、Ｓ１１６の後、初期値
が現状の値に変更され（変数ＳｔｙｌｕｓＳｔａｔｕｓＮｅｗの値を、変数Ｓｔｙｌｕｓ
ＳｔａｔｕｓＮｏｗの値とする）（Ｓ１１７）、フローは入力ペン１の収納状態変化の監
視（Ｓ１０２）に戻る。
【００６２】
　このようにして、入力ペン１の装着状態の変化に応じて、入力モード画面が自動的に切
り替わる。
［第１の実施形態の効果］
【００６３】
　以上説明したように、第１の実施形態においては、携帯情報端末は、入力ペンの収納状
態を検出する機能を備え、その収納状態の検出結果に応じて、最適な入力画面を自動的に
表示する。
【００６４】
　その結果、ユーザが入力ペンを使用する場合には、多数のキーを表示することで少ない
キータッチにより迅速な入力が可能となるという効果がある。
【００６５】
　さらに、ユーザが指でデータを入力する場合には、大きいボタンを表示することでデー
タの誤入力が発生しにくくなるという効果がある。
【００６６】
　また、ユーザが望む場合は、入力ペンの収納状態にかかわらず、強制的に入力モードを
変更することもできる。
【００６７】
　図１は、本発明の電子機器に必須の要素のみによる構成を示すブロック図である。図１
のブロック図において、本発明の電子機器は、挿抜検出部３と、入力部２６と、表示部２
５と、システム処理部９とを備える。
【００６８】
　ここで、挿抜検出部３は、電子機器から分離可能な部材の、電子機器への収納状態を検
出する。入力部２６は、電子機器に入力情報を入力する。システム処理部９は、電子機器
を制御する制御部である。システム処理部９は、入力部２６への入力内容と表示部２５に
表示させている内容とから入力情報の内容を判別する。
【００６９】
　すなわち、図１に示す構成を備えた電子機器は、挿抜検出部３による部材の収納状態の
検出結果に従って、システム処理部９がそれぞれに対応した表示データを生成し、表示部
２５の表示を変化させる。そして、入力部２６への入力内容と表示部２５に表示させてい
る内容とから入力情報の内容を判別する。その結果、図１に記載の電子機器も、入力モー
ドが部材の収納状況と関係なく選択されることにより誤ったデータが入力されたり、デー
タの入力の効率が低下したりする場合があるという課題を解決する。
［発明の第２の実施形態］
【００７０】
　本発明の第２の実施形態においては、ユーザが携帯情報端末本体から入力ペンを引き抜
くと、あらかじめ設定したアプリケーションが自動的に立ち上がる。この構成により、ユ
ーザが携帯情報端末を操作する回数を削減することができる。
【００７１】
　図７は、本発明の第２の実施形態における携帯情報端末の内部ブロック図である。
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【００７２】
　携帯情報端末１０２は、第１の実施形態で示した携帯情報端末１０１と同様に、メール
の送受信も可能な携帯電話としての機能に加えてＰＤＡとしての機能をも備えている。
【００７３】
　図７において、携帯情報端末１０２は、入力ペン兼受信アンテナ１７と、挿抜検出スイ
ッチ１８と、挿抜検出部１９と、タッチパネルセンサ４と、ＬＣＤ６と、ＬＣＤ駆動部７
と、ＬＣＤ表示処理部８と、デジタルテレビ用無線部２０と、デジタルテレビシステム処
理部２１と、送受信アンテナ１３と、携帯電話用無線部１４と、システム処理部２２と、
キー１６と、キー検出部１５とを備える。
【００７４】
　入力ペン兼受信アンテナ１７は、アンテナ素子を内蔵した、取り外し可能な入力ペンで
ある。挿抜検出スイッチ１８は、入力ペン兼受信アンテナ１７の収納状態を検出する。挿
抜検出部１９は、挿抜検出スイッチ１８の状態から、入力ペン兼受信アンテナ１７の挿抜
を判断する。タッチパネルセンサ４は、入力ペン兼受信アンテナ１７により押された位置
を識別する。ＬＣＤ６は表示部であり、タッチパネルセンサ４がその上面に貼り付けられ
ている。ＬＣＤ駆動部７は、ＬＣＤ６を駆動して表示させる。デジタルテレビ用無線部２
０は、入力ペン兼受信アンテナ１７で受信された無線信号を復調する。デジタルテレビシ
ステム処理部２１は、システム処理部２２の指示に従いデジタルテレビ用無線部２０から
の復調された信号を復号し動画像データに変換処理する。ＬＣＤ表示処理部８は、システ
ム処理部２２及びデジタルテレビシステム処理部２１の出力信号からＬＣＤ駆動部７へ出
力する表示データを生成する。送受信アンテナ１３は、携帯電話システムの無線信号を送
受信する。携帯電話用無線部１４は、無線信号の変復調を行う。システム処理部２２は、
ＣＰＵ２３と、プログラムやデータを格納するメモリ２４とを備え、携帯情報端末１０２
の信号処理を行う。キー１６は、文字入力や携帯情報端末１０２の操作をするためのキー
である。キー検出部１５は、キー１６の入力を検出する。音声インタフェース３０は、携
帯情報端末１０２を携帯電話として使用するための音声の入出力インタフェースである。
外付けのイヤホン付きマイク（図示せず）は、音声インタフェース３０を用いて音声を入
出力する。
【００７５】
　携帯情報端末１０２は、デジタルＴＶの受信機能を備えている。入力ペン兼受信アンテ
ナ１７は、入力ペンとしての機能に加えて、デジタルＴＶ放送を受信するアンテナとして
の機能をも有している。入力ペン兼受信アンテナ１７は、携帯情報端末１０２に収納され
たまま引き伸ばした状態（以下、「延長状態」という。）では、デジタルＴＶ放送の受信
アンテナとして動作する。デジタルＴＶ用無線部２０は、入力ペン兼受信アンテナ１７で
受信したデジタルＴＶ放送の電波を復調し、デジタルＴＶシステム処理部２１に出力する
。デジタルＴＶシステム処理部２１は、システム処理部２２の指示に従い、指定されたチ
ャンネルのデジタルＴＶ放送の画面データをＬＣＤ表示処理部８に入力する。ＬＣＤ駆動
部７は、ＬＣＤ表示処理部８の出力データによりＬＣＤ６を駆動する。また、デジタルＴ
Ｖ放送の音声は、システム処理部２２を経由して音声インタフェース３０に出力される。
この構成により、携帯情報端末１０２において、デジタルＴＶの視聴が可能になる。入力
ペン兼受信アンテナ１７は、携帯情報端末１０２に収納された状態では、デジタルテレビ
用無線部２０と電気的に接続されている。
【００７６】
　挿抜検出スイッチ１８は、入力ペン兼受信アンテナ１７が携帯情報端末１０２に収納さ
れているかどうか、および、入力ペン兼受信アンテナ１７が携帯情報端末１０２に収納さ
れたまま引き伸ばされているかどうかを検出する。
【００７７】
　図８ａおよび図８ｂは、本発明の第２の実施形態の携帯情報端末１０２の外観図である
。図８ａに示すように、入力ペン兼受信アンテナ１７は、携帯情報端末１０２に収納され
る。ユーザが、入力ペン兼受信アンテナ１７を携帯情報端末１０２から引き抜くと、入力
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ペン兼受信アンテナ１７は、入力ペンとして利用できる。なお、携帯情報端末１０２を携
帯電話として使用する際の送受信アンテナ１３は、筐体内部に内蔵されているため図示さ
れていない。
【００７８】
　図８ｂは、入力ペン兼受信アンテナ１７を収納したまま延長することによって、デジタ
ルＴＶ放送を受信する場合の外観図である。
【００７９】
　図９ａおよび図９ｂは、本発明の第２の実施形態の携帯情報端末１０２の入力ペン兼受
信アンテナ１７の外観図である。入力ペン兼受信アンテナ１７は段階的に延長できる構造
を有するアンテナである。図９ａに示す、入力ペン兼受信アンテナ１７を縮めた状態（以
下、「短縮状態」という。）では、入力ペン兼受信アンテナ１７は、入力ペンとして動作
する。入力ペン兼受信アンテナ１７は、延長状態においては中途で任意の方向に折り曲げ
ることが可能な構造を有しており、ユーザは受信状態が最適になるように自由にアンテナ
の向きを変えることができる（図９ｂ）。
【００８０】
　図１０は、携帯情報端末１０２に設けられた、入力ペン兼受信アンテナ１７の収納部６
０の断面図である。挿抜検出スイッチ１８は、収納状態検出スイッチ６１と延長状態検出
スイッチ６２とを備える。収納状態検出スイッチ６１は、携帯情報端末１０２の収納部６
０の内部の側面にあり、延長状態検出スイッチ６２は、収納部６０の底面にある。それぞ
れのスイッチは、収納部６０に向かって突出した押しボタン６３、６４が押されている間
のみ短絡し、押圧がなくなると開放に復帰するモーメンタリ動作のスイッチである。なお
、本図においては、入力ペン兼受信アンテナ１７の折り曲げ機構については図示していな
い。
【００８１】
　収納部６０に入力ペン兼受信アンテナ１７が収納されていない場合は、収納状態検出ス
イッチ６１と延長状態検出スイッチ６２とも、開放状態となる（図１０（ａ））。
【００８２】
　収納部６０に、ユーザが入力ペン兼受信アンテナ１７を短縮状態で収納すると、収納状
態検出スイッチ６１と延長状態検出スイッチ６２とも押しボタン６３、６４が押下される
ので、いずれのスイッチも短絡状態となる（図１０（ｂ））。
【００８３】
　収納された入力ペン兼受信アンテナ１７が延長状態となると、入力ペン兼受信アンテナ
１７の中心部分がスライドして図１０（ｃ）の上方に移動し、アンテナ延長状態検出スイ
ッチ６２の押しボタン６４が押下される前の位置に復元する（図１０（ｃ））。このため
、延長状態検出スイッチ６２は開放状態のままであるが、収納状態検出スイッチ６１は短
絡状態に変化する。
【００８４】
　従って、収納状態検出スイッチ６１と延長状態検出スイッチ６２の導通状態を知ること
により、挿抜検出部は、入力ペン兼受信アンテナ１７の収納状態を検出することができる
。
【００８５】
　さらに、携帯情報端末１０２は、入力ペン兼受信アンテナ１７の収納状態に応じてあら
かじめ設定したアプリケーションプログラムを起動させる機能を備える。携帯情報端末１
０２においては、ユーザが入力ペン兼受信アンテナ１７を延長状態で収納すると、デジタ
ルＴＶアプリケーションプログラムが起動する。
【００８６】
　図１１は、第２の実施形態の携帯情報端末１０２において、デジタルＴＶアプリケーシ
ョンが起動した場合の画面構成例である。携帯情報端末１０２は、文書表示エリア５２，
文字編集エリア５３、入力エリア５４に加えて、ＴＶ画面表示エリア５１を有している。
また、ＬＣＤ６が表示するボタンには、チャンネル選択のための「ＣＨ」、音量調整のた
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めの「音量」といったボタンが設けられる。デジタルＴＶ放送を視聴する際には入力ペン
兼受信アンテナ１７は携帯情報端末から取り外されていないので、画面は第１の実施形態
で説明した図５ｂで説明した簡易入力モードに準じたものとなる。
【００８７】
　ユーザが入力ペン兼受信アンテナ１７を携帯情報端末１０２から取り外すと、入力モー
ドは自動的に詳細入力モードとなる。また、ユーザが入力ペン兼受信アンテナ１７を取り
外すと、メールアプリケーションが起動する。この際にはデジタルＴＶの視聴はできない
ため、画面構成はたとえば図５ａに準じたものとなる。
［第２の実施形態の動作］
【００８８】
　次に携帯情報端末１０２を用いてデジタルＴＶ放送を受信する際の動作の一形態につい
て、図１２に示すフローチャートを使用して説明する。なお、第２の実施形態における、
入力ペン兼受信アンテナ１７の着脱に連動して自動的に入力モードが切り替わる動作、お
よび入力ペン兼受信アンテナ１７を用いて携帯情報端末１０２にデータを入力する動作の
詳細は第１の実施形態と同様であるので説明は省略する。
【００８９】
　まず、初期値として、変数ＳｔｙｌｕｓＳｔａｔｕｓＮｏｗは現在の入力ペン兼受信ア
ンテナ１７の装着状態を表す値を持つ（Ｓ３０１）。その値は、入力ペン兼受信アンテナ
１７が収納されかつ電気的に接続されている状態は“１”、延長されかつ電気的に接続さ
れている状態は“２”、抜き取られている状態（電気的に切断）は“０”である。また、
変数ＴＶＯｐｅｎ、変数ＭａｉｌＯｐｅｎまたは変数ＴＶＡｌａｒｍの初期値は“０”で
ある。
【００９０】
　入力ペンの装着状態が変化すると、変数ＳｔｙｌｕｓＳｔａｔｕｓＮｅｗが保持する数
値も変化する（Ｓ３０２）。そして、変数ＳｔｙｌｕｓＳｔａｔｕｓＮｏｗおよび変数Ｓ
ｔｙｌｕｓＳｔａｔｕｓＮｅｗの値の組合せにより、変数ＴＶＯｐｅｎ、変数ＭａｉｌＯ
ｐｅｎまたは変数ＴＶＡｌａｒｍの値が“１”となる（Ｓ３０３～Ｓ３０８）。
【００９１】
　入力ペン兼受信アンテナ１７の装着状態が収納状態から延長状態に変化した場合には変
数ＴＶＯｐｅｎが“１”（Ｓ３０６）、収納状態から抜き取り状態に変化した場合には変
数ＭａｉｌＯｐｅｎが“１”（Ｓ３０７）、延長状態から抜き取り状態に変化した場合に
は変数ＴＶＡｌａｒｍおよび変数ＭａｉｌＯｐｅｎが“１”となる（Ｓ３０８）。それ以
外の変化の場合には変数の値は変化しない。
【００９２】
　次に、入力ペン兼受信アンテナ１７の装着状態とは独立に、ユーザ操作によるアプリケ
ーションプログラムの起動要求の有無が判別される（Ｓ３０９～Ｓ３１２）。デジタルＴ
Ｖアプリケーションの起動要求がありかつ変数ＴＶＡｌａｒｍの値が“０”の場合には変
数ＴＶＯｐｅｎの値が“１”となり（Ｓ３１２）、デジタルＴＶアプリケーションの起動
要求がありかつ変数ＴＶＡｌａｒｍの値が“１”の場合には変数ＴＶＯｐｅｎの値は変化
しない。
【００９３】
　メールアプリケーションプログラムの起動要求があると変数ＭａｉｌＯｐｅｎの値が“
１”となる（Ｓ３１１）。それ以外の要求に対しては、値は変化しない。
【００９４】
　次にこれらの変数ＴＶＯｐｅｎ、ＭａｉｌＯｐｅｎ、ＴＶＡｌａｒｍの値に応じて、要
求されたアプリケーションプログラム起動およびアラーム表示の要否が判断される（Ｓ３
１３～Ｓ３１８）。
【００９５】
　変数ＴＶＯｐｅｎの値が“１”の場合は、デジタルＴＶアプリケーションプログラムが
自動的に起動する（Ｓ３１４）。
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【００９６】
　変数ＴＶＡｌａｒｍの値が“１”であることは、入力ペン兼受信アンテナ１７が抜き取
られていることを示す。これは、アンテナが携帯情報端末１０２から外れたことを意味す
るので、デジタルＴＶアプリケーションが起動しても、ユーザはデジタルＴＶ放送を視聴
できない。このため、変数ＴＶＡｌａｒｍの値が“１”である場合は、携帯情報端末１０
２は、デジタルＴＶアプリケーションプログラムを実行すると問題が発生することを示す
アラームをＬＣＤ６に表示する（Ｓ３１６）。
【００９７】
　変数ＭａｉｌＯｐｅｎの値が“１”の場合は、メールアプリケーションプログラムが自
動的に起動する（Ｓ３１８）。その後各変数の値が初期化され（Ｓ３１９）、手順は入力
ペン兼受信アンテナ１７の状態監視に戻る。
【００９８】
　このようにして、入力ペン兼受信アンテナ１７の装着状態に応じて、メールアプリケー
ションやデジタルＴＶアプリケーション等のあらかじめ設定されていたアプリケーション
プログラムが自動的に起動する。
【００９９】
　本実施形態では、デジタルＴＶアプリケーションプログラムとメールアプリケーション
プログラムが、あらかじめ自動起動する対象として想定されている。しかし、自動起動す
るアプリケーションはこれらに限定されない。自動起動するアプリケーションは、携帯情
報端末１０２の入力画面において、ユーザが指定してもよい。指定するアプリケーション
を変更することにより、任意のアプリケーションを入力ペン兼受信アンテナ１７の収納状
態に連動させて自動的に起動することが可能になる。たとえば、入力ペン兼受信アンテナ
１７を抜去すると、入力ペン兼受信アンテナ１７を入力手段として使用するテキストエデ
ィタ、描画プログラムやゲームプログラムが起動するといった設定が可能である。
［第２の実施形態の効果］
【０１００】
　本発明の第２の実施形態は、第１の実施形態の効果に加え、さらに以下に記載するよう
な効果がある。
【０１０１】
　第１の効果は、より容易にかつ早く、必要となる機能を携帯情報端末のユーザに提供で
き、ユーザの利便性が向上することである。
【０１０２】
　その理由は、入力ペン兼受信アンテナ１７の収納状態を監視することにより、入力ペン
兼受信アンテナ１７の引き抜き操作に連動して自動的にユーザの希望するアプリケーショ
ンプログラムの起動ができるからである。たとえば、入力ペン兼受信アンテナ１７を収納
したまま延長することでデジタルＴＶを視聴するためのアプリケーションを起動させるこ
とができる。あるいは、入力ペン兼受信アンテナ１７を完全に携帯情報端末から引き抜く
ことでメールアプリケーションプログラムを起動させたりすることができる。
【０１０３】
　第２の効果は、ユーザによる携帯情報端末の誤操作を防止できることである。
【０１０４】
　その理由は、入力ペン兼受信アンテナ１７の状態を監視することにより、ユーザが間違
って入力ペンを引き抜いたまま受信アンテナを利用したアプリケーションプログラムの起
動をした場合にユーザに対して注意を喚起することができるからである。
【０１０５】
　第３の効果は、携帯情報端末の小型化薄型化に寄与することである。
【０１０６】
　その理由は、入力ペンと受信アンテナとを共通の部材で構成することにより、機能を犠
牲にすることなく端末を小型化できるからである。
【０１０７】
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　以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定され
るものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得
る様々な変更をすることができる。
【０１０８】
　この出願は、２００７年１０月２６日に出願された日本特許出願２００７－２７８３２
０を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てを盛り込む。
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