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(57)【要約】
【課題】端末装置の使用状態に応じて適切な操作用表示
情報を表示させることにより、利便性を大きく向上させ
た端末装置を提供する。
【解決手段】表示部１３は、上面に配置されたタッチパ
ネルのキー機能表示及びケースに設けられた押釦式の操
作キーのキー機能表示が可能であり、上部筐体と下部筐
体とがどのようなスタイルになっているか、電池残量状
態が充分であるか否か、省電力モードに設定されている
か否か或いは充電中か否か等の端末装置の使用状態に基
づき、タッチパネルのキー機能表示及び操作キーのキー
機能表示を切り替える。端末装置の使用状態に応じてキ
ー機能表示が自動的に切り替えられるので、ユーザはど
のキーを操作すればよいかが直ちに把握でき、操作性を
向上させることが出来る。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
端末装置であって、
この端末装置の使用状態を検出する使用状態検出手段と、
この使用状態検出手段によって検出された使用状態に基づいて表示手段上で行われる第１
操作のための第１操作用表示情報及び前記第１操作とは異なる第２操作のための第２操作
用表示情報のいずれか一方を選択する選択手段と、
　この選択手段によって選択された第１操作用表示情報又は第２操作用表示情報を前記表
示手段に表示させる表示制御手段と、
　を備えたことを特徴とする端末装置。
【請求項２】
更に、前記第１操作による操作を有効にするか否かを制御する操作制御手段と、この操作
制御手段によって第１操作による操作が有効とされた場合に前記第１操作の操作に対応す
る処理を実行する実行手段とを備えたことを特徴とする請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
前記操作制御手段は、前記表示制御手段によって第１操作用表示情報が前記表示手段に表
示されている場合に前記第１操作による操作を有効にすることを特徴とする請求項２に記
載の端末装置。
【請求項４】
前記操作制御手段は、前記表示制御手段によって第２操作用表示情報が前記表示手段に表
示されている場合に前記第１操作による操作を無効にすることを特徴とする請求項２に記
載の端末装置。
【請求項５】
更に、前記操作制御手段によって前記第１操作が有効とされているか否かを報知する報知
手段を備えたことを特徴とする請求項２に記載の端末装置。
【請求項６】
前記使用状態検出手段は前記端末装置の筐体の使用スタイルを検出するスタイル検出手段
を備え、前記選択手段は前記スタイル検出手段によって検出された使用スタイルに基づい
て前記第１操作用表示情報及び第２操作用表示情報のいずれか一方を選択することを特徴
とする請求項１に記載の端末装置。
【請求項７】
前記使用状態検出手段は電池の残量を検出する電池残量検出手段を備え、前記選択手段は
前記電池残量検出手段によって検出された電池の残量に基づいて前記第１操作用表示情報
及び第２操作用表示情報のいずれか一方を選択することを特徴とする請求項１に記載の端
末装置。
【請求項８】
更に、消費電力を抑制するための動作モードである省電力モードに設定するモード設定手
段を備え、前記使用状態検出手段は前記モード設定手段によって省電力モードが設定され
ているか否かを検出し、前記選択手段は、使用状態検出手段による省電力モードに設定さ
れているか否かの検出に基づいて前記第１操作用表示情報及び第２操作用表示情報のいず
れか一方を選択することを特徴とする請求項１に記載の端末装置。
【請求項９】
更に、外部からの電力を受給するための接続手段を備え、前記使用状態検出手段は前記接
続手段に接続がなされているか否かを検出し、前記選択手段は前記使用状態検出手段によ
る前記接続手段に接続がなされているか否かの検出に基づいて前記第１操作用表示情報及
び第２操作用表示情報のいずれか一方を選択することを特徴とする請求項１に記載の端末
装置。
【請求項１０】
更に、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た場合には前記第１操作用
表示情報及び第２操作用表示情報の両方を前記表示手段に表示させる両情報表示制御手段
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を備えることを特徴とする請求項１に記載の端末装置。
【請求項１１】
コンピュータに、
端末装置の使用状態を検出する使用状態検出機能、
この使用状態検出機能によって検出された使用状態に基づいて表示手段上で行われる第１
操作のための第１操作用表示情報及び前記第１操作とは異なる第２操作のための第２操作
用表示情報のいずれか一方を選択する選択機能、
　この選択機能によって選択された第１操作用表示情報又は第２操作用表示情報を前記表
示手段に表示させる表示制御機能、
を実現させるためのプログラム。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、操作用の情報を表示する端末装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、携帯電話装置などの端末装置における入力操作手段としては、各種の情報を表示す
る表示部上で行われる操作系統と表示部上以外で行われる操作系統の２系統が知られてい
る。
【０００３】
例えば、表示部上で行われる操作系統としては、透明な接触センサを表示部の上面に配設
し、その接触センサにペンなどの操作器具や指が接触されたことを検出し、その検出位置
に基づいていずれの入力操作が行われたかを判断する方法がある（例えば、特許文献１）
。
【０００４】
また、接触センサではなく、近距離に物体が接近したときの静電容量を検出する非接触の
容量検出センサ或いは微小な光感知センサ等を表示部上に配設し、非接触であっても物体
の近接による静電容量の変化や受光輝度が変化すること等によって入力操作が行われたこ
とを判断する方法もある。
【０００５】
一方、表示部上以外で行われる操作系統としては、たとえば、機器ケースに設けられた押
釦が押されることにより内部スイッチがオン状態となって入力操作として処理される方法
やケース表面に配設された接触センサに操作器具や指が接触されたことを検出し、その検
出結果を入力操作として判断する方法もある。
【０００６】
然して、上述した操作系統においては、入力操作によってどのような処理がなされるかを
予めユーザに知らせる必要があり、その為に、表示部上で行われる操作系統においては表
示部にその操作の機能を表示させるようにしており、押釦等にあっては押釦自体に操作キ
ーの機能を印刷させたりすることが行われている。
【０００７】
また、押釦が小さくてキーの機能全てを印刷出来ない場合等にあっては表示部の押釦に近
接する領域にキー機能を表示させることが行われており、更に、キー操作によって処理さ
れる処理対象情報を他の表示情報と区別して表示させること等が行われている。
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－１７４４９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００９】
然して、上述した夫々の操作体系では、その操作体系毎に操作を行うための必要な操作用
情報を表示部に表示させる必要があるが、その操作用情報をユーザがキー操作によって切
り替えることは、ユーザにとって面倒で煩雑であるという欠点があった。
【００１０】
本発明は上記の課題を解決するためになされたもので、使用状態に応じた適切な操作用情
報を表示させることによって、利便性を大きく向上させることが出来る端末装置及びプロ
グラムを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
上記の課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の端末装置は、端末装置の使用状
態を検出する使用状態検出手段と、この使用状態検出手段によって検出された使用状態に
基づいて表示手段上で行われる第１操作のための第１操作用表示情報及び前記第１操作と
は異なる第２操作のための第２操作用表示情報のいずれか一方を選択する選択手段と、　
この選択手段によって選択された第１操作用表示情報又は第２操作用表示情報を前記表示
手段に表示させる表示制御手段とを備えたことを特徴とする。
【００１２】
請求項２の発明は、更に、前記第１操作による操作を有効にするか否かを制御する操作制
御手段と、この操作制御手段によって第１操作による操作が有効とされた場合に前記第１
操作の操作に対応する処理を実行する実行手段とを備えたことを特徴とする。
【００１３】
請求項３の発明は、前記操作制御手段は、前記表示制御手段によって第１操作用表示情報
が前記表示手段に表示されている場合に前記第１操作による操作を有効にすることを特徴
とする。
【００１４】
請求項４の発明は、前記操作制御手段は、前記表示制御手段によって第２操作用表示情報
が前記表示手段に表示されている場合に前記第１操作による操作を無効にすることを特徴
とする。
【００１５】
請求項５の発明は、更に、前記操作制御手段によって前記第１操作が有効とされているか
否かを報知する報知手段を備えたことを特徴とする。
【００１６】
請求項６の発明は、前記使用状態検出手段は前記端末装置の筐体の使用スタイルを検出す
るスタイル検出手段を備え、前記選択手段は前記スタイル検出手段によって検出された使
用スタイルに基づいて前記第１操作用表示情報及び第２操作用表示情報のいずれか一方を
選択することを特徴とする。
【００１７】
請求項７の発明は、前記使用状態検出手段は電池の残量を検出する電池残量検出手段を備
え、前記選択手段は前記電池残量検出手段によって検出された電池の残量に基づいて前記
第１操作用表示情報及び第２操作用表示情報のいずれか一方を選択することを特徴とする
。
【００１８】
請求項８の発明は、更に、消費電力を抑制するための動作モードである省電力モードに設
定するモード設定手段を備え、前記使用状態検出手段は前記モード設定手段によって省電
力モードが設定されているか否かを検出し、前記選択手段は、使用状態検出手段による省
電力モードに設定されているか否かの検出に基づいて前記第１操作用表示情報及び第２操
作用表示情報のいずれか一方を選択することを特徴とする。
【００１９】
請求項９の発明は、更に、外部からの電力を受給するための接続手段を備え、前記使用状
態検出手段は前記接続手段に接続がなされているか否かを検出し、前記選択手段は前記使
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用状態検出手段による前記接続手段に接続がなされているか否かの検出に基づいて前記第
１操作用表示情報及び第２操作用表示情報のいずれか一方を選択することを特徴とする。
【００２０】
請求項１０の発明は、更に、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た場
合には前記第１操作用表示情報及び第２操作用表示情報の両方を前記表示手段に表示させ
る両情報表示制御手段を備えることを特徴とする。
【００２１】
請求項１１のプログラムの発明は、コンピュータに、端末装置の使用状態を検出する使用
状態検出機能、この使用状態検出機能によって検出された使用状態に基づいて表示手段上
で行われる第１操作のための第１操作用表示情報及び前記第１操作とは異なる第２操作の
ための第２操作用表示情報のいずれか一方を選択する選択機能、この選択機能によって選
択された第１操作用表示情報又は第２操作用表示情報を前記表示手段に表示させる表示制
御機能、を実現させたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
本発明によれば、端末装置の使用状態に応じた適切な操作用表示情報が表示できるので、
利便性を大きく向上させた端末装置及びプログラムを提供することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
以下、本発明の一実施形態を、図面を参照して説明する。
【００２４】
図１は、本発明の端末装置の一例として携帯電話装置１を用いた通信ネットワークシステ
ムを示したブロック図である。携帯電話装置１は、最寄りの基地局２或いは基地局３から
交換機４を介して携帯無線通信網（公衆移動体通信網）５に接続されており、この携帯無
線通信網５に接続された図示しない交換機、基地局を介して相手側の携帯電話装置（図示
せず）と通話が可能である。
【００２５】
また、携帯無線通信網５はインターネット６に接続されており、携帯電話装置１は電子メ
ールなどの送受信をインターネット６経由で実行可能となっている。更に、インターネッ
ト６には図示しないＷｅｂサイト等が設定された各種サーバが接続されており、携帯電話
装置１はそれらＷｅｂサイトの閲覧が可能となっている。
【００２６】
上記携帯電話装置１は、詳細は後述するが内部に充電可能な二次電池を備えた電池部及び
上記充電可能な二次電池に外部から供給される電力を充電するための接続端子を備えた外
部機器接続部が設けられており、この外部機器接続部の接続端子には充電装置である充電
台７の電力供給端子（図示せず）或いは充電ケーブル８の電力供給端子（図示せず）が電
気的接続され上記二次電池に充電することが可能になっている。
【００２７】
図２は、上記携帯電話装置１の外観を示している。図に示す様に携帯電話装置１は上部筐
体（ケース）１０及び下部筐体１１を有し、ヒンジ機構部１２を介して折り畳み可能な構
成とされている。図２（ａ）は上部筐体１０と下部筐体１１とが折り畳まれた状態を示し
ており（以下、この状態をクローズスタイルと称呼する。）、通常、電話の待ち受け状態
で携帯電話装置１を持ち運ぶ際は、この状態でポケットなどに入れて持ち運ぶ。
【００２８】
　図２（ｂ）は、上記クローズスタイル状態から上部筐体１０を上方に回転させて開いた
状態を示している（以下、この状態をオープンスタイルと称呼する）。図からも明らかな
様に、上部筐体１０には、折り畳んだときに下部筐体１１と対向する面に表示部１３及び
受話スピーカ１４が設けられている。また、図面上には示されていないが表示部１３の上
面には後述するタッチパネルが設けられている。
【００２９】
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　下部筐体１１の上面には、文字や数値を入力する為の文字数値キーや電源オンオフを制
御する電源キー、電力消費を省電力モードに設定する省電力モード設定キー等を含むキー
ボード部１６（以下、文字数値キー１６と略称する）、カーソルを上下左右に移動させる
為に操作される十字キー１７、電話モードにおいて通話の開始時に操作される通話キー１
８、通話終了時に操作される終話キー１９、モードの切り換えや後述する各種の設定を行
う為に操作されるファンクションキー２０、２１、２２等が設けられている。
【００３０】
尚、これらの各キー１６乃至２２は、いずれも押釦式のキーで構成されているが、一部も
しくは全てのキーをタッチキーで構成しても良い。
【００３１】
また、下部筐体１１の上面でヒンジ機構部近傍には送話マイク２３が設けられ、文字数値
キー１６の下方には上部筐体１０と下部筐体１１とが折り畳まれた時に双方の相対向する
面が接触することを防止する突起部２４が設けられている。
【００３２】
図２（ｃ）は、図２（ｂ）の状態から、上部筐体１０をその中央部を中心として水平方向
に１８０度回転させ、その後上部筐体１０を下部筐体１１に対して折り畳んだ状態を示し
ている（以下、この状態をビュースタイルと称呼する。）。即ち、このビュースタイル状
態では折り畳んだ状態でありながら表示部１３が外側に露呈された状態となるものである
。
【００３３】
然して、図２には示していないが、携帯電話装置１には、上記上部筐体１０及び下部筐体
１１が、上記クローズスタイル、オープンスタイル及びビュースタイルのいずれの状態で
あるかを検出する検出手段が設けられている。
【００３４】
例えば、下部筐体１１の上面に、キートップが突起部２４よりも上方に突出した押釦スイ
ッチを配置しておけば、この押釦スイッチのスイッチ入力があるときは図２（ａ）もしく
は図２（ｃ）の様な折り畳んだ状態であることが検出でき、また、ヒンジ機構部１２内部
の端部に磁石を配置し、上部筐体１０内部にはオープンスタイル時において上記ヒンジ機
構部１２内部の上記端部に対向する位置に磁気センサを配置しておけば、磁気センサが磁
力を検出しているときが図２（ａ）もしくは図２（ｂ）の状態であることが検出できる。
【００３５】
従って、上記押釦スイッチのスイッチ入力の有無と上記磁気センサの検出出力の組み合わ
せによって上記クローズスタイル、オープンスタイル及びビュースタイルのいずれの状態
であるかの検出が可能である。
【００３６】
　また、押釦スイッチを用いずに複数の磁石と磁気センサとを適宜筐体内部に配置するこ
とによっても上記スタイルの検出は可能である。
【００３７】
図３は、上記携帯電話装置１の基本的な構成要素を示した電子回路のブロック図である。
【００３８】
中央制御部（ＣＰＵ）３０は、記憶部３１のプログラム記憶部３２に記憶された各種のプ
ログラムに応じてこの携帯電話装置１の全体の動作を制御する。即ち、プログラム記憶部
３２には、後述する図６乃至図９に示すフローチャートを実行させるためのプログラムや
各種のアプリケーションを実行させるためのアプリケーションプログラムが格納されてお
り、中央制御部３０は、これらプログラム記憶部３２に記憶されたプログラムに基づいて
この携帯電話装置１の全体の動作を制御する。
【００３９】
また、上記記憶部３１には、上記プログラム記憶部３２以外に各種情報一時記憶部３３、
操作用情報記憶部３４、制御条件記憶部３５及びアプリケーション別情報記憶部３６も設
けられている。
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【００４０】
上記各種情報一時記憶部３３は、この携帯電話装置１の動作に必要とする各種情報を一時
的に記憶する記憶部であり、詳細は図示していないが、例えば、後述する表示部に表示さ
れる表示情報を記憶する記憶領域、後述する省電力モードが設定されているか否かを示す
省電力フラグ、或いは電池残量が充分（コメント：フローチャートに表現を合せました）
であるか否かを示す電池残量フラグ等、各種のフラグ情報等を記憶する記憶領域、各種演
算に用いられるワーク領域等が設けられている。
【００４１】
操作用情報記憶部３４は、表示部に表示される操作キーのキー情報の種類をモード（アプ
リケーション）別に記憶する記憶部であり、制御条件記憶部３５は携帯電話装置１の使用
状態毎に表示されるキー情報（操作用表示情報）の種類を記憶する記憶部である。これら
操作用情報記憶部３４及び制御条件記憶部３５の詳細な構成については後述する。
【００４２】
アプリケーション（モード）別情報記憶部３６は、アドレス帳モードで表示される氏名情
報、住所情報、電話番号情報及びメールアドレス情報などのアドレス帳情報や、電子メー
ルモードにおける送受信メール情報、音楽再生モードで再生される音楽情報、電子マネー
モード（電子マネー機能を有している場合）における支払い履歴情報、カメラモード（撮
像手段を有している場合）で撮像された画像情報などをモード別に記憶する記憶部である
。
【００４３】
　これらの各記憶部３２乃至３６が設けられた記憶部３１は、携帯電話装置１の内部メモ
リとして設けてもよいが、携帯電話装置１に着脱可能なＩＣカードメモリ等の様な外部記
憶媒体の内部に設けることも出来る。また、各記憶部３２乃至３６の一部を内部メモリと
し、残りを外部記憶媒体とすることも出来る。
【００４４】
無線通信部３７は、電話の通話機能としての動作時にはアンテナ３８から取り込んだ音声
の無線信号を受信ベースバンド信号に復調した後に、音声信号処理部３９を介して図２に
示した受話スピーカ１４から音声出力させる。また、図２に示した送話マイク２３から入
力された音声信号を音声信号処理部３９で処理させた後に無線通信部３７に送り、無線通
信部３７では音声信号を送信ベースバンド信号に符号化したのちにアンテナ３８から送信
出力させる。
【００４５】
また、電子メール機能、インターネット接続機能等の動作時には、アンテナ３８及び無線
通信部３７を介して電子メールの送受信およびＷｅｂサイトの閲覧が可能であり、電子メ
ールの送受信情報及びＷｅｂサイトの閲覧情報は図２に示した表示部１３に与えられて表
示出力される。
【００４６】
更に、テレビ機能やラジオ機能等の放送受信機能の動作時には、アンテナ３８及び無線通
信部３７を介して放送番組を受信し、画像情報は表示部１３で表示され、音声情報は受話
スピーカ１４もしくは、図示しない高出力スピーカやヘッドフォンから出力される。
【００４７】
尚、放送受信のアンテナや受信回路はアンテナ３８及び無線通信部３７とは別個に設けた
専用回路であっても良い。
【００４８】
　表示部１３は、例えば、ドットマトリクスタイプの液晶表示装置あるいはＥＬ表示装置
から構成され、電話装置として必要な情報（相手方の電話番号、電波受信状態、電池残量
等の情報）を表示するとともに、上述した電子メールやＷｅｂサイトの表示、テレビ画像
の表示及び記憶部３１の各種情報一時記憶部３３に転送記憶されたアプリケーション別記
憶部３６の各種情報を表示する。
【００４９】
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更に、表示部１３には、前述した押釦式操作キーのキー機能を表す操作用表示情報が表示
されると共に、以下に述べるタッチパネル１５のキー機能を表す操作用表示情報も表示さ
れる。
【００５０】
タッチパネル１５は、上記表示部１３の上面に配置される透明なタッチ（接触）キーであ
り第１操作部を構成するものである。このタッチパネル１５は、詳細な構成は示していな
いが、微細な間隔を存して配置された透明な２枚の基板の相対向する面に夫々直交する複
数の透明なＸ電極及び複数の透明なＹ電極を配置してマトリックススイッチを構成してい
るものであり、上面をペンなどの操作器具や指などで接触することによりその位置のＸ電
極とＹ電極とが接触してキー入力がなされ、そのキー入力された位置に応じたキー処理が
なされるものである。
【００５１】
第２操作部４０は、この携帯電話装置１に設けられた上記タッチパネル１５以外の操作キ
ーであり、図２に示した押釦式の各キー１６乃至２２からなる。
【００５２】
　ＲＴＣ（リアルタイムクロック回路）４１は、基準信号を計数して現在の年、日付、曜
日、時分等の現在日時情報を得る時計回路部であり、中央制御部３０は、ＲＴＣ４１から
現在日時情報を取得する。
【００５３】
　報知部４２は、サウンドスピーカ４３、ＬＥＤ(発光ダイオード)４４、振動モータ４５
などを備え、電話の着信時やメールの受信時等に駆動されて着信報知（電話の着信報知／
メールの受信報知）を行うものである。
【００５４】
　電池部４６は、図示していない充電可能な二次電池と、この二次電池の電池電圧が低下
した際に各回路部をバックアップするバックアップ電池とからなり、上述した各回路部に
駆動電圧を供給するものである。
【００５５】
外部機器接続部４７は図１の充電台７或いは充電ケーブル８と電気的接続される接続端子
（図示せず）を有しており、上述した外部の充電台７或いは充電ケーブル８から供給され
る電力を電池部４６の二次電池に充電するためのものである。
【００５６】
スタイル検出部４７は、図２で説明した様に、携帯電話装置１の上部筐体１０及び下部筐
体１１が、クローズスタイル、オープンスタイル及びビュースタイルのいずれの状態であ
るかを検出する検出部であり、折り畳みによってスイッチ入力される押釦スイッチや磁石
、磁気センサなどから構成され、スタイルに応じた検出信号を中央制御部３０に供給する
。
【００５７】
図４は、記憶部３１の操作用情報記憶部３４の詳細な構成を示している。この操作用情報
記憶部３４の記憶内容は、予めプログラム記憶部３２に記憶されている内容が電源投入時
にこの操作用情報記憶部３４に転送されて展開記憶されるものである。
【００５８】
然して、操作用情報記憶部３４には、待受機能、通話機能、テレビ機能、・・・等の各ア
プリケーション（モード）に対応させて、各アプリケーションを識別する情報であるＡ０
１、Ａ０２、Ａ０３、・・・が記憶されたアプリケーション識別情報記憶領域３４Ａが設
けられている。
【００５９】
また、各アプリケーションに対応させて、夫々のアプリケーションの動作時に第１操作部
（前述したタッチパネル１５）のキー機能を表示させる第１操作用情報（例えば、コード
X）が存在するか否かを示すフラグ情報（存在するときには「１」、存在しないときには
「０」）を記憶する第１操作用情報フラグ記憶領域３４Ｂ、第２操作部（前述したファン
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クションキー２０、２１、２２等）のキー機能を表示させる第２操作用情報（例えば、コ
ードY）が存在するか否かを示すフラグ情報（存在するときには「１」、存在しないとき
には「０」）を記憶する第２操作用情報フラグ記憶領域３４Ｃが設けられている。
【００６０】
図５は、記憶部３１の制御条件記憶部３５の詳細な構成を示している。この制御条件記憶
部３５は、携帯電話装置１の使用状態毎の表示部１３に表示させるキー機能の表示情報を
設定記憶するものである。
【００６１】
然して、制御条件記憶部３５には、携帯電話装置１の使用状態の項目であるスタイル、電
池残量、動作モード（電力消費モード）、外部装置モード（外部装置と接続されているか
否かの使用状態）に対応させて、使用状態の項目を識別する情報であるＢ０１、Ｂ０２、
Ｂ０３、Ｂ０４が記憶された使用項目記憶領域３５Ａが設けられている。
【００６２】
上記各項目は複数の使用状態に分かれており、夫々の使用状態毎に、表示部１３に表示さ
せる操作用情報を記憶する操作用情報記憶領域３５Ｂが設けられている。例えば、スタイ
ルの項目においては、使用状態がオープンスタイルの時は第２操作用情報（コードY）が
操作用情報記憶領域３５Ｂに記憶され、ビュースタイルの時には第１操作用情報（コード
X）が操作用情報記憶領域３５Ｂに記憶されているものである。
【００６３】
また、使用項目記憶領域３５Ａの識別情報Ｂ０５に対応する操作用情報記憶領域３５Ｂに
は第１操作用情報、識別情報Ｂ０６に対応する操作用情報記憶領域３５Ｂには第２操作用
情報が記憶されている。
【００６４】
尚、操作表示用情報記憶領域３５Ｂに記憶された第１操作用情報或いは第２操作用情報は
、後述する如くユーザが任意に設定変更可能となっている。
【００６５】
また、Ｂ０１、Ｂ０２、Ｂ０３、・・・が記憶されている使用項目記憶領域３５Ａの各項
目に対応して設定フラグを記憶する設定フラグ記憶領域３５Ｃが設けられている。この設
定フラグもユーザが任意に設定変更可能であり、この設定フラグはどの項目の設定内容を
有効にするかを示すものである。
【００６６】
例えば、図５の如く、スタイルの項目に対してのみ設定フラグが「１」に設定されている
場合、スタイルがオープンスタイルの時には表示部１３には第２操作用情報に基づいて第
２操作部（前述したファンクションキー２０、２１、２２等）のキー機能が表示され、ス
タイルがビュースタイルの場合は、第１操作用情報に基づいて第１操作部（タッチパネル
１５）のキー機能が表示されるものであり、電池残量や動作モードなどの他の項目につい
ては、図５の操作用情報記憶領域３５Ｂに設定された内容には関係なく予め定められた表
示がなされるものである。
【００６７】
次に、上記の如く構成された携帯電話装置１の動作につき、図６乃至図９のフローチャー
トを参照して説明する。
【００６８】
図６において、ステップＡ１は、電源オフ状態において第２操作部４０の電源キーが操作
されたか否かを判別する処理で、電源キーが操作されたことが判別されると各部に駆動電
圧が供給されると共に、ステップＡ２に進んで待ち受けアプリケーションを起動させる。
【００６９】
次のステップＡ３では、表示部１３にキー操作用のキー機能情報を表示させる表示制御処
理が実行される。この表示制御処理については詳細を後述するが、表示部１３に、この携
帯電話装置１の使用状態に応じたキー操作用の情報を表示させる処理である。
【００７０】
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ステップＡ３で表示処理がなされた後はステップＡ４に進み、この携帯電話装置１を他の
携帯電話からの着信が可能な状態に設定する待受処理を実行する。
【００７１】
この待受処理では、アンテナ３８及び無線通信部３７を介して着信があったことが後述す
るフローチャートにて検出され、報知部４２のサウンドスピーカ４３、ＬＥＤ４４或いは
振動モータ４５を駆動してユーザに着信を報知する。また、着信が通話の着信であって、
後述する如くそれに応答して第２操作部４０の通話キー１８が操作されると、通話アプリ
ケーションが起動し、音声信号処理部３９、送話マイク２３及び受話スピーカ１４を駆動
して相手との通話が可能な状態になる。
【００７２】
然して、ステップＡ４の待受処理を実行した後はステップＡ５に進み、第２操作部４０に
よって設定操作がなされたか否かが判断され、設定操作があったことが判断されるとステ
ップＡ６の設定処理に進む。
【００７３】
このステップＡ６における設定処理は、制御条件記憶部３５の操作用情報記憶領域３５Ｂ
の内容設定及び設定フラグ記憶領域３５Ｃのフラグ設定を行う処理である。例えば、上部
筐体１０と下部筐体１１とがオープンスタイルの時には表示部１３に第２操作用のキー機
能情報を表示させ、ビュースタイルの時には表示部１３に第１操作用のキー機能情報を表
示させようとした場合には、操作用情報記憶領域３５Ｂのオープンスタイルと対応する位
置に第２操作用情報（例えば、コードＹ）を設定し、ビュースタイルと対応する位置に第
１操作用情報（例えば、コードＸ）を設定する。また、設定フラグ記憶領域３５Ｃに「１
」を設定する。
【００７４】
このような設定をしておくことにより、後述する如く、上部筐体１０と下部筐体１１とを
オープンスタイルにした時には第２操作用情報が、また、ビュースタイルに設定したとき
には第１操作用情報が、自動的に表示部１３に表示されるものである。
【００７５】
尚、設定フラグ記憶領域３５Ｃに「０」を設定した場合には、操作用情報記憶領域３５Ｂ
の設定内容は無効とされ、上述した自動的な表示はされなくなる。
【００７６】
ステップA５において、上述した設定操作でないことが判断された場合にはステップＡ７
に進み、ユーザによってこの携帯電話装置１を省電力モードに設定するための省電力モー
ド設定キーの操作がなされたか否かが判断される。
【００７７】
省電力モード設定キーのキー操作がなされたことが判断された場合はステップＡ８に進み
、各種情報一時記憶部３３の省電力フラグを「１」に設定すると共に、携帯電話装置１を
省電力モードに設定する。即ち、携帯電話装置１の各回路部のうち、必要最小限の回路部
にのみ電源電圧もしくは低電源電圧を供給し、それ以外の部分には電源電圧を供給しない
状態にする。
【００７８】
ステップＡ７で省電力モード設定キーの操作ではなかった場合にはステップＡ９に進み電
池部４６の二次電池の残量が予め定められた容量よりも少ないか否かを検出する電池残量
検出処理がなされる。
【００７９】
この処理によって電池残量が予め定められた容量よりも少ないことが検出されるとステッ
プＡ１０に進み、各種情報一時記憶部３３の電池残量フラグを「１」に設定する。尚、上
記ステップＡ９の検出処理は、ステップＡ７から進んできたときに常に行うのではなく、
予め定められた時間毎、例えば１０分に一回程度行わせる様にしてもよい。
【００８０】
ステップＡ９で電池残量が充分な容量である場合にはステップＡ１１に進み、着信がある
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か否かが判断される。着信があった場合には報知部４２のサウンドスピーカ４３、ＬＥＤ
(発光ダイオード)４４或いは振動モータ４５などを駆動して着信報知を行うと共に、次の
ステップＡ１２に進む。
【００８１】
ステップＡ１２では、通話アプリケーションが起動され、次のステップＡ１３では表示制
御処理が実行される。このステップＡ１３の表示制御処理はステップＡ３の表示制御処理
と同一の処理であり、その詳細については後述するが、通話の開始或いは通話の不受理（
切断）等の操作キーがいずれのキーであるか（第２操作部４０の操作キーかタッチパネル
１５のキーであるか）を表示部１３に表示させる処理である。
【００８２】
そして、次のステップＡ１４では、通話キーが操作された場合には電話をかけてきた相手
との通話を可能にし、通話不受理のキーが操作された場合には通話を拒否する等の通話処
理が実行される。
【００８３】
ステップＡ１１において、着信がなかった場合にはステップＡ１５に進み、この携帯電話
装置１が備えている各種のアプリケーション、即ち、図４で示したテレビ受信、ラジオ受
信、音楽再生、アドレス帳などの各アプリケーションを起動させるためのキー操作がなさ
れたか否かが判断される。
【００８４】
いずれかのアプリケーションを起動させるためのキー操作がなされた場合には、次のステ
ップＡ１６においてそのアプリケーションが起動され、ステップＡ１７（ステップＡ３と
同一の表示制御処理であり詳細については後述する。）において、そのアプリケーション
に応じた表示がなされる。
【００８５】
そして、次のステップＡ１８においては、起動されたアプリケーションに応じた各種処理
がなされる。
【００８６】
　ステップＡ１５において、アプリケーションを起動させるためのキー操作ではないと判
断された場合、図７のステップＡ１９に進み、省電力モードを解除するキー操作がなされ
たか否かが判断される。この場合、省電力モードを解除するキー操作の判断は、例えば省
電力モード設定中に省電力設定キーが再度操作されたことを判断して、省電力モードを解
除するキー操作が操作されたと判断すればよい。省電力モードを解除するキー操作がなさ
れた場合にはステップＡ２０に進み、図６のステップＡ８で設定された省電力フラグがク
リア（「０」に設定）される。
【００８７】
上記ステップＡ１９で省電力モードを解除するキー操作がなされなかった場合にはステッ
プＡ２１に進み、電池残量が予め定められた容量以上の充分な値であるかどうかが検出さ
れる。
【００８８】
図６のステップＡ９では電池部４６の電池残量が予め定められた容量よりも少ないか否か
を検出し、電池残量が予め定められた容量よりも少ない場合、ステップＡ１０で電池残量
フラグが「１」にされたが、その後、図１に示した充電台７或いは充電ケーブル８等を用
いて充電などがなされた場合、上記ステップＡ２１で電池残量が予め定められた容量以上
の充分な値であることが検出されるので、この場合は次のステップＡ２２で電池残量フラ
グがクリアされる。
【００８９】
尚、上記ステップＡ２１の検出も、図６の上記ステップＡ９同様に、毎回行わせるのでな
く、予め定められた時間毎、例えば、１０分に一回程度行わせる様にしてもよい。
【００９０】
ステップＡ２１で電池残量が充分なことが検出されなかった場合は、ステップＡ２３に進
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み、電源オフのキー操作がなされたか否かが判断される。電源オフのキー操作がなされた
ことが検出された場合にはステップＡ２４に進み電源オフの処理がなされるが、そうでな
いときにはステップＡ２５に進み、その他のキー操作がなされたか否かが判断される。
【００９１】
この場合、その他のキー操作とは、上記ステップＡ１乃至Ａ２４のいずれかで説明したキ
ー操作以外のキー操作を意味している。そして、その他のキー操作がなされた場合には、
ステップＡ２６に進んで、そのキーに応じた処理が行われ、その他のキー操作がなかった
場合には図６のステップＡ５の待受処理に戻る。
【００９２】
図８は、上述した図６のステップＡ３、ステップＡ１３及びステップＡ１７の表示制御処
理の詳細なフローチャートである。図において、ステップＢ１では、記憶部３１の操作用
情報記憶部３４の記憶内容のうち、現在のアプリケーションに対応する第１操作用情報フ
ラグ記憶領域３４Ｂ及び第２操作用フラグ情報記憶領域３４Ｃの内容を読み出す。
【００９３】
次のステップＢ２では、読み出された第１操作用情報フラグ記憶領域３４Ｂ及び第２操作
用情報フラグ記憶領域３４Ｃ夫々の内容が「１」であるか否か、即ち、現在のアプリケー
ションが第１操作用情報と第２操作用情報との両方もしくはどちらか一方を備えたもので
あるか否かが判断される。
【００９４】
上記第１操作用情報と第２操作用情報との両方を備えていると判断された場合、例えば上
記ステップ３の場合の如く、電源投入によって待ち受けアプリケーションが起動された場
合においては、図４の待ち受けのアプリケーション識別情報Ａ０１に対応する記憶領域３
４Ｂ及び３４Ｃのフラグが夫々「１」に設定されているので第１操作用情報と第２操作用
情報との両方を備えていることが判断され、次のステップＢ３に進む。
【００９５】
ステップＢ３は、上記第１操作用情報及び第２操作用情報のうち、どちらの操作用情報を
表示するかを選択する操作用情報選択処理であり、予めユーザが設定した項目に対しての
み操作用情報の選択を行わせるものである。
【００９６】
図９は、上記ステップＢ３の操作用情報選択処理の詳細なフローチャートである。図にお
いてステップＣ１は、制御条件記憶部３５の設定フラグ記憶領域３５Ｃに「１」が記憶さ
れている項目識別情報を読み出す。
【００９７】
次のステップＣ２乃至Ｃ６は、読み出された項目識別情報がＢ０１乃至Ｂ０５のいずれで
あるかを判断する。例えば、項目識別情報B０１（スタイル）に対応する設定フラグ記憶
領域３５Ｃに「１」が記憶されていた場合、読み出される項目識別情報はＢ０１なので、
ステップC ２でこれが検出されて次のステップC７に進む。
【００９８】
ステップC７では、スタイル検出部４８を駆動させて現在のスタイルを検出し、次のステ
ップＣ８では検出された現在のスタイルと制御条件記憶部３５の内容とを比較し、操作用
情報記憶領域３５Ｂから現在のスタイルに対応して記憶されている操作用情報を読み出す
。
【００９９】
例えば、ステップＣ７で検出された現在のスタイルがオープンスタイルだった場合、これ
に対応する操作用情報記憶領域３５Ｂには第２操作用情報が記憶されているので、ステッ
プＣ８では、この第２操作用情報が読み出される。
【０１００】
次のステップＣ９では、読み出された情報が第１操作用情報か否かが判断され、第１操作
用情報であった場合にはステップＣ１１に進んで、第１操作用情報が選択されたことを示
す情報、例えばフラグ情報などを各種情報一時記憶部３３に記憶させてこの図９のフロー
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を抜けて図８のステップＢ４に進む。
【０１０１】
一方、図９の上記ステップＣ９で読み出された情報が第２操作用情報であった場合にはス
テップＣ９からステップＣ１２に進んで、第２操作用情報が選択されたことを示す情報（
例えばフラグ情報など）を各種情報一時記憶部３３に記憶させて図９のフローを抜ける。
【０１０２】
上記ステップＣ２において制御条件記憶部３５から読み出された項目識別情報がＢ０１で
ないことが検出され、ステップＣ３で電池容量の項目識別情報Ｂ０２であることが検出さ
れた場合には次のステップＣ１３で電池残量検出処理が行われる。この電池残量検出処理
は、電池残量が予め定められた容量以上か否かを検出するもので、図６のステップＡ１０
或いは図７のステップＡ２２で既に処理された電池残量フラグの内容を読み出して検出結
果としてもよく、或いは、改めてその時の電池残量を検出させることによって検出結果と
してもよい。
【０１０３】
然して、次のステップＣ１４では、検出結果が予め定められた容量以上の充分な残量であ
るか或いはそれ以下の少ない残量であるかによって操作用情報記憶領域３５Ｂから対応す
る操作用情報を読み出しステップＣ９に進む。
【０１０４】
ステップＣ９乃至Ｃ１１においては、上述した如く読み出された情報が第１操作用情報で
あるか或いは第２操作用情報であるかに基づくフラグ情報を各種情報一時記憶部３３に記
憶させる。
【０１０５】
ステップＣ１によって制御条件記憶部３５から読み出された項目識別情報がＢ０３の場合
は、ステップＣ４においてそのことが検出され、次のステップＣ１５において、現在の動
作モードが通常モードか省電力モードかを検出する検出処理がなされる。
【０１０６】
この検出処理は、図６のステップＡ８或いは図７のステップＡ２０で処理された省電力フ
ラグの内容を読み出して検出することによって行われ、次のステップＣ１６では、検出結
果が通常モードか省電力モードかによって操作用情報記憶領域３５Ｂから対応する操作用
情報を読み出した後、上述したステップＣ９以降に進む。
【０１０７】
ステップＣ１によって制御条件記憶部３５から読み出された項目識別情報がＢ０４の場合
は、ステップＣ５においてそのことが検出され、次のステップＣ１７において、図３で示
した外部機器接続部４７に充電台７或いは充電ケーブル８等の外部装置が接続されている
か否かが検出される。
【０１０８】
そして、次のステップＣ１８では、外部装置が接続されているか否かに応じて操作用情報
記憶領域３５Ｂから対応する操作用情報を読み出した後、上述したステップＣ９以降に進
む。
【０１０９】
ステップＣ１によって制御条件記憶部３５から読み出された項目識別情報がＢ０５の場合
は、ステップＣ６においてそのことが検出され、操作用情報記憶領域３５Ｂから対応する
第１の操作用情報を読み出した後、ステップＣ１１に進む。
【０１１０】
また、制御条件記憶部３５から読み出された項目識別情報がB０１乃至B０５のいずれでも
ない場合には、項目識別情報はB０６であるとしてステップC６からステップC１２に進む
。
【０１１１】
このように、図９に詳細を示した図８のステップＢ３の操作用情報選択処理においては、
スタイル、電池残量、省電力モードか否かの動作モード、外部機器との接続状態などの使
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用状態により、第１操作用情報もしくは第２操作用情報のいずれか一方が選択されてその
フラグ情報が各種情報一時記憶部３３に記憶された状態となる処理が実行される。
【０１１２】
図８の次のステップＢ４では、ステップＢ３において第１操作用情報もしくは第２操作用
情報のいずれが選択されたかを上記フラグ情報等によって判断し、第１操作用情報が選択
されていた場合にはステップＢ５の第１操作用情報表示処理に進み、第２操作用情報が選
択されていた場合にはステップＢ６の第２操作用情報表示処理に進む。
【０１１３】
尚、ステップＢ２において、ステップＢ３に進むのは操作用情報記憶部３４の第１操作用
情報記憶領域３４Ｂ及び第２操作用情報記憶領域３４Ｃの両方に「１」が記憶されていた
場合、即ち、各アプリケーションが第１操作用情報及び第２操作用情報の両方を有する場
合である。
【０１１４】
これに対して、第１操作用情報記憶領域３４Ｂ及び第２操作用情報記憶領域３４Ｃの一方
にのみ「１」が記憶されていた場合にはステップＢ２からステップＢ７に進む。
【０１１５】
ステップＢ７は、第１操作用情報記憶領域３４Ｂ及び第２操作用情報記憶領域３４Ｃのど
ちらに「１」が記憶されていたか否かを判断するもので、即ち、第１操作用情報を有する
か否かを判断し、第１操作用情報を有することが判断された場合にはステップＢ５に進み
、そうでない場合には第２操作用情報を有するとしてステップＢ６に進む。
【０１１６】
上記ステップＢ５の第１操作用情報表示処理は、起動しているアプリケーションに従って
表示部１３に第１操作用のキー機能の表示情報をそのアプリケーションの表示情報と共に
表示させる処理であり、ステップB６は第２操作用のキー機能の表示情報をそのアプリケ
ーションの表示情報と共に表示させる処理である。尚、この表示については後述する。
【０１１７】
ステップＢ５の次のステップＢ７では、第１操作部、即ちタッチパネル１５のキー入力機
能が有効状態（タッチされるとキー入力がなされる状態）に設定され、次のステップＢ８
では、タッチパネルの操作が無効であることを示すアイコン（これについては後述する）
を非表示状態として表示制御処理を終える。
【０１１８】
一方、ステップＢ６の次のステップＢ９では、第１操作部、即ちタッチパネル１５のキー
入力機能を無効状態（タッチされてもキー入力がなされない状態）に設定し、次のステッ
プＢ１０では、タッチパネルの操作が無効であることを示すアイコンを表示状態として表
示制御処理を終える。
【０１１９】
ここで、図６のステップＡ３、ステップＡ１３及びステップＡ１７の表示制御処理によっ
て表示される内容につき図１０の表示状態図及びこれまで説明してきた各ステップの処理
を参照して説明する。
【０１２０】
図１０は、アドレス帳のアプリケーションが起動しているときの表示部１３の表示内容を
示しており、図１０（ａ）及び（ｃ）はこの携帯電話装置１がビュースタイルの時、図１
０（ｂ）及び（ｄ）はオープンスタイルの時の表示状態である。
【０１２１】
尚、この表示部１３の上面には、図示していないが前述した如く第１操作部であるタッチ
パネル１５が配置されている。また、制御条件記憶部３５の設定フラグ記憶領域３５Cに
は、図５に示す様に、スタイルに対応する設定フラグが「１」に設定されているものとす
る。
【０１２２】
アドレス帳の起動は、図６のステップＡ１５のアプリケーションの起動操作の検出におい



(15) JP 2010-39636 A 2010.2.18

10

20

30

40

50

て、アドレス帳のアプリケーション起動の操作が検出されたときであり、次のステップＡ
１６でアドレス帳の起動がなされてステップＡ１７の表示制御処理に進む。
【０１２３】
アドレス帳のアプリケーションにおいては、図４に示されているアドレス帳のアプリケー
ション識別情報A０６に対応する第１操作用情報記憶領域３４B及び第２操作用情報記憶領
域３４Bに夫々「１」が設定されているので、図８のステップB１では、これらの「１」情
報が読み出され、ステップB２で第１操作用情報と第２操作用情報記憶を有することが判
断され、次のステップＢ３に進む。
【０１２４】
図９のステップＢ３では、使用状態としてスタイルの項目識別情報Ｂ０１に対応する設定
フラグが「１」に設定されているので、項目識別情報Ｂ０１がステップＣ１で読み出され
、ステップＣ２で項目識別情報Ｂ０１であることが判断され、ステップＣ７に進む。
【０１２５】
ステップＣ７ではこの携帯電話装置１のスタイルが検出され、ビュースタイルの時はステ
ップＣ９、Ｃ１１及び図８のステップＢ４を介してステップＢ５に進む。
【０１２６】
ステップＢ５の第１操作用情報処理においては、アドレス帳のアプリケーションが起動し
ていることに基づいて、図１のアプリケーション別情報記憶部３６に記憶されているアド
レス帳情報のうち、数名の氏名情報、例えば、図１０（ａ）に示す、氏名の先頭が５０音
の「か」行である加藤、川村、北島、・・・を読み出して表示部１３に表示させる。
【０１２７】
これと同時に、第１操作用の表示情報として、上記氏名情報を囲む枠情報５０、５１、５
２、・・・及び５０音の各行のうちの４つの先頭文字６０（か、さ、た、な）、文字６０
の左右に三角アイコン６１、６２、氏名情報の下方に「切替」の文字と枠情報６３が夫々
表示される。
【０１２８】
ステップＢ５の次のステップＢ７においては、第１操作部であるタッチパネル１５を有効
にする。
【０１２９】
これにより、中央制御部３０は、タッチパネル１５からのタッチ位置入力信号に応じてそ
れぞれ異なった処理を行うもので、氏名情報を囲む枠情報５０、５１、５２、・・・の内
部がタッチされた時、例えば「北島」を囲む枠情報５２の内部位置がタッチされた場合に
は、図１０（ｃ）に示す様に、「北島」の詳細な情報である電話番号情報、メール（コメ
ント：表現を合せました）アドレス情報、住所情報等をアプリケーション別情報記憶部３
６に記憶されているアドレス帳情報から読み出して表示させる。
【０１３０】
また、三角アイコン６１、６２がタッチされた際には、５０音の各行の先頭文字のうち、
表示される４つの先頭文字を左右に移動して表示させるもので、例えば、先頭文字６１が
タッチされた場合には「か、さ、た、な」に替えて「あ、か、さ、た」が表示される。
【０１３１】
更に、先頭文字６０のいずれかがタッチされた場合には、その先頭文字の行の文字を氏名
情報の先頭文字とする複数の氏名情報をアドレス帳情報から読み出して、枠情報５０、５
１、５２、・・・内に順次切り替え表示させる。
【０１３２】
また、「切替」の文字を囲む枠情報６３内をタッチしたときには、この第１操作用情報処
理による表示状態から図１０（ｂ）に示す第２操作用情報表示状態に切り替える。尚、こ
の第２操作用情報表示状態については後述する。
【０１３３】
上述した図１０（ｃ）の「北島」の詳細情報の表示状態においては、表示領域６４に氏名
情報「北島・・・」と短縮番号情報とが表示される。なお、短縮番号情報は簡易的な操作
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で通話発信するための番号情報で、待受状態においてこの短縮番号情報を入力することに
よって「北島」の電話番号に対して通話発信することができる。
【０１３４】
また、電話番号情報及びメールアドレス情報の表示に対して枠情報６５、６６が夫々表示
され、枠情報６５内部をタッチすることによってその電話番号に対して通話発信が行われ
、枠情報６６内部をタッチすることによってメール発信が行われる。
【０１３５】
更に、表示領域６７には住所情報が表示され、更に上述した枠情報６３の隣には「メニュ
ー」の文字情報と、これを囲む枠情報６９が表示される。「メニュー」は表示されている
「北島」の詳細情報を修正もしくは削除するモードに切り替えるものであり、枠情報６９
内部をタッチすると図１１（ａ）に示す様に吹きだし枠情報７０が表示されると共に、枠
情報内部に「修正」及び「削除」の文字情報と、夫々の文字情報を囲む枠情報７１及び７
２が表示される。
【０１３６】
そして、枠情報７１或いは７２内部をタッチすると、修正モード或いは削除モードに切り
替わり、「北島」に関する詳細情報の修正或いは削除が可能となる。尚、枠情報７３で囲
まれた「戻る」のタッチ領域は、図１０（ｃ）の表示状態に戻るためのものである。
【０１３７】
次に、第２操作用情報の表示について説明する。図９のステップＣ７でこの携帯電話装置
１のスタイルが検出され、そのスタイルがオープンスタイルの時はステップＣ９、Ｃ１２
及び図８のステップＢ４を介してステップＢ６に進む。
【０１３８】
ステップＢ６の第２操作用情報表示処理においては、アドレス帳のアプリケーションが起
動していることに基づいて、図１のアプリケーション別情報記憶部３６に記憶されている
アドレス帳情報のうち、数名の氏名情報を、例えば図１０（ｂ）に示す様に、短縮番号情
報と共に表示させる。
【０１３９】
これと同時に、第２操作用のキー機能の表示情報として、５０音の各行のうちの４つの先
頭文字６０（か、さ、た、な）、文字６０の左右に三角アイコン６１、６２を夫々表示さ
せる。また、第２の操作用のキー機能の表示情報として氏名情報の下方には、領域７４に
「切替」の文字情報、領域７５に「詳細」の文字情報、領域７６に「メニュー」の文字情
報を夫々表示させる。
【０１４０】
更に、４つの先頭文字６０（か、さ、た、な）のうち、氏名情報を読み出した行の先頭の
文字（上記の場合「か」）を、例えば枠７７を太線表示させるなどして、他とは区別して
カーソル表示する。表示されている氏名に関してもそのうちの一つを例えば枠７８を太線
でカーソル表示する。
【０１４１】
このようにしてステップＢ６の第２操作用情報の表示処理を終えた後は、ステップＢ９に
進み、第１操作部であるタッチパネルのタッチ入力を無効にする無効処理を実行すると共
に、次のステップＢ１０で図１０（ｂ）に示す様にタッチパネル１５のタッチ入力が無効
であることを報知するために無効アイコン８０を表示させる。
【０１４２】
上記図１０（ｂ）に示す表示状態においては、中央制御部３０は、タッチパネルのタッチ
入力を受け付けず、第２操作部４０からのキー操作からのキー入力を受け付けて、キー操
作に応じた処理をおこなう。
【０１４３】
即ち、４つの先頭文字６０を他の文字に切り替えるには、十字キー１７の左キーもしくは
右キーを夫々操作することによってカーソル表示の枠７７が左もしくは右に移動し、表示
されている４つの先頭文字が左もしくは右に移動して表示される。
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【０１４４】
例えば、図１０（ｂ）に示す様に「か」がカーソル表示されているときに十字キー１７の
左キーが操作されると、「か、さ、た、な」に替えて「あ、か、さ、た」が表示される。
即ち、４つの先頭文字６０の左右に三角アイコン６１、６２を表示させることにより、４
つの先頭文字６０の表示の切り替えは十字キー１７の左キーもしくは右キーのキー動作で
行われることを明示させている。言い換えれば、三角アイコン６１、６２は十字キー１７
の左右キーのキー機能表示としての役割を果たしている。
【０１４５】
また、表示されている氏名の一つは枠７８によってカーソル表示されているが、このカー
ソル表示は十字キー１７の上キーもしくは下キーによって上下に移動可能である。尚、枠
７８のカーソル表示は極めて大きいものであり、十字キーの上下キーによってカーソルを
上下に移動させることはよく知られた技術であるので、図１０（ｂ）においては十字キー
の上下キーに対するキー機能表示はおこなっていないが、勿論、上下キーのキー機能を表
示させてもよいものである。
【０１４６】
氏名情報の下方の領域７４に表示される「切替」の文字情報、領域７５に表示される「詳
細」の文字情報及び領域７６に表示される「メニュー」の文字情報は、夫々ファンクショ
ンキー２０、２１及び２２に対応して設けられたキー機能表示である。
【０１４７】
即ち、「切替」の文字情報に対応するファンクションキー２０がキー操作されると、図１
０（ｂ）の第２の操作用情報表示から、図１０（ａ）で説明した第１の操作表情報表示に
表示が切り替わる。
【０１４８】
また、「詳細」の文字情報に対応するファンクションキー２１が操作されると、枠７８で
カーソル表示されている氏名の詳細情報表示に切り替わる。図１０（ｄ）は、上記図１０
（ａ）の状態でファンクションキー２１が操作されたときの表示状態を示しており、「北
島」の電話番号、メールアドレス情報及び住所が表示された状態を示す。
【０１４９】
この図１０（ｄ）の表示状態においては、枠７８によるカーソル表示は、十字キー１７の
上下キーでおこなわれる。また、領域７６の「詳細」の文字情報は、電話番号がカーソル
表示されているときは「発信」の文字、メールアドレス情報がカーソル表示されていると
きは「送信」の文字に切り替え表示され、「発信」もしくは「送信」が表示されていると
きに対応するファンクションキー２１が操作されると、電話の通話発信もしくはメール送
信が実行される。
【０１５０】
図１０（ｂ）或いは（ｄ）において、「メニュー」の文字情報に対応するファンクション
キー２２が操作されると、修正もしくは削除のメニュー表示がなされる。
【０１５１】
図１１（ｂ）は、上記メニュー表示の表示状態を示し、修正及び削除のどちらかを十字キ
ー１７の上下キーでカーソル表示させて選択でき、また、領域７５には新たに「確定」の
文字情報が表示され、領域７６に新たに「戻る」の文字情報が表示される。
【０１５２】
そして、「確定」が表示されている領域７５に対応するファンクションキー２１を操作す
ることによって修正もしくは削除の処理を開始することが出来、また、「戻る」が表示さ
れている領域７６に対応するファンクションキー２２を操作することによって図１０（ｄ
）の表示状態に戻ることが出来る。
【０１５３】
このように、上記の実施例によれば、タッチパネル１５等の様な表示手段上で行われる第
１操作の為の操作用表示と、操作釦によるキー操作の様な第２操作の為の操作用表示とを
携帯電話装置１の使用状態によって切り替える様にしたので、キー入力の利便性を大きく
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向上させることが出来るものである。
【０１５４】
また、第１操作に関しては、使用状態によってその操作を有効にするか否かを制御する様
にしたので、煩雑なユーザ操作を行わなくてもキー操作の有効／無効を制御することがで
きるばかりか不要な電力消費を抑制し省電力化を図ることができる。
【０１５５】
更に、第１の操作用情報が表示部１３に表示されている場合に第１操作を有効にし、また
、第２の操作用情報が表示部１３に表示されている場合に第１操作を無効にしたので操作
部が有効になっているか否かをユーザが確認でき、ユーザが無駄な操作を行うことを防止
できる。
【０１５６】
また、操作部が無効になっている場合に、その旨を報知する様にしたので、ユーザによる
無駄な操作、誤操作を防止できる。
【０１５７】
更に、上記実施例では、携帯電話装置１のスタイルに応じた適切な操作用情報を表示させ
ることができるので、例えば、表示部１３によって押圧操作キー部材が隠れてしまうよう
なスタイルの場合、或いは、押圧操作キー部材が操作可能なスタイルの場合であっても、
夫々のスタイルに合わせた操作が可能である。
【０１５８】
この点に関しては、例えば表示部上での操作に対応していない端末装置に搭載されている
プログラムを、表示部上での操作に対応している端末装置に流用して搭載することを想定
すると、全ての筐体のスタイルにおけるプログラム全体を表示部への操作に対応するよう
に改変すると膨大な改変工数がかかってしまう。
【０１５９】
これに対して、所定のスタイルのときのみ表示部上での操作に対応させることで、プログ
ラムの改変工数を大幅に減少させることができる。それによりプログラムの確認工数も減
少させることができ、プログラムのミスも減少させることができる。
【０１６０】
更には所定のスタイルのときのみ表示部への操作に対応することで、ユーザは表示部への
操作に対応しているか否かを把握しやすいという利点もある。すなわち、ユーザに把握し
やすい操作体系を比較的少ない改変工数で実現することができる。近年は、端末装置のプ
ログラムも大規模になり、開発期間も短縮されているため、プログラムの改変工数を減少
させることは、特に重要になっている。
【０１６１】
また、上記実施例においては、電池残量や動作モードに応じた適切な操作用情報を表示さ
せることができるので、たとえば、電池残量が少ない場合や省電力モードに設定されてい
る場合には、より電力消費が少ない操作のための操作用情報を表示させることができる。
【０１６２】
更に、上記実施例では、接続されている外部装置に応じた適切な操作用情報を表示させる
ことができるので、たとえば、充電ケーブル等に接続されている場合には、電力消費が多
くてもより操作しやすい操作のための操作用情報を表示させるといったようなことが可能
である。この場合、外部装置としては上述した充電のための外部装置だけでなく、着脱可
能なマイクやヘッドフォン、カメラユニットあるいは外部表示装置等であってもよい。
【０１６３】
尚、上記の実施例では、携帯電話装置１の使用状態において、ある使用状態では第１操作
用のキー機能の表示情報のみを表示し、他の使用状態では第２操作用のキー機能の表示情
報のみを表示する様にしたが、予め定められたアプリケーションにおける所定の使用状態
では第１操作用のキー機能の表示情報のみを表示し、他の使用状態では第１及び第２の操
作用のキー機能の表示情報を同時に表示させることが出来、また、逆に所定の使用状態で
は第１及び第２の操作用のキー機能の表示情報を表示させ、他の使用状態では第２の操作
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用のキー機能の表示情報のみを表示させる様にしてもよい。
【０１６４】
即ち、複数のアプリケーションのうち、予め定められたアプリケーションにおいては上記
実施例にとらわれず、そのアプリケーションの入力操作に最も適切な表示を行わせればよ
いもので、ユーザによる操作性を向上させることが出来る。
【０１６５】
また、上記実施例では、制御条件記憶部３５の操作用情報記憶領域３５Ｂの操作用情報を
、ユーザによって可変設定出来る様にしたが、操作表示情報記憶領域３５Ｂの操作用情報
は固定とし、ユーザによる可変設定が出来ない様にしてもよい。
【０１６６】
更に、表示部上で行われる第１の操作として、透明なタッチパネルを表示部１３の上面に
配設し、ペンなどの操作器具や指が接触されたことを検出する操作について示したが、タ
ッチパネルではなく、近距離に物体が接近したときの静電容量を検出する非接触の容量セ
ンサ等を設けて第１の操作とすることや、或いは、指などの動きを検出してその検出結果
を操作と判別する様にしてもよい。
【０１６７】
また、表示に影響を与えない微小な光感知センサ等を表示部上に配設し、受光輝度が変化
すること等によって入力操作があったことを検出する様にしてもよい。
【０１６８】
更に、上記実施例の携帯電話装置１は、スタイルとして、クローズ、オープン、ビューの
３つのスタイルを取る様にしたが、例えば、オープンスタイルにおいて表示部１３を９０
度回転させ、縦長表示を横長表示にして使用するスタイルを追加するなどスタイルの数は
任意であり、装置の構造に応じたスタイルが採用できる。
【０１６９】
また、上記実施例では、本発明を携帯電話装置１に適用した例について述べたが、本発明
はデジタルカメラ、パーソナルコンピュータ、音楽プレーヤ、ＰＤＡなど、どのような端
末装置であっても適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１７０】
【図１】本発明の携帯電話装置１を用いた通信ネットワークシステムを示した図。
【図２】携帯電話装置１の外観斜視図
【図３】携帯電話装置１の基本的な構成を示したブロック図。
【図４】図３の操作用情報記憶部３４の詳細な構成図。
【図５】図３の制御条件記憶部３５の詳細な構成図。
【図６】携帯電話装置１の全体動作を示すフローチャート図。
【図７】同じく携帯電話装置１の全体動作を示すフローチャート図。
【図８】図６のステップＡ３の表示制御処理の詳細なフローチャート図。
【図９】図８のステップＢ３の操作用情報選択処理の詳細なフローチャート図。
【図１０】図３の表示部１３の表示状態図。
【図１１】同じく図３の表示部１３の表示状態図。
【符号の説明】
【０１７１】
１　携帯電話装置
１０　上部筐体
１１　下部筐体
１２　ヒンジ機構部
１４　受話スピーカ
１６　文字数値キー
１７　十字キー
１８　通話キー
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１９　終話キー
　２０、２１、２２　ファンクションキー
５０、５１、５２、５３　枠情報
６１、６２　三角アイコン
７７、７８　カーソル表示枠
８０　無効アイコン
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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