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(57)【要約】
【課題】撮像部と表示部とを結合した通常のカメラ付き
携帯電話機能に加え、撮像部と表示部とを分離して使用
できる携帯電話装置を提供する。
【解決手段】ディスプレイ筐体部２０は、表示部２０１
、スピーカ２０４、マイク２０５を備える。一方、パッ
ド筐体部３０は撮像部３０５を備える。更に、ディスプ
レイ筐体部２０とパッド筐体部３０とは、相互に無線通
信を行なうためのローカル通信ＩＦ部（２１２，３１２
）や、各機能ブロックに電力を供給するバッテリ（２１
３，３１３）を別個に備える。ディスプレイ筐体部２０
とパッド筐体部３０とを分離した場合には、撮像部３０
５で撮影された画像がローカル通信ＩＦ部を介して表示
部２０１に出力される。そして、表示部２０１に出力さ
れた画像を確認しながら、ディスプレイ筐体部２０の操
作により記録指示が行なわれる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
分離可能な第１筐体と第２筐体とから構成された携帯電話装置であって、
前記第１筐体は、表示手段、撮影操作手段、第１ローカル通信手段及び第１制御手段を
備え、
前記第２筐体は、撮像手段、第２ローカル通信手段及び第２制御手段を備え、
前記第２制御手段が、前記撮像手段において撮影された画像データを、前記第２ローカ
ル通信手段を介して前記第１ローカル通信手段に送信し、前記表示手段に出力させ、
前記第１制御手段が、前記撮影操作手段において入力された撮影指示に基づいて、前記
撮像手段において撮影された画像データを記録させるようにしたことを特徴とする携帯電
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話装置。
【請求項２】
請求項１に記載の携帯電話装置において、
前記撮影操作手段において撮影指示が入力された場合、前記第１制御手段が、前記第１
ローカル通信手段を介して前記第２ローカル通信手段に記録指示を送信し、前記撮像手段
において撮影された画像データを、前記第２筐体のデータ記憶手段に記録させるようにし
たことを特徴とする携帯電話装置。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の携帯電話装置において、
前記第１筐体は、音声出力手段及び音声入力手段を備え、
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前記第２筐体は、携帯電話網の基地局と通信を行なう公衆網通信手段を備え、
前記第２制御手段が、前記公衆網通信手段において基地局から受信したコールを、前記
第２ローカル通信手段を介して前記第１ローカル通信手段に転送し、音声出力手段及び音
声入力手段を用いて通話させるようにしたことを特徴とする携帯電話装置。
【請求項４】
請求項１〜３のいずれか一つに記載の携帯電話装置において、
前記第１筐体及び第２筐体は、それぞれ第１バッテリ及び第２バッテリを備え、
前記第１制御手段は第１バッテリの充電状態を取得し、前記第２制御手段は第２バッテ
リの充電状態を取得し、各バッテリの充電比率を算出し、
前記第１、第２筐体が接続されている場合には、前記第１バッテリの充電比率と前記第
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２バッテリの充電比率とが一致するように維持させることを特徴とする携帯電話装置。
【請求項５】
請求項４に記載の携帯電話装置において、
前記充電比率の低いバッテリに対して、前記充電比率の高いバッテリから電力を供給さ
せるようにしたことを特徴とする携帯電話装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、携帯電話装置に関し、特に表示部と撮像部とが分離可能な携帯電話装置に関
するものである。
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【背景技術】
【０００２】
今日、提供されている携帯電話装置の中には、カメラを備えた機種が多い。このような
カメラ付き携帯電話装置では、撮像部と表示部とを備えている。そして、表示部において
撮影内容を確認しながら撮影を行なうことができる。
【０００３】
また、携帯電話装置の中には、ディスプレイ部とキーパッド部とを分離したフリップ式
の機種も多い。フリップ式においては、携帯時には小さく折りたたむことが可能である。
また、通話時は、送話部（マイク）と受話部（スピーカ）との距離を確保することができ
、耳元や口元へのフィッティングもよい。このため、秘話性を保つことができる。この場
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合、ディスプレイ部とキーパッド部とは二つの筐体に別れているが、両者相互に物理的に
結合されており、その間のデータ処理は有線で行われる。
【０００４】
また、カメラ付き携帯電話の場合、通常ディスプレイを見ながら撮影を行なうため、表
示部の背面に撮像部が設けられている。
また、ディスプレイ部とキーパッド部とを分離可能な携帯電話装置も開示されている（
例えば、特許文献１を参照。）。この携帯電話装置は、分離可能な第１、第２の二つの筐
体から構成され、第１筐体にはカメラ部（撮像部）、ディスプレイ部（表示部）、第１音
声出力部（スピーカ）、第１情報入力部（操作ボタン）及び無線通信部を備える。一方、
第２筐体には、第２情報入力部（操作ボタン）、音声入力部（マイク）、第２音声出力部
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（スピーカ）及び無線通信部を備える。そして、第２筐体は第１筐体にスライドさせて合
体させることができるが、分離させている場合には相互に無線通信を行なう。
【０００５】
このように、第１筐体にカメラ部やディスプレイ部を備えることにより、カメラ部を用
いて自分自身を撮影すると同時に、ディスプレイ部を用いて相手方を閲覧することができ
る。更に、第２筐体のマイクやスピーカを利用して、相手方と会話を行なうことができる
。これにより、携帯性を維持しながら、テレビ電話機能を実現することができる。
【特許文献１】米国特許出願公開第２００５／０１２４３８１号明細書（図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
しかし、一体型携帯電話装置やフリップ式携帯電話装置ではカメラの自由な操作ができ
ない。表示部の背面に撮像部が設けられている携帯電話装置においては、表示部において
撮影状態を確認できない場合がある。例えば、自分自身を撮影する場合等は、表示部が背
面になるため、リアルタイムで撮影状態を確認することができない。
【０００７】
また、特許文献１に記載の携帯電話装置では、カメラ部とディスプレイ部とが一つの筐
体に格納されているため、テレビ会議等の近距離の撮影には適しているが、カメラ部を遠
い場所に設置した場合には、ディスプレイ部において撮影状態を確認することができない
。例えば、自分の全体写真または二人以上の写真を自分自身で撮影する場合には、カメラ
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部を体からなるべく遠くに離して撮影する必要があった。この場合、撮影を行なう場合に
体が不自然な姿勢になり、またディスプレイ部が遠くなるので自分の顔や写真イメージの
確認が難しくなる。このように高機能なカメラ部とディスプレイ部とを備えているにも拘
らず、操作性に限界があり、写真撮影以外の用途には向かない。
【０００８】
また、携帯電話装置の本来の通話機能、撮像部での撮影機能、表示部での表示機能を実
現するためには電力が必要である。このような電力制御を的確に行なわなければ、一部の
機能を利用することができなくなる場合もある。
【０００９】
本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、多様な用途に
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利用可能で、操作性のよいデジタルカメラ機能を備えた携帯電話装置を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記問題点を解決するために、本発明は、分離可能な第１筐体と第２筐体とから構成さ
れた携帯電話装置であって、前記第１筐体は、表示手段、撮影操作手段、第１ローカル通
信手段及び第１制御手段を備え、前記第２筐体は、撮像手段、第２ローカル通信手段及び
第２制御手段を備え、前記第２制御手段が、前記撮像手段において撮影された画像データ
を、前記第２ローカル通信手段を介して前記第１ローカル通信手段に送信し、前記表示手
段に出力させ、前記第１制御手段が、前記撮影操作手段において入力された撮影指示に基
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づいて、前記撮像手段において撮影された画像データを記録させるようにしたことを要旨
とする。これにより、表示手段に出力された画像を確認しながら、撮像手段を用いて撮影
を行なうことができる。
【００１１】
本発明は、上記の携帯電話装置において、前記撮影操作手段において撮影指示が入力さ
れた場合、前記第１制御手段が、前記第１ローカル通信手段を介して前記第２ローカル通
信手段に記録指示を送信し、前記撮像手段において撮影された画像データを、前記第２筐
体のデータ記憶手段に記録させるようにしたことを要旨とする。これにより、第２筐体に
画像データを記憶させることができる。
【００１２】
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本発明は、上記携帯電話装置において、前記第１筐体は、音声出力手段及び音声入力手
段を備え、前記第２筐体は、携帯電話網の基地局と通信を行なう公衆網通信手段を備え、
前記第２制御手段が、前記公衆網通信手段において基地局から受信したコールを、前記第
２ローカル通信手段を介して前記第１ローカル通信手段に転送し、音声出力手段及び音声
入力手段を用いて通話させるようにしたことを要旨とする。これにより、着信コールがあ
った場合にも、手元の第１筐体を利用して通話を行なうことができる。
【００１３】
本発明は、上記の携帯電話装置において、前記第１筐体及び第２筐体は、それぞれ第１
バッテリ及び第２バッテリを備え、前記第１制御手段は第１バッテリの充電状態を取得し
、前記第２制御手段は第２バッテリの充電状態を取得し、各バッテリの充電比率を算出し
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、前記第１、第２筐体が接続されている場合には、前記第１バッテリの充電比率と前記第
２バッテリの充電比率とが一致するように維持させることを要旨とする。これにより、バ
ランスよくバッテリの充電量を維持することができる。従って、複数のバッテリを利用し
て、効率よく機能を引き出すことができる。
【００１４】
本発明は、上記の携帯電話装置において、前記充電比率の低いバッテリに対して、前記
充電比率の高いバッテリから電力を供給させるようにしたことを要旨とする。これにより
、バッテリの充電量のバランスが悪くなっている場合にも補正することができる。
【発明の効果】
【００１５】
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本発明によれば、撮像部と表示部とを結合した通常のカメラ付き携帯電話機能に加え、
撮像部と表示部とを分離して使用できる。これにより、撮像部を離れた場所に設置して撮
影を行なうことができる携帯電話装置を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
以下、本発明を具体化した実施形態を、図面を用いて説明する。図１は、本実施形態の
携帯電話装置１０の構成を説明図である。本実施形態の携帯電話装置１０は、第１筐体と
してのディスプレイ筐体部２０と、第２筐体としてのパッド筐体部３０とが、ジョイント
部４０を介して接続されるように構成されている。
【００１７】
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ディスプレイ筐体部２０は、表示手段としての表示部２０１を備える。この表示部２０
１は液晶ディスプレイ等により構成する。
一方、パッド筐体部３０は、第１操作ボタン３０１、第２操作ボタン３０３及びセレク
タ操作ボタン３０２を備える。
【００１８】
第１操作ボタン３０１を用いることによって、表示部２０１のガイド行の左端に表示さ
れたアイコンを選択することができる。一方、第２操作ボタン３０３を用いることによっ
てガイド行の右端に表示されたアイコンを選択することができる。
【００１９】
セレクタ操作ボタン３０２を用いることによって、表示部２０１上に表示されたカーソ
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ルを移動させたり、カーソルによって指示されたアイコンを選択したりすることができる
。
【００２０】
更に、パッド筐体部３０はダイヤルボタン３０４を備える。このダイヤルボタン３０４
を用いることによって、各ボタンに割り振られた番号や文字を入力することができる。
ディスプレイ筐体部２０は、図２（ａ）に示すように、表示部２０１のほかに、第１操
作ボタン２０２、第２操作ボタン２０３を備える。
【００２１】
第１操作ボタン２０２は、表示部２０１に出力されるビューファインダのオン／オフを
制御するために用いる。ビューファインダをオフにした場合には、消費電力を低く抑える
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ことができる。
【００２２】
一方、第２操作ボタン２０３は、撮影操作手段として機能し、撮影を行なうために用い
る。この第２操作ボタン２０３を押すことにより撮影指示が入力された場合、パッド筐体
部３０側に記録指示が通知される。
【００２３】
さらに、ディスプレイ筐体部２０は、音声出力手段としてのスピーカ２０４及び音声入
力手段としてのマイク２０５を備える。このスピーカ２０４及びマイク２０５を用いるこ
とにより、携帯電話装置１０に対してコールがあった場合、通話を行なうことができる。
【００２４】
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そして、ディスプレイ筐体部２０とパッド筐体部３０とは、ジョイント部４０を介して
接続される。
また、本実施形態の携帯電話装置１０では、図２（ｂ）に示すように、パッド筐体部３
０において、ダイヤルボタン３０４が設けられたパッド面の対向面に、撮像手段としての
撮像部３０５が設けられている。この撮像部３０５は、ＣＣＤカメラ等によって構成され
る。
【００２５】
つぎに、図３を用いて本実施形態の携帯電話装置１０の機能ブロックを説明する。上述
のように、携帯電話装置１０はディスプレイ筐体部２０とパッド筐体部３０とに分離する
ことができる。
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【００２６】
ディスプレイ筐体部２０は、表示部２０１、スピーカ２０４、マイク２０５を制御する
第１制御手段としての制御部２１０を備える。また、制御部２１０は、第１操作ボタン２
０２、第２操作ボタン２０３からの各種入力を、操作ボタンＩＦ部２１１を介して受け入
れる。
【００２７】
更に、制御部２１０は、第１ローカル通信手段としてのローカル通信ＩＦ部２１２に接
続される。このローカル通信ＩＦ部２１２は、パッド筐体部３０との無線通信に用いられ
る 通 信 イ ン タ ー フ ェ イ ス で あ る 。 こ の 通 信 に は 、 Ｕ Ｗ Ｂ （ Ultra Wide Band ： 超 広 帯 域 無
線 ） 、 家 電 向 け の 短 距 離 無 線 通 信 規 格 で あ る ZigBee（ 登 録 商 標 ） 、 携 帯 情 報 機 器 向 け の 無
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線 通 信 技 術 で あ る Bluetooth （ 登 録 商 標 ） を 用 い る こ と が 可 能 で あ る 。
【００２８】
さらに、ディスプレイ筐体部２０は、各機能ブロックに電力を供給する第１バッテリと
してのバッテリ２１３を備える。このバッテリ２１３は、ディスプレイ筐体部２０とパッ
ド筐体部３０とがジョイント部４０を介して接続された場合、ジョイントＩＦ部２１４を
介して供給される電力により充電される。
【００２９】
一方、パッド筐体部３０も、撮像部３０５を制御する第２制御手段としての制御部３１
０を備える。また、この制御部３１０は、第１操作ボタン３０１、第２操作ボタン３０３
及びセレクタ操作ボタン３０２、ダイヤルボタン３０４からの各種入力を、操作ボタンＩ
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Ｆ部３１１を介して受け入れる。
【００３０】
更に、制御部３１０は、第２ローカル通信手段としてのローカル通信ＩＦ部３１２に接
続される。このローカル通信ＩＦ部３１２は、ディスプレイ筐体部２０のローカル通信Ｉ
Ｆ部２１２との無線通信に用いられる通信インターフェイスである。ローカル通信ＩＦ部
２１２の通信方式に対応した技術を用いる。なお、ディスプレイ筐体部２０とパッド筐体
部３０とがジョイント部４０を介して接続されている場合には、制御部２１０と制御部３
１０とはジョイントＩＦ部（２１４，３１４）を介して各種信号の送受を行なう。
【００３１】
更に、パッド筐体部３０は、通信キャリアの基地局との間で無線通信を行なう公衆網通
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信手段としての携帯電話網通信部３２０を備える。この携帯電話網通信部３２０により、
携帯電話装置１０の通話機能を実現する。
【００３２】
また、パッド筐体部３０の制御部３１０には、画像データを蓄積するためのデータ記憶
手段を備える。記録指示を受けた場合には、制御部３１０は、撮像部３０５で取得した画
像データをデータ記憶手段に記録する。
【００３３】
さらに、パッド筐体部３０は、各機能ブロックに電力を供給する第２バッテリとしての
バッテリ３１３を備える。このバッテリ３１３は、外部電源ＩＦ部３１５を介して外部か
ら供給される電力により充電が行なわれる。この外部電源ＩＦ部３１５は、制御部３１０

20

の制御に基づき、ジョイントＩＦ部３１４に電力を供給する。この電力は、ジョイントＩ
Ｆ部２１４を介してバッテリ２１３に供給される。なお、バッテリ２１３及びバッテリ３
１３は、各筐体を分離して別個に通常使用を行なった場合に寿命が同じになるようなバッ
テリ容量のものを用いる。
【００３４】
（バッテリ管理）
まず、携帯電話装置１０の充電を行なう場合のバッテリ管理処理を、図４を用いて説明
する。充電を行なう場合には、バッテリ３１３とバッテリ２１３との充電量の分散を図る
。具体的には、ディスプレイ筐体部２０とパッド筐体部３０とが分離された場合に、バッ
テリ３１３の寿命とバッテリ２１３の寿命が同じになるように電力配分を行なう。
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【００３５】
充電を行なう場合には、ディスプレイ筐体部２０とパッド筐体部３０とをジョイント部
４０を介して接続する。この場合、制御部２１０と制御部３１０、バッテリ２１３とバッ
テリ３１３とが、それぞれ接合される。そして、外部電源ＩＦ部３１５を外部電源に接続
する。
【００３６】
この場合、携帯電話装置１０は、充電量確認処理を実行する（ステップ５０１）。具体
的には、各制御部（２１０，３１０）は、それぞれに電力を供給するバッテリ（２１３，
３１３）の充電量を確認する。この充電量は、例えば出力電圧値に基づいて算出する。
【００３７】
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次に、携帯電話装置１０は、充電比率比較処理を実行する（ステップ５０２）。本実施
形態では、この充電比率比較処理を制御部３１０が実行する。このため、制御部２１０は
、バッテリ２１３の充電量に関する信号を制御部３１０に供給する。この場合には、制御
部３１０は、取得したバッテリ２１３の充電量とバッテリ３１３の充電量とを比較する。
【００３８】
そして、携帯電話装置１０は、充電量の比較に基づいて、第１バッテリ又は第２バッテ
リの充電を行なう。具体的には、満充電状態の充電量に対して現在の充電量の比率（充電
比率）を算出し、充電比率の低い方のバッテリを優先的に充電する。例えば、第１バッテ
リとしてのバッテリ２１３の充電比率が低い場合には、外部電源ＩＦ部３１５に対して優
先的にバッテリ２１３を所定時間、充電する処理を実行する（ステップ５０３）。一方、
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第２バッテリとしてのバッテリ３１３の充電比率が低い場合には、外部電源ＩＦ部３１５
に対して優先的にバッテリ３１３を所定時間、充電する処理を実行する（ステップ５０４
）。
【００３９】
そして、所定時間経過後に、再度、充電量確認処理（ステップ５０１）、充電比率比較
処理（ステップ５０２）を実行し、その比較結果に基づいて第１バッテリ又は第２バッテ
リの充電処理を実行する（ステップ５０３，５０４）。
【００４０】
一方、充電量確認処理（ステップ５０１）において、第１及び第２バッテリの充電完了
（満充電状態）を確認した場合には、外部電源ＩＦ部３１５に対して充電処理の中止指示
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を行なう。これによりバッテリの充電を終了する。
【００４１】
また、外部からの電力が供給されていない場合においても、携帯電話装置１０はバッテ
リ管理を実行する。すなわち、ディスプレイ筐体部２０とパッド筐体部３０とがジョイン
ト部４０を介して接続された場合、バッテリ２１３の充電比率とバッテリ３１３の充電比
率とが一致するように蓄電された電量の配分を行なう。具体的には、携帯電話装置１０は
、充電量確認処理（ステップ５０１）、充電比率比較処理（ステップ５０２）を実行する
。そして、充電比率の低いバッテリに対して、充電比率の高い他方のバッテリから電力を
供給させる。これにより、第１バッテリの充電比率が低い場合には、第２バッテリから第
１バッテリへの充電を行なう一方、第２バッテリの充電比率が低い場合には、第１バッテ
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リから第２バッテリへの充電を行なう。これにより、二つのバッテリの充電比率が一致す
るように維持する。
【００４２】
（撮影モード）
次に、携帯電話装置１０を利用して撮影を行なう場合の処理を説明する。この撮影は、
ディスプレイ筐体部２０とパッド筐体部３０とをジョイント部４０を介して接続して撮影
する合体撮影モードと、ディスプレイ筐体部２０とパッド筐体部３０とを分離して撮影す
る分離撮影モードとがある。合体撮影モードの場合、制御部２１０と制御部３１０とは、
ジョイントＩＦ部（２１４，３１４）の電気的接続により信号を交換する。この場合、第
２操作ボタン２０３が押された場合、制御部２１０は、制御部３１０に対して撮像部３０

30

５による記録指示を行なう。
【００４３】
一方、分離撮影モードの場合、制御部２１０と制御部３１０とは、ローカル通信ＩＦ部
（２１２，３１２）を介して無線通信により信号を交換する。例えば、撮像部３０５によ
り取得された画像データは、制御部３１０によりローカル通信ＩＦ部（２１２，３１２）
を介して制御部２１０に供給される。そして、制御部２１０は表示部２０１に画像を表示
する。また、第２操作ボタン２０３が押されることにより撮影指示が入力された場合、制
御部２１０は、制御部３１０に対して撮像部３０５による記録指示を行なう。この記録指
示もローカル通信ＩＦ部（２１２，３１２）を介して無線通信により行なわれる。
【００４４】

40

（通話モード）
次に、携帯電話装置１０を利用して通話を行なう場合の処理を説明する。携帯電話装置
１０を利用してコールを発信する場合には、ディスプレイ筐体部２０とパッド筐体部３０
とをジョイント部４０を介して接続しておく。そして、パッド筐体部３０のダイヤルボタ
ン３０４を操作してコール先番号を入力する。この場合、携帯電話網通信部３２０を用い
て通信キャリアの基地局に接続される。また、基地局を介して着信コールがあった場合に
も、携帯電話網通信部３２０により受信する。
【００４５】
一方、ディスプレイ筐体部２０とパッド筐体部３０とを分離している場合には、着信処
理のみを実行する。具体的には、携帯電話網通信部３２０において通信キャリアの基地局
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のコールを受信した制御部３１０は、ローカル通信ＩＦ部（２１２，３１２）を介して着
信コールをディスプレイ筐体部２０に転送する。コール転送を受けた制御部２１０は、デ
ィスプレイ筐体部２０のスピーカ２０４、マイク２０５を利用して通話を行なう。
【００４６】
本実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。
・

上記実施形態によれば、携帯電話装置１０のディスプレイ筐体部２０とパッド筐体

部３０とを分離可能な構成にした。そして、ディスプレイ筐体部２０には表示部２０１、
パッド筐体部３０には撮像部３０５をそれぞれ設けた。これにより、ディスプレイ筐体部
２０をデジタルカメラのリモートコントローラの代わりに利用することができる。従って
、自分自身や自分を入れて２人以上で写真撮影を行なう場合にも、図５に示すように撮像
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部３０５を備えたパッド筐体部３０を、所定の場所（スタンド等）に設置し、遠くから写
真撮影を行なうことができる。
【００４７】
・

上記実施形態によれば、携帯電話装置１０の撮像部３０５により取得された画像デ

ータは、制御部３１０によりローカル通信ＩＦ部（２１２，３１２）を介して制御部２１
０に供給され、表示部２０１に表示される。これにより、自分の顔、位置などを手元の表
示部２０１において確認することができる。
【００４８】
・

上記実施形態によれば、携帯電話装置１０のパッド筐体部３０に携帯電話網通信部

３２０を設けた。そして、ディスプレイ筐体部２０とパッド筐体部３０とを分離している
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ときに着信コールがあった場合、パッド筐体部３０の携帯電話網通信部３２０が基地局か
らのコールを受信する。そして、制御部３１０は、ローカル通信ＩＦ部（２１２，３１２
）を介して着信コールをディスプレイ筐体部２０に転送する。これにより、ディスプレイ
筐体部２０のスピーカ２０４、マイク２０５を利用して通話を行なうことができる。更に
、利用者が携帯電話の無線通信が困難な場所にいる場合においても、このパッド筐体部３
０において通信キャリアと接続し、さらにローカル通信を通じてディスプレイ筐体部２０
にコールを転送することができる。
【００４９】
・

上記実施形態によれば、ディスプレイ筐体部２０とパッド筐体部３０とに、それぞ

れ別個にバッテリ（２１３，３１３）を備えた。このため、撮像部３０５を備えたパッド
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筐体部３０とディスプレイ筐体部２０とを分離した場合においても、それぞれを別個に駆
動することができる。更に、携帯電話装置１０の充電を行なう場合、携帯電話装置１０は
、充電量確認処理（ステップ５０１）、充電比率比較処理（ステップ５０２）を実行し、
その比較結果に基づいて第１バッテリ又は第２バッテリの充電処理を実行する。これによ
り、一方のバッテリの消耗が激しい場合には、充電時には他方のバッテリより優先的に充
電することができる。従って、一方のバッテリのみが消耗してしまっている状態を防ぐこ
とができる。
【００５０】
更に、外部からの充電を行なわない場合においても、ディスプレイ筐体部２０とパッド
筐体部３０とがジョイント部４０を介して接続された場合、バッテリ２１３の充電比率と
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バッテリ３１３の充電比率とが一致するように蓄電された電力を配分する。これにより、
バランスのよい電力配分を行なうことが可能である。すなわち、バッテリの充電量のバラ
ンスが悪くなっている場合にも補正することができ、ディスプレイ筐体部２０及びパッド
筐体部３０の機能を効率的に引き出すことができる。
【００５１】
・

上記実施形態によれば、携帯電話装置１０のディスプレイ筐体部２０の第１操作ボ

タン２０２は、表示部２０１に出力されるビューファインダのオン／オフを制御するため
に用いる。これにより、ビューファインダをオフにした場合には、消費電力を低く抑える
ことができる。
【００５２】
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なお、上記各実施形態は以下のように変更してもよい。
○

上記実施形態では、携帯電話装置１０のディスプレイ筐体部２０とパッド筐体部３

０とを分離することによって写真撮影を行なう場合を説明した。この携帯電話装置１０の
撮影機能は写真撮影に限定されるものではなく、その活動の場を広げることが可能であり
、監視カメラ、来客者の確認等にも利用することができる。例えば、寝室で休む時や台所
で仕事をする時に玄関のドアのビューポートにパッド筐体部３０の撮像部３０５を設置し
てディスプレイ筐体部２０を手元に置いておく。訪問者がドアベルを鳴らしたときにも玄
関まで行かなくても、第１操作ボタン２０２を押してビューファインダをオンにして確認
を行なうことができる。更に、必要に応じて写真撮影を行なうことも可能になる。更に、
玄関ドアだけでなく、２階に居ながら１階の様子を監視したり、セキュリティーカメラな
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どとして使ったりすることも可能である。
【００５３】
○

上記実施形態では、ディスプレイ筐体部２０のスピーカ２０４、マイク２０５を利

用して通話を行なうことができる。これに加えて、パッド筐体部３０にもマイク２０５を
設けてもよい。そして、ディスプレイ筐体部２０とパッド筐体部３０とが結合している場
合には、ディスプレイ筐体部２０のマイク２０５の代わりに、パッド筐体部３０のマイク
を動作させる。これにより、ディスプレイ筐体部２０のスピーカ２０４とパッド筐体部３
０のマイクとを用いて通話を行なうことができる。従って、マイクとスピーカとの距離を
確保し、秘話性を向上させることができる。
【００５４】
○

20

上記実施形態では、分離撮影モードの場合、撮像部３０５により取得された画像デ

ータは、制御部３１０によりローカル通信ＩＦ部（２１２，３１２）を介して制御部２１
０に供給される。そして、制御部２１０は表示部２０１に画像を表示する。この場合、制
御部３１０は、撮像部３０５により取得された画像データを間引いたり、圧縮したりして
データ量を削減して、ディスプレイ筐体部２０に供給してもよい。そして、記録指示を受
けた場合には、制御部３１０は画質のよい画像データをデータ記憶手段に保存する。これ
により、通信量を削減し負荷を軽減することができる。
【００５５】
○

上記実施形態では、パッド筐体部３０の制御部３１０に画像データを蓄積するため

のデータ記憶手段を備えた。画像データを蓄積するためのデータ記憶手段の設置場所はこ
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れに限定されるものではなく、ディスプレイ筐体部２０にも受けてもよい。
【００５６】
○

上記実施形態では、各制御部（２１０，３１０）が充電量確認処理を実行し、制御

部３１０が充電比率比較処理を実行する。各処理の実行主体は、これらに限定されるもの
ではなく、携帯電話装置１０内にある制御手段に実行させることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の実施形態の携帯電話装置の説明図。
【図２】本発明の実施形態の携帯電話装置の説明図であり、（ａ）はディスプレイ筐体部
、（ｂ）はパッド筐体部の説明図。
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【図３】本発明の実施形態の携帯電話装置の機能ブロックの説明図。
【図４】本発明の実施形態の充電処理の説明図。
【図５】本発明の実施形態の利用方法の説明図。
【符号の説明】
【００５８】
１０…携帯電話装置、２０…ディスプレイ筐体部、３０…パッド筐体部、４０…ジョイ
ント部、２０１…表示部、２０４…スピーカ、２０５…マイク、２１０…制御部、２１２
…ローカル通信ＩＦ部、２１３…バッテリ、２１４…ジョイントＩＦ部、３０４…ダイヤ
ルボタン、３０５…撮像部、３１０…制御部、３１２…ローカル通信ＩＦ部、３２０…携
帯電話網通信部。
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