
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の大きさの本体表示面を有する本体表示部と、
　

　外部メモリを抜差し自在に挿着し、当該外部メモリに代えて、 を着脱
可能に接続する外部メモリ接続手段と
　
　上記外部メモリ接続手段に が挿着されるまでの間は、上記本体表示部
に表示対象情報を表示し、上記外部メモリ接続手段に が挿着されると、
上記拡張表示部に上記表示対象情報を表示する表示制御手段を
　具えることを特徴とする携帯端末装置。
【請求項２】
　
　
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は携帯端末装置に関し、例えば携帯電話機に適用して好適なものである。
【０００２】
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上記本体表示面よりも大きい拡張表示面を有する拡張表示部ならびにスピーカを備えた
拡張表示装置と、

上記拡張表示装置

を備え、
上記拡張表示装置

上記拡張表示装置

上記拡張表示装置に着脱自在な電池を設けた
ことを特徴とする請求項１に記載の携帯端末装置。



【従来の技術】
近年、携帯電話機においては、通話の機能に加えて電子メールの送受信機能やインターネ
ットを利用し得る機能を有し、相手から送信された電子メールの本文や、インターネット
上のサーバに保持されている外部取得画像（以下、これをウェブ画像と呼ぶ）等の各種表
示対象情報を表示部に表示し得るようになされている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところがかかる構成の携帯電話機においては、近年、小型化の傾向に伴って筐体と共に表
示部も小さくなっている。
【０００４】
そのため、携帯電話機においては、表示部に表示対象情報の内容の極一部しか表示できず
、当該表示対象情報の内容を容易には確認し難い場合があり、使い勝手がわるいという問
題があった。
【０００５】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、使い勝手を一段と向上し得る携帯端末装
置を提案するものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　かかる課題を解決するため本発明においては、所定の大きさの本体表示面を有する本体
表示部と、本体表示面よりも大きい拡張表示面を有する拡張表示部ならびにスピーカを備
えた拡張表示装置と、外部メモリを抜差し自在に挿着し、当該外部メモリに代えて拡張表
示装置を着脱可能に接続する外部メモリ接続手段とを備え、外部メモリ接続手段に拡張表
示装置が挿着されるまでの間は本体表示部に表示対象情報を表示し、外部メモリ接続手段
に拡張表示装置が挿着されると拡張表示部に表示対象情報を表示する表示制御手段を携帯
端末装置に具えるようにした。
【０００７】
　従つて、携帯端末装置は、本体表示部の本体表示面よりも、大きい拡張表示面を有する
拡張表示部に表示対象情報を表示することにより、表示対象情報の内容として一括で表示
できる部分を格段に多くして、当該表示対象情報の内容を確認し易くすることができる。
【０００８】
　また、携帯端末装置は、当該携帯端末装置を持ち運ぶ場合、外部メモリ接続手段に挿着
された拡張表示装置を取り外すことができるため、携帯性が損なわれることを防止するこ
とができる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００１０】
図１において、１は全体として、本発明を適用した携帯電話機を示し、細長い箱状の本体
筐体２の正面左端部にスピーカ３が設けられ、当該スピーカ３から通話中の相手の音声等
を出力するようになされている。
【００１１】
また、本体筐体２の正面右端部には、マイクロホン４が設けられ、当該マイクロホン４に
よって通話時のユーザの音声を集音するようになされている。
【００１２】
さらに、本体筐体２の正面中央部には、「０」～「９」の数字キー、発呼キー、リダイヤ
ルキー、終話及び電源キー、クリアキー、電子メールキー、ドライブモードキー、マナー
ボタン及びメモボタン等の各種操作キーからなる操作部５が設けられ、これら操作キーを
介して各種命令を入力し得るようになされている。
【００１３】
これに加えて、本体筐体２の左側面には、アンテナ素子６が引出し及び収納可能に設けら
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れ、当該アンテナ素子６を介して無線通信システムの基地局（図示せず）と電波を送受信
し得るようになされている。
【００１４】
一方、本体筐体２の背面には、バッテリパック７が着脱可能に装着され、操作部５を介し
て起動命令が入力されると、当該バッテリパック７から内部の回路ブロック（図示せず）
に電力を供給して動作可能な状態に起動する。
【００１５】
また、本体筐体２の背面には、カメラ（図示せず）が設けられ、操作部５を介して撮像命
令が入力されると、当該カメラにより所望の被写体（人物及び風景等）を撮像し得るよう
になされている。
【００１６】
かかる構成に加えて、この携帯電話機１の場合、本体筐体２の正面上端部には、細長形状
の表示面を有する液晶ディスプレイ（以下、これを本体表示部と呼ぶ）８がその長手方向
を本体筐体２の長手方向（以下、これを本体筐体長手方向と呼ぶ）とほぼ平行にして設け
られ、当該本体表示部８に電波の受信状態、電池残量、電話帳として登録している相手の
名前や電話番号、発信履歴、アドレス帳として登録している電子メールの送付先の名前や
メールアドレス、電子メールの内容、ウェブ画像等の各種表示対象情報を１行の文字列と
して表示するようになされている。
【００１７】
また、本体筐体２の上面中央部には、抜差自在なメモリスティック（ソニー株式会社・商
標）の規格に準拠したメモリスティックスロット（以下、これを拡張スロットと呼ぶ）９
が設けられている。
【００１８】
因みにメモリスティックは、本出願人であるソニー株式会社によって開発されたフラッシ
ュメモリカードの一種である。このメモリスティックは、縦 21.5×横 50×厚さ 0.8[mm]の
小型薄型形状のプラスチックケース内に、電気的に書換えや消去が可能な不揮発性メモリ
であるＥＥＰＲＯＭ（ Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory）の
一種であるフラッシュメモリ素子を格納したものであり、１０ピン端子を介して画像や音
声、音楽等の各種データの書き込み及び読み出しが可能となっている。
【００１９】
そして、拡張スロット９には、メモリスティックを抜差し自在に挿着し得るものの、当該
メモリスティックに代えて、所定の外部機器に設けられ、メモリスティックの規格に準拠
した拡張スティックや図２及び図３に示すように拡張表示装置１０に設けられ、メモリス
ティックの規格に準拠した拡張スティック１１も抜差し自在に挿着し得るようになされて
いる。
【００２０】
この場合、拡張表示装置１０は、携帯電話機１の本体筐体２よりも短い所定の長さ（本体
筐体長手方向に沿った長さ）で、かつ当該本体筐体２よりも幅広な偏平短形状の表示装置
筐体１２を有し、当該表示装置筐体１２の下面中央部に拡張スティック１１が設けられて
いる。
【００２１】
また、表示装置筐体１２の正面には、携帯電話機１の本体表示部８の表示面よりも短い所
定の長さ（本体筐体長手方向に沿った長さ）を有するものの、本体表示部８よりも幅広で
大きな表示面を有する液晶ディスプレイ（以下、これを拡張表示部と呼ぶ）１３が設けら
れている。
【００２２】
そして、携帯電話機１は、拡張スロット９に拡張表示装置１０の拡張スティック１１が挿
着された場合の本体表示部８及び拡張表示部１３に対する表示形態として、当該拡張表示
部１３のみを用いる単独表示の表示形態と、本体表示部８及び拡張表示部１３の両方を用
いる併用表示の表示形態とのいずれか一方を予め任意に選択させ得るようになされている
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。
【００２３】
実際上、携帯電話機１は、表示対象情報に付随情報が付随する場合と、当該表示対象情報
に付随情報が付随しない場合とがあり、単独表示の表示形態が選択されている状態で、拡
張スロット９に拡張表示装置１０の拡張スティック１１が挿着されると、本体表示部８の
表示を停止し、表示対象情報や表示対象情報及び付随情報を複数行の文字列として拡張表
示部１３に表示する。
【００２４】
これにより、携帯電話機１は、単独表示の表示形態が選択されている場合、本体表示部８
よりも表示面の大きい拡張表示部１３に表示対象情報の内容として、一括で表示できる部
分を格段的に増加することができ、かくして、各種表示対象情報の内容を容易に確認させ
得るようになされている。
【００２５】
また、携帯電話機１は、併用表示の表示形態が選択されている状態で、拡張スロット９に
拡張表示装置１０の拡張スティック１１が挿着されると、付随情報が付随しない表示対象
情報については、拡張表示部１３に表示し、付随情報が付随する表示対象情報については
当該表示対象情報を拡張表示部１３に表示すると共に、付随情報を本体表示部８に表示す
る。
【００２６】
これにより、携帯電話機１は、例えば表示対象情報に付随情報を重ねることなく、これら
表示対象情報及び付随情報を個別に表示して視認性を向上し得るようになされている。
【００２７】
そして、携帯電話機１は、本体表示部８が本体筐体２の正面上端部に設けられ、かつ、拡
張表示部１３が当該本体筐体２の正面と隣接する表示装置筐体１２の正面のほぼ全面に渡
って設けられ、これら拡張表示部１３が本体表示部８と近接して並べて配置される。
【００２８】
これにより、携帯電話機１は、併用表示の表示形態が選択されている場合、表示対象情報
及び付随情報を拡張表示部１３及び本体表示部８に個別に表示するものの、これら拡張表
示部１３及び本体表示部８をあたかも一つの表示部と見なして、表示対象情報及び付随情
報を一体化し、目線の極力少ない移動で容易に目視させ得るようになされている。
【００２９】
このようにして、携帯電話機１は、拡張スロット９に拡張表示装置１０の拡張スティック
１１を挿着すれば、拡張表示部１３の比較的大きな表示面で表示対象情報を目視させるこ
とができ、携帯時に拡張表示装置１０を取り外せば、携帯電話機１の携帯性が損なわれる
ことを防止し得るようになされている。
【００３０】
因みに、携帯電話機１は、本体筐体２の正面に操作部５の操作キーとして周囲の３６０度
の範囲でいずれの方向にも傾斜操作可能で且つ、本体筐体２の正面に押し込むように押圧
操作可能な傾斜及び押圧操作キー（以下、これをジョグポインタと呼ぶ）１４が本体筐体
２の表面から突出して設けられ、当該ジョグポインタ１４の傾斜操作に応じて、本体表示
部８及び拡張表示部１３に表示対象情報として表示している電話帳やメールアドレスのリ
スト、電子メールの内容、ウェブ画像等をスクロール動作すると共に、そのジョグポイン
タ１４の押圧操作に応じて電話帳やメールアドレスのリストから所望の電話番号やメール
アドレスを選択指定し得るようになされている。
【００３１】
また、表示装置筐体１２の左右側面には、拡張スピーカ１５が設けられ、例えば、ウェブ
画像に付加された音楽データに基づく音楽を出力するようになされている。
【００３２】
なお、携帯電話機１は、拡張スロット９に拡張表示装置１０の拡張スティック１１が挿着
されると、バッテリパック７から拡張スロット９及び拡張スティック１１を順次介して拡
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張表示装置１０内の各回路ブロックに電力を供給し、これにより拡張表示装置１０全体を
動作させる。
【００３３】
ここで図４に示すように携帯電話機１においては、当該携帯電話機１の各種機能を統括的
に制御する制御部（以下、これを電話機制御部と呼ぶ）１６に、撮像制御部１７、拡張ス
ロット制御部１８、本体表示部８、切換スイッチ１９、無線通信システムに準拠した無線
通信回路２０、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈに準拠した通信回路（以下、これをＢＴ通信回路と呼
ぶ）２１、操作部５、基本プログラム及び表示制御プログラム等の各種アプリケーション
プログラムが予め格納されたＲＯＭ（ Read Only Memory）２２、ＲＡＭ（ Random Access 
Memory）２３が接続されている。
【００３４】
電話機制御部１６は、各種操作キーの操作に応じて操作部５から与えられる各種命令に基
づいて、ＲＯＭ２２から各種アプリケーションプログラムを読み出してＲＡＭ２３上で展
開することにより、これら各種アプリケーションプログラムに従って携帯電話機１全体を
制御する。
【００３５】
すなわち、電話機制御部１６は、通話モード時、ユーザの音声をマイクロホン４を介して
集音し、得られた音声データＤ１を切換スイッチ１９を介して取り込んで無線通信回路２
０に送出し、当該無線通信回路２０において音声データＤ１に所定の送信処理を施すこと
により得られた音声信号Ｓ１をアンテナ素子６を介して無線通信システムの基地局（図示
せず）へ送信する。
【００３６】
このとき、電話機制御部１６は、基地局から送信された相手の音声信号Ｓ２をアンテナ素
子６で受信して無線通信回路２０に取り込み、当該無線通信回路２０において、その音声
信号Ｓ２に所定の受信処理を施し、得られた音声データＤ２を切換スイッチ１９を介して
スピーカ３へ送出することにより、当該スピーカ３から相手の音声を出力する。
【００３７】
このようにして電話機制御部１６は、通話モード時、ユーザと相手との通話を成立させる
。
【００３８】
因みに、電話機制御部１６は、通話モード時、ジャック構成の接続端子２４にヘッドセッ
トのプラグ（図示せず）が挿着されると、切換スイッチ１９を制御することにより、スピ
ーカ３及びマイクロホン４に代えて接続端子２４に接続する。
【００３９】
これにより電話機制御部１６は、ヘッドセットに設けられているマイクロホン及びヘッド
ホンを使用してユーザと相手との通話を成立させることができる。
【００４０】
さらに、電話機制御部１６は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈを利用するデータ送信モード時、操作
部５を介して所定の送信データＤ３に対する送信命令が与えられると、送信データＤ３を
ＢＴ通信回路２１に送出し、当該ＢＴ通信回路２１において送信データＤ３に所定の送信
処理を施し、得られた送信信号Ｓ３をＢｌｕｅｔｏｏｔｈに準拠したアンテナ素子（以下
、これをＢＴアンテナ素子と呼ぶ）２５を介してＢｌｕｅｔｏｏｔｈに準拠した他の電子
機器（図示せず）へ送信する。
【００４１】
そして、電話機制御部１６は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈを利用するデータ受信モード時、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈに準拠した他の電子機器から送信された受信信号Ｓ４をＢｌｕｅｔｏｏｔ
ｈに準拠したＢＴアンテナ素子２５を介してＢＴ通信回路２１に取り込み、当該ＢＴ通信
回路２１において受信信号Ｓ４に所定の受信処理を施すことにより得られた受信データＤ
４を取り込む。
【００４２】
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このようにして電話機制御部１６は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈに準拠した他の電子機器との間
で各種データを送受信し得るようになされている。
【００４３】
因みに、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは、標準化団体であるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ  ＳＩＧ（ Special
 Interest Group）によって標準化された近距離無線データ通信規格であり、 2.4[GHz]帯
のＩＳＭ（ Industrial Scientific Medical）帯に帯域幅 1[MHz]のチャネルを 79個設定し
、 1秒間に 1600回チャネルを切り換える周波数ホッピング方式のスペクトラム拡散通信方
式を用いて、 1[Mbit/秒 ]（実効  721[kbit/秒 ]のデータ伝送速度で、例えば、 10[m]のデー
タ伝送を行うように規定されている。
【００４４】
ところで、拡張スロット制御部１８は、拡張スロット９に抜差し自在なメモリスティック
（図示せず）及び拡張スティック１１が挿着されると、拡張スロット９の内部に設けられ
た検出用端子が電気的に導通されることにより、メモリスティック及び拡張スティック１
１が挿着されたことを検出する。
【００４５】
このとき、拡張スロット制御部１８は、拡張スロット９を介して、メモリスティック及び
拡張スティック１１に予め格納されている、メモリスティック、拡張表示装置（及び外付
機器）固有の識別データＤ５を読み出し、当該読み出した識別データＤ５を電話機制御部
１６に送出する。
【００４６】
これにより、電話機制御部１６は、拡張スロット制御部１８から与えられた識別データＤ
５に基づいて、拡張スロット９を介して携帯電話機１に装着されたものがメモリスティッ
ク、拡張表示装置（及び外部機器）のいずれかであるかを認識し、その認識結果に応じて
、拡張スロット制御部１８及び拡張スロット９を順次介してメモリスティック、拡張表示
装置（及び外部機器）を制御する。
【００４７】
実際上、電話機制御部１６は、拡張スロット９にメモリスティックが挿着された状態で操
作部５から再生命令が与えられると、当該メモリスティックからこれに予め格納されてい
る例えば音楽データＤ６を再生して拡張スロット９及び拡張スロット制御部１８を順次介
して取り込むと共に、その音楽データＤ６を切換スイッチ１９、接続端子２４及びヘッド
セットのプラグを順次介してヘッドセットのヘッドホンに送出することにより、当該ヘッ
ドホンから音楽データＤ６に基づく音楽を出力し得るようになされている。
【００４８】
これに対して、電話機制御部１６は、拡張スロット９に拡張表示装置１０の拡張スティッ
ク１１が挿着されると、例えば予め本体表示部８に表示した表示設定画面上で選択されて
いる単独表示の表示形態や、併用表示の表示形態に応じて、本体表示部８及び拡張表示部
１３に対する表示制御を実行する。
【００４９】
すなわち、電話機制御部１６は、拡張表示装置１０の装着時、単独表示の表示形態が選択
されていると、表示対象情報に付随情報が付随していない場合には、その表示対象情報に
応じた表示対象情報データＤ７を拡張スロット制御部１８、拡張スロット９、拡張スティ
ック１１及び拡張表示装置制御部２６を順次介して拡張表示部１３へ送出し、当該拡張表
示部１３に表示対象情報データＤ７に基づく表示対象情報を表示する。
【００５０】
また、電話機制御部１６は、拡張表示装置１０の装着時、単独表示の表示形態が選択され
ていると、表示対象情報に付随情報が付随する場合、当該表示対象情報及び付随情報に応
じた表示情報データＤ８を拡張スロット制御部１８、拡張スロット９、拡張スティック１
１、拡張表示装置制御部２６を順次介して拡張表示部１３へ送出し、当該拡張表示部１３
に表示情報データＤ８に基づく、表示対象情報及び付随情報を表示する。
【００５１】
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これに対して、電話機制御部１６は、拡張表示装置１０の装着時に併用表示の表示形態が
選択されていると、表示対象情報に付随情報が付随していない場合には、当該表示対象情
報に応じた表示対象情報データＤ７を拡張スロット制御部１８、拡張スロット９、拡張ス
ティック１１及び拡張表示装置制御部２６を順次介して拡張表示部１３へ送出することに
より、当該拡張表示部１３に表示対象情報データＤ７に基づく表示対象情報を表示する。
【００５２】
また、電話機制御部１６は、表示対象情報に付帯情報が付随している場合、当該表示対象
情報から付随情報を分離して、表示対象情報に応じた表示対象情報データＤ７を拡張スロ
ット制御部１８、拡張スロット９、拡張スティック１１及び拡張表示装置制御部２６を順
次介して拡張表示部１３へ送出することにより、当該拡張表示部１３に表示対象情報デー
タＤ７に基づく表示対象情報を表示すると共に、付随情報に応じた付随情報データＤ９を
本体表示部８に送出することにより、当該本体表示部８に付随情報データＤ９に基づく付
随情報を表示する。
【００５３】
因みに電話機制御部１６は、拡張表示装置１０の装着時に併用表示の表示形態が選択され
ているにもかかわらず、表示対象情報に付随情報が付随していない場合には、本体表示部
８への電力の供給を停止することにより、バッテリパック７に対する無駄な電力消費を防
止する。
【００５４】
実際上、電話機制御部１６は、拡張表示装置１０の装着時、図示しないウェブサーバから
インターネット及び基地局を順次介して送信された表示対象情報としてのウェブ画像のウ
ェブ画像信号Ｓ５をアンテナ素子６で受信して無線通信回路２０に取り込むと、当該無線
通信回路２０においてウェブ画像信号Ｓ５に所定の受信処理を施してウェブ画像データＤ
１０を生成する。
【００５５】
そして、電話機制御部１６は、ウェブ画像データＤ１０において広告画像としての広告画
像データＤ１１を自動で取得するように指定されている場合には、その指定に応じて例え
ば広告用のサーバからインターネット、基地局及びアンテナ素子６を順次介して広告画像
信号Ｓ６を無線通信回路２０に取り込み、当該無線通信回路２０において広告画像信号Ｓ
６に所定の受信処理を施して、広告画像データＤ１１を生成する。
【００５６】
従って、電話機制御部１６は、拡張表示装置１０の装着時に単独表示の表示形態が選択さ
れている状態で、ウェブ画像データＤ１０のみを取得したときには、当該ウェブ画像デー
タＤ１０をそのまま用いてウェブ画像表示画面データＤ１２を生成し、当該ウェブ画像表
示画面データＤ１２を拡張スロット制御部１８、拡張スロット９、拡張スティック１１及
び拡張表示装置制御部２６を順次介して拡張表示部１３へ送出することにより、当該拡張
表示部１３にウェブ画像表示画面データＤ１２に基づく図５に示すようなウェブ画像表示
用画面３０を表示する。
【００５７】
この単独表示の表示形態におけるウェブ画像表示用画面３０は、画面上側に状態表示領域
３１が設けられ、当該状態表示領域３１の下側にウェブ画像表示領域３２が設けられて構
成されている。
【００５８】
この場合、ウェブ画像表示用画面３０は、状態表示領域３１に電波の受信状態、電子メー
ルの受信の有無、バッテリ残量等の携帯電話機１の各種状態を表すアイコンが表示され、
ウェブ画像表示領域３２にウェブ画像データＤ１０に基づくウェブ画像３３が表示される
。
【００５９】
また、電話機制御部１６は、拡張表示装置１０の装着時に単独表示の表示形態が選択され
ている状態で、ウェブ画像データＤ１０及び広告画像データＤ１１を取得したときには、
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ウェブ画像データＤ１０及び広告画像データＤ１１に基づいて広告付ウェブ画像表示画面
データＤ１３を生成し、当該生成した広告付ウェブ画像表示画面データＤ１３を拡張スロ
ット制御部１８、拡張スロット９、拡張スティック１１及び拡張表示装置制御部２４を順
次介して拡張表示部１３へ送出することにより、当該拡張表示部１３に広告付ウェブ画像
表示画面データＤ１３に基づく図６に示すような広告付ウェブ画像表示用画面４０を表示
する。
【００６０】
この単独表示の表示形態における広告付ウェブ画像表示用画面４０は、画面上側に状態表
示領域４１が設けられ、当該状態表示領域４１の下側にウェブ画像表示領域４２が設けら
れて構成されている。
【００６１】
この場合、広告付ウェブ画像表示用画面４０は、状態表示領域４１に図５について上述し
たウェブ画像表示用画面３０の状態表示領域３１と同様に携帯電話機１の各種状態を表す
複数のアイコンが表示され、ウェブ画像表示領域４２には、ウェブ画像データＤ１０に基
づくウェブ画像４３が表示されると共に、当該ウェブ画像表示領域４２内の下側に設けら
れた広告表示枠４４内に広告画像データＤ１１に基づく広告画像４５が表示される。
【００６２】
これにより、電話機制御部１６は、ウェブ画像データＤ１０及び広告画像データＤ１１を
合わせて取得した場合、広告付ウェブ画像表示用画面４０にウェブ画像４３と広告画像４
５を一括表示すると共に、広告表示枠４４によりウェブ画像４３と広告画像４５とを容易
に区別して視認させることができる。
【００６３】
電話機制御部１６は、拡張表示装置１０の装着時、併用表示の表示形態が選択されている
状態で、ウェブ画像データＤ１０のみを取得したときには、当該ウェブ画像データＤ１０
に基づいてウェブ画像表示画面データＤ１４を生成し、そのウェブ画像表示画面データＤ
１４を拡張スロット制御部１８、拡張スロット９、拡張スティック１１、拡張表示装置制
御部２６を順次介して拡張表示部１３へ送出することにより、当該拡張表示部１３にウェ
ブ画像表示画面データＤ１４に基づく図７に示すようなウェブ画像表示用画面５０を表示
する。
【００６４】
因みに、電話機制御部１６は、このとき本体表示部８には何も表示せずに消灯した状態に
する。
【００６５】
この併用表示の表示形態におけるウェブ画像表示用画面５０は、画面上側に状態表示領域
５１が設けられ、当該状態表示領域５１の下側にウェブ画像表示領域５２が設けられて構
成されている。
【００６６】
この場合、ウェブ画像表示用画面５０は、状態表示領域５１に図５について上述したウェ
ブ画像表示用画面３０の状態表示領域３１と同様に携帯電話機１の各種状態を表す複数の
アイコンが表示され、ウェブ画像表示領域５２には、ウェブ画像データＤ１０に基づくウ
ェブ画像５３が表示される。
【００６７】
また、電話機制御部１６は、拡張表示装置の装着時に併用表示の表示形態が選択されてい
る状態で、ウェブ画像データＤ１０及び広告画像データＤ１１を取得したときには、ウェ
ブ画像データＤ１０に基づいてウェブ画像表示画面データＤ１５を生成し、当該生成した
ウェブ画像表示画面データＤ１５を拡張スロット制御部１８、拡張スロット９、拡張ステ
ィック１１及び拡張表示装置制御部２６を順次介して拡張表示部１３へ送出することによ
り、当該拡張表示部１３にウェブ画像表示画面データＤ１５に基づく図９に示すようなウ
ェブ画像表示用画面６０を表示すると共に、広告画像データＤ１１に基づいて広告表示画
面データＤ１６を生成し、当該広告表示画面データＤ１６を本体表示部８に送出すること
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により、当該本体表示部８に広告表示画面データＤ１６に基づく図９示すような広告表示
用画面６１を表示する。
【００６８】
この併用表示の表示形態におけるウェブ画像表示用画面６０は、画面上側に状態表示領域
６２が設けられ、当該状態表示領域６２の下側にウェブ画像表示領域６３が設けられて構
成されている。
【００６９】
この場合、ウェブ画像表示用画面６０は、状態表示領域６１に図５について上述したウェ
ブ画像表示用画面３０の状態表示領域３１と同様に携帯電話機１の各種状態を表す複数の
アイコンが表示され、ウェブ画像表示領域６３には、ウェブ画像データＤ１０に基づくウ
ェブ画像６５が表示される。
【００７０】
また、併用表示の表示形態における広告表示用画面６１は、全体を広告画像表示領域６４
として構成されている。
【００７１】
そして、広告表示用画面６１は、広告画像表示領域６４に広告画像データＤ１１に基づく
広告画像６６が表示される。
【００７２】
因みに、電話機制御部１６は、ウェブ画像データＤ１０に音楽データＤ１７が付加されて
いる場合、その音楽データＤ１７を拡張スロット制御部１８、拡張スロット９、拡張ステ
ィック１１及び拡張表示装置制御部２６を順次介して拡張スピーカ１５に送出することに
より、当該拡張スピーカ１５から音楽データＤ１７に基づく音楽を出力するようになされ
ている。
【００７３】
一方、電話機制御部１６は、拡張表示装置１０の装着時、図示しないメールサーバからイ
ンターネット及び基地局を順次介して送信されたメール信号Ｓ７をアンテナ素子６を介し
て受信して無線通信回路２０に取り込むと、当該無線通信回路２０においてメール信号Ｓ
７に所定の受信処理を施して受信メール本文データＤ１８と受信メール情報データＤ１９
とを生成する。
【００７４】
ここで、受信メール本文データＤ１８に基づく受信メール本文は表示対象情報であり、受
信メール情報データＤ１９に基づく送信者のメールアドレス、受信メール本文に対するタ
イトル等（以下、これらをまとめて受信メール情報と呼ぶ）は、受信メール本文（すなわ
ち表示対象情報）に付随する付随情報である。
【００７５】
従って、電話機制御部１６は、拡張表示装置１０の装着時に単独表示の表示形態が選択さ
れている状態で、メール信号Ｓ７を受信すると、受信メール本文データＤ１８及び受信メ
ール情報データＤ１９に基づいて受信メール表示画面データＤ２０を生成し、当該生成し
た受信メール表示画面データＤ２０を拡張スロット制御部１８、拡張スロット９、拡張ス
ティック１１及び拡張表示装置制御部２６を順次介して拡張表示部１３へ送出することに
より当該拡張表示部１３に受信メール表示画面データＤ２０に基づく図５に示すような受
信メール表示用画面７０を表示する。
【００７６】
この併用表示の表示形態における受信メール表示用画面７０は、画面の上側から下側に渡
って状態表示領域７１とメール情報表示領域７２とメール情報表示領域７２にメール本文
表示領域７３とが順番に設けられて構成されている。
【００７７】
この場合、受信メール表示用画面７０は、状態表示領域７１に図５について上述したウェ
ブ画像表示用画面３０の状態表示領域３１と同様に携帯電話機１の各種状態を表す複数の
アイコンが表示され、メール情報表示領域７３には、受信メール情報データＤ１９に基づ
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く受信メール情報７４が表示され、メール本文表示領域７３には、受信メール本文データ
Ｄ１８に基づく受信メール本文７５が表示される。
【００７８】
また、電話機制御部１６は、拡張表示装置１０の装着時に併用表示の表示形態が選択され
ている状態で、メール信号Ｓ７を受信すると、受信メール本文データＤ１８に基づいて受
信メール本文表示画面データＤ２１を生成し、当該生成した受信メール本文表示画面デー
タＤ２１を拡張スロット制御部１８、拡張スロット９、拡張スティック１１及び拡張表示
装置制御部２６を順次介して拡張表示部１３へ送出することにより当該拡張表示部１３に
受信メール本文表示画面データＤ２１に基づく図８に示すような受信メール本文表示用画
面８０を表示すると共に、受信メール情報データＤ１６に基づいて受信メール情報表示画
面データＤ２２を生成し、当該生成した受信メール情報表示画面データＤ２２を本体表示
部８へ送出することにより、当該本体表示部８に受信メール情報表示画面データＤ２２に
基づく図８に示すような受信メール情報表示用画面８１を表示する。
【００７９】
この併用表示の表示形態における受信メール本文表示用画面８０は、画面上側に状態表示
領域８２が設けられ、当該状態表示領域８２の下側にメール本文表示領域８３が設けられ
て構成されている。
【００８０】
この場合、受信メール本文表示用画面８０は、状態表示領域８２に図５について上述した
ウェブ画像表示画面３０の状態表示領域３１と同様に携帯電話機１の各種状態を表す複数
のアイコンが表示され、メール情報表示領域８２には、受信メール本文データＤ１８に基
づく受信メール本文８５が表示される。
【００８１】
また、受信メール情報表示用画面８１は、全体を受信メール情報表示領域８４として構成
されて、当該メール本文表示領域８４に受信メール情報データＤ１９に基づく受信メール
情報８６が表示される。
【００８２】
これに加えて、電話機制御部１６は、拡張表示装置１０の装着時に単独表示の表示形態が
選択されている状態で、操作部５を介して電子メール作成命令が入力されると、メール作
成画面データＤ２３を生成し、当該生成したメール作成画面データＤ２３を拡張スロット
制御部１８、拡張スロット９、拡張スティック１１及び拡張表示装置制御部２６を順次介
して拡張表示部１３へ送出することにより、当該拡張表示部１３に表示対象情報及び付随
情報の表示用としてメール作成画面データＤ２３に基づく図１１（Ａ）に示すようなメー
ル作成画面９０を表示する。
【００８３】
この単独表示の表示形態におけるメール作成画面９０は、画面上側に状態表示領域９１が
設けられ、当該状態表示領域９１の下側にメール本文表示領域９２が設けられて構成され
ている。
【００８４】
この場合、メール作成画面９０は、状態表示領域９１に図５について上述したウェブ画像
表示用画面３０の状態表示領域３１と同様に携帯電話機１の各種状態を表す複数のアイコ
ンが表示され、メール本文表示領域９２には操作部５の入力操作に応じて作成された送信
用の電子メールの本文（以下、これを送信メール本文と呼ぶ）が文字が表示される。
【００８５】
実際上、電話機制御部１６は、送信メール本文の作成開始時、メール作成画面９０のメー
ル本文表示領域９２には文字の表示位置等を指定可能なカーソル９３のみを表示し、この
状態で操作部５の操作に応じてひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット及び数字等の
文字が入力されると、図１１（Ａ）に示すように、メール作成画面９０のメール本文表示
領域９２においてカーソル９３の位置からその入力された文字（以下、これを入力文字と
呼ぶ）９４を表示する。
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【００８６】
この状態で、電話機制御部１６は、操作部５の操作に応じてメール作成画面９０上で入力
文字９４（入力文字の文字列も含む）の変換命令が入力されると、図１１（Ｂ）に示すよ
うにメール作成画面９０においてメール本文表示領域９２内の下側に変換候補表示枠９５
を表示すると共に、当該変換候補表示枠９５内に、入力文字９４の変換候補となるカタカ
ナ、漢字、アルファベット、数字等の複数の変換候補文字９６を表示する。
【００８７】
そして、電話機制御部１６は、操作部５の操作に応じてメール作成画面９０内の各変換候
補文字９６のうち任意の変換候補文字９６が選択されると、図１１（Ｃ）に示すようにメ
ール作成画面９０において、メール本文表示領域９２内の入力文字９４を選択された変換
候補文字９６に交換して表示する。
【００８８】
このようにして電話機制御部１６は、図１２（Ａ）に示すように、操作部５を介して入力
された入力文字９４及び当該入力文字９４に対して選択された変換候補文字９６をメール
作成画面９０のメール本文表示領域９２内に表示して送信メール本文を作成し得るように
なされている。
【００８９】
ところで、電話機制御部１６は、操作部５の操作に応じてメール作成画面９０上でカーソ
ル９３を移動させ、送信メール本文９８内で挿入位置を変更するため任意の文字又は文字
列（以下これを挿入位置変更文字と呼ぶ）１０１が選択されると図１２（Ｂ）に示すよう
にメール本文表示領域９２に挿入位置変更文字１０１を除いた送信メール本文９９とカー
ソル９３とを表示すると共に、メール本文表示領域９２の下側に挿入位置変更文字表示枠
１００を表示し、当該挿入位置変更文字表示枠１００内にその挿入位置変更文字１０１を
表示する。
【００９０】
この状態で、電話機制御部１６は、操作部５の操作に応じてメール作成画面９０上でカー
ソル９３を移動させ、送信メール本文９９中で新たに挿入位置変更文字１０１を挿入する
ための挿入位置が指定されると、図１２（Ｃ）に示すように、挿入位置変更文字枠１００
内の挿入位置変更文字１０１を送信メール本文９９中の指定された挿入位置に移動して表
示する。
【００９１】
このようにして、電話機制御部１６は、送信メール本文を作成している間は、当該送信メ
ール本文を編集することもできるようになされている。
【００９２】
また、電話機制御部１６は、図１３（Ａ）に示すように、拡張表示装置の装着時に併用表
示の表示形態が選択されている状態で、操作部５を介して電子メール作成命令が入力され
ると、メール作成画面データＤ２４を生成し、当該生成したメール作成画面データＤ２４
を拡張スロット制御部１８、拡張スロット９、拡張スティック１１及び拡張表示装置制御
部２６を順次介して拡張表示部１３へ送出することにより、当該拡張表示部１３に表示対
象情報の表示用としてメール作成画面データＤ２４に基づくメール作成画面１１０を表示
すると共に、メール作成補助画面データＤ２５を生成し、当該生成したメール作成補助画
面データＤ２５を本体表示部８に送出することにより、当該本体表示部８に付随情報の表
示用としてメール作成補助画面データＤ２５に基づくメール作成補助画面１１１を表示す
る。
【００９３】
この場合、併用表示の表示形態におけるメール作成画面１１０は、画面の上側から下側に
渡って状態表示領域１１２とメール本文表示領域１１３とが順番に設けられて構成され、
当該状態表示領域１１２に図５について上述したウェブ画像表示画面３０の状態表示領域
と同様に携帯電話機１の各種状態を表す複数のアイコンが表示されている。
【００９４】
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また、メール作成補助画面１１１は、全体を未確定文字表示領域１１４として構成されて
いる。
【００９５】
そして、電話機制御部１６は、送信メール本文の作成開始時、メール作成画面１１０のメ
ール本文表示領域１１３にカーソル１１５のみを表示すると共に、メール作成補助画面１
１１の未確定文字表示領域１１４には初期状態において何も表示しない。
【００９６】
この状態で電話機制御部１６は、操作部５の操作に応じて入力文字が入力されると、図１
４（Ａ）に示すように、メール作成補助画面１１１の未確定文字表示領域１１４内にその
入力文字１１６を表示する。
【００９７】
そして、電話機制御部１６は、操作部５を介して入力文字１１６に対する変換命令が入力
されると、図１３（Ｂ）に示すようにメール作成補助画面１１１の未確定文字表示領域１
１４内に入力文字１１６の変換候補となる複数の変換候補文字１１７を表示する。
【００９８】
電話機制御部１６は、操作部５の操作に応じて、メール作成補助画面１１１内の各変換候
補文字１１７のうち任意の変換候補文字１１７が選択されると、当該選択された変換候補
文字１１７を図１３（Ｃ）に示すようにメール作成画面１１０においてメール本文表示領
域１１３内のカーソル１１５の位置に移動して表示する。
【００９９】
このようにして、電話機制御部１６は、拡張表示部１３及び本体表示部８を併用して、図
１４（Ａ）に示すようにメール作成画面１１０のメール本文表示領域１１３内に送信メー
ル本文１１９を作成し得るようになされている。
【０１００】
ところで、電話機制御部１６は、操作部５の操作に応じてメール作成画面１１０上でカー
ソル１１５を移動させ、送信メール本文１１９内で挿入位置を変更するための任意の挿入
位置変更文字１２１が選択されると、図１４（Ｂ）に示すようにメール本文表示領域１１
３内の送信メール本文１１９からその挿入位置変更文字１２１を抜き出して、メール作成
補助画面１１１の未確定文字表示領域１１４内に表示する。
【０１０１】
そして、電話機制御部１６は、操作部５の操作に応じてメール作成画面１１０上でカーソ
ル１１５を移動させて、送信メール本文１２０中で新たに挿入位置変更文字１２１を挿入
するための挿入位置が指定されると図１４（Ｃ）に示すように、未確定文字表示領域１１
４内の挿入位置変更文字１２１をメール本文表示領域１１３内の送信メール本文１２０中
の指定された挿入位置に移動して表示する。
【０１０２】
このようにして、電話機制御部１６は、併用表示の表示形態における送信メール本文の作
成中にも当該送信メール本文を編集し得るようになされている。
【０１０３】
因みに、電話機制御部１６は、撮像モード時、操作部５を介して入力された撮像命令に基
づいてカメラ２７で被写体を撮像すると、この結果得られた撮像データＤ２６を撮像制御
部１７を介して取り込み、この際、撮像日時等を表わす撮像情報データＤ２７を生成する
。
【０１０４】
この際、電話機制御部１６は、単独表示の表示形態が設定されている状態で拡張表示装置
１０が装着されていれば、撮像データＤ２６及び撮像情報データＤ２７に基づいて撮像画
像表示画面データＤ２８を生成し、当該生成した該撮像画像表示画面データＤ２８を拡張
スロット制御部１８、拡張スロット９、拡張スティック１１及び拡張表示装置制御部２６
を順次介して拡張表示部１３へ送出することにより、当該拡張表示部１３に撮像画像表示
画面データＤ２８に基づいて撮像画像及び撮像日時情報等を表示する。
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【０１０５】
また、電話機制御部１６は、併用表示の表示形態が設定されている状態で、拡張表示装置
１０が装着されていれば、撮像データＤ２６に基づいて撮像画像表示画面データＤ２９を
生成し、当該生成した撮像画像表示画面データＤ２９を拡張スロット制御部１８、拡張ス
ロット９、拡張スティック１１及び拡張表示装置制御部２６を順次介して拡張表示部１３
へ送出することにより、当該拡張表示部１３に撮像画像表示画面データＤ２９に基づく撮
像画像を表示すると共に、撮像情報データＤ２７に基づいて撮像情報表示画面データＤ３
０を生成し、当該生成した撮像情報表示画面データＤ３０を本体表示部８に送出すること
により、本体表示部８に撮像情報表示画面データＤ３０に基づく撮像日時情報等を表示す
る。
【０１０６】
ここで実際上、携帯電話機１の電話機制御部１６は、ＲＡＭ２３上に展開している表示制
御プログラムに従って図１５に示す表示制御処理手順ＲＴ１の開始ステップから入ってス
テップＳＰ１へ移り、ステップＳＰ１において、携帯電話機１の拡張スロット９にメモリ
スティック及び拡張スティック１１が挿着されるのを待ち受け、当該拡張スロット９にメ
モリスティック及び拡張スティック１１が挿着されると、そのメモリスティック及び当該
拡張スティック１１から識別データＤ５を読み出してステップＳＰ２へ移る。
【０１０７】
ステップＳＰ２において電話機制御部１６は、識別データＤ５に基づいて、拡張スロット
９を介して携帯電話機１に装着されたものを認識し、当該認識したものが拡張表示装置１
０であるか否かを判断する。
【０１０８】
ステップＳＰ２において否定結果が得られると、このことは、拡張スロット９にメモリス
ティック又は、拡張表示装置１０とは異なる他の外部機器の拡張スティックが挿着された
ことを表しており、このとき電話機制御部１６は、ステップＳＰ３へと移る。
【０１０９】
ステップＳＰ３において電話機制御部１６は、拡張スロット９に挿着されたメモリスティ
ック及び他の外部機器の拡張スティックに応じて各種処理を実行し、次のステップＳＰ４
へ移る。
【０１１０】
ステップＳＰ４においては、電話機制御部１６は、拡張スロット９に挿着されたメモリス
ティック及び外部機器の拡張スティックが抜かれたか否かを判断し、当該拡張スロット９
からメモリスティック及び外部機器の拡張スティックが抜かれずに否定結果を得ると、ス
テップＳＰ３に戻る。
【０１１１】
これに対してステップＳＰ４において電話機制御部１６は、拡張スロット９からメモリス
ティック及び外部機器の拡張スティックが抜かれて肯定結果を得ると、ステップＳＰ１へ
戻る。
【０１１２】
ステップＳＰ２において肯定結果が得られると、このことは拡張スロット９に拡張表示装
置１０の拡張スティック１１が挿着されたことを表しており、このとき電話機制御部１６
はステップＳＰ５へ移る。
【０１１３】
ステップＳＰ５において電話機制御部１６は、併用表示の表示形態が選択されているか否
かを判断する。
【０１１４】
ステップＳＰ５において否定結果が得られると、このことは、単独表示の表示形態が選択
されていることを表しており、このとき電話機制御部１６はステップＳＰ６へ移る。
【０１１５】
ステップＳＰ６において電話機制御部１６は、本体表示部８の表示を停止すると共に、表
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示対象情報データＤ７又は表示情報データＤ８を拡張表示部１３に送出することにより、
当該拡張表示部１３に表示対象情報データＤ７に基づく表示対象情報、又は、表示情報デ
ータＤ８に基づく表示対象情報及び付随情報を表示して、次のステップＳＰ７へ移る。
【０１１６】
これに対してステップＳＰ５において肯定結果が得られると、このことは、併用表示の表
示形態が選択されていることを表しており、このとき電話機制御部１６は、ステップＳＰ
８へ移る。
【０１１７】
ステップＳＰ８において電話機制御部１６は、表示対象情報に付随情報が付随しているか
否かを判断する。
【０１１８】
ステップＳＰ８において否定結果が得られると、このことは、表示対象情報に付随情報が
付随されていないことを表しており、このとき電話機制御部１６は、ステップＳＰ９に移
る。
【０１１９】
ステップＳＰ９において電話機制御部１６は、拡張表示部１３に表示対象情報データＤ７
を送出することにより、当該拡張表示部１３に表示対象情報を表示して、ステップＳＰ７
へ移る。
【０１２０】
これに対してステップＳＰ８において肯定結果が得られると、このことは、表示対象情報
に付随情報が付随していることを表しており、このとき、電話機制御部１６はステップＳ
Ｐ１０へ移る。
【０１２１】
ステップＳＰ１０において、電話機制御部１６は、表示対象情報データＤ７を拡張表示部
１３に送出することにより、当該拡張表示部１３に表示対象情報を表示すると共に、付随
情報データＤ９を本体表示部８に送出することにより、当該本体表示部８に付随情報を表
示して、次のステップＳＰ７に移る。
【０１２２】
ステップＳＰ７において電話機制御部１６は、拡張スロット９から拡張スティック１１が
抜かれたか否かを判断する。
【０１２３】
ステップＳＰ７において否定結果が得られると、このことは、拡張スロット９に拡張表示
制御部１０の拡張スティック１１が挿着されたままであることを表しており、このとき、
電話機制御部１６はステップＳＰ５に戻る。
【０１２４】
これに対してステップＳＰ７において肯定結果が得られると、このことは、拡張スロット
９から拡張表示装置１０の拡張スティック１１が抜かれたことを表しており、このとき、
電話機制御部１６は、ステップＳＰ１へ戻り上述の処理を繰り返す。
【０１２５】
ところで、電話機制御部１６は、ウェブ画像表示モード時に、単独表示の表示形態が選択
されていると、ＲＡＭ２３上で展開している表示制御プログラムに従って、図１５につい
て上述した表示制御処理手順ＲＴ１のステップＳＰ６に対応する処理として図１６に示す
単独表示のウェブ画像表示処理手順ＲＴ２を開始して、開始ステップから入ってステップ
ＳＰ２０に移り、ウェブ画像データＤ１０に広告画像データＤ１１が付随しているか否か
を判断する。
【０１２６】
ステップＳＰ２０において否定結果が得られると、このことは携帯電話機１の取得したウ
ェブ画像に広告画像が付随していないことを表しており、このとき電話機制御部１６はス
テップＳＰ２１へ移る。
【０１２７】
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ステップＳＰ２１において電話機制御部１６は、拡張表示部１３にウェブ画像３３を表示
して、次のステップＳＰ２２へ移る。
【０１２８】
これに対してステップＳＰ２０において肯定結果が得られると、このことは携帯電話機１
の取得したウェブ画像に広告画像が付随していることを表しており、このとき電話機制御
部１６はステップＳＰ２３へ移る。
【０１２９】
ステップＳＰ２３において電話機制御部１６は、拡張表示部１３にウェブ画像４３及び広
告画像４４を表示して、次のステップＳＰ２２に移り、単独表示の表示形態におけるウェ
ブ画像表示処理手順ＲＴ２を終了する。
【０１３０】
また、電話機制御部１６は、ウェブ画像表示モード時に、併用表示の表示形態が選択され
ていると、ＲＡＭ２３上で展開している表示制御プログラムに従って、図１５について上
述した表示制御処理手順ＲＴ１のステップＳＰ８～ステップＳＰ１０に対応する処理とし
て図１７に示す併用表示のウェブ画像表示処理手順ＲＴ３を開始して、開始ステップから
入ってステップＳＰ３０に移り、ウェブ画像データＤ１０に広告用データＤ１１が付随し
ているか否かを判断する。
【０１３１】
ステップＳＰ３０において否定結果が得られると、このことは電話機制御部１６が取得し
たウェブ画像に広告画像が付随していないことを表しており、このとき電話機制御部１６
はステップＳＰ３１へ移る。
【０１３２】
ステップＳＰ３１において電話機制御部１６は、拡張表示部１３にウェブ画像５３を表示
して、次のステップＳＰ３２へ移る。
【０１３３】
これに対してステップＳＰ３０において肯定結果が得られると、このことは電話機制御部
１６の取得したウェブ画像に広告画像が付随していることを表しており、このとき電話機
制御部１６は、ステップＳＰ３３へ移る。
【０１３４】
ステップＳＰ３３において電話機制御部１６は、拡張表示部１３にウェブ画像６４を表示
すると共に、本体表示部８に広告画像６６を表示して、次のステップＳＰ３２に移り、併
用表示の表示形態におけるウェブ画像表示処理手順ＲＴ３を終了する。
【０１３５】
一方、電話機制御部１６は、単独表示の表示形態が選択されている状態で、操作部５を介
して電子メール作成命令が入力されると、ＲＡＭ２３上で展開している表示制御プログラ
ムに従って、図１５について上述した表示制御処理手順ＲＴ１のステップＳＰ６に対応す
る処理として図１８に示す単独表示のメール作成画面表示処理手順ＲＴ４を開始して、開
始ステップから入ってステップＳＰ４０に移り、当該ステップＳＰ４０において電話機制
御部１６は、操作部５を介して入力文字が入力されたか否かを判断する。
【０１３６】
ステップＳＰ４０において肯定結果が得られると、このことは、操作部５を介して入力文
字が入力されたことを表しており、このときステップＳＰ４２へ移る。
【０１３７】
ステップＳＰ４２において電話機制御部１６は、操作部５を介して入力された入力文字９
４を拡張表示部１３に表示して、次のステップＳＰ４３へ移る。
【０１３８】
ステップＳＰ４３において電話機制御部１６は、操作部５を介して入力文字９４に対する
変換命令が入力されると、メール作成画面９０におけるメール本文表示領域９２内の変換
候補表示枠９５内に複数の変換候補文字９６を表示して、次のステップＳＰ４４へ移る。
【０１３９】
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ステップＳＰ４４において電話機制御部１６は、操作部５の操作に応じて各変換候補文字
９６のうち任意の変換候補文字９６が選択されると、メール作成画面９０のメール本文表
示領域９２においてメール入力文字９４を選択された変換候補文字９６に交換して、ステ
ップＳＰ４５へ移る。
【０１４０】
ところでステップＳＰ４０において否定結果が得られると、このことは、操作部５を介し
て入力文字以外の命令が入力されたことを表しており、このとき電話機制御部１６はステ
ップＳＰ４１へ移る。
【０１４１】
ステップＳＰ４１において電話機制御部１６は、操作部５を介してメール作成画面９０内
の送信メール本文９８中で挿入位置変更文字が選択されたか否かを判断する。
【０１４２】
ステップＳＰ４１において否定結果が得られると、このことは、操作部５を介して、入力
文字や挿入位置変更文字の選択のほかに何らかの命令が入力されたことを表しており、こ
のとき電話機制御部１６はステップＳＰ４６へ移る。
【０１４３】
これに対して、ステップＳＰ４１において肯定結果が得られると、このことは、操作部５
を介して送信メール本文９８中で挿入位置変更文字が選択されたことを表しており、この
とき電話機制御部１６は、次のステップＳＰ４６へ移る。
【０１４４】
ステップＳＰ４６において電話機制御部１６は、メール作成画面９０において、送信メー
ル本文９９から挿入位置変更文字を抜き出すと共に、当該抜き出した挿入位置変更文字を
メール本文表示領域９２内の挿入位置変更文字表示枠１００内に移動対象文字１０１を表
示して、次のステップＳＰ４７へ移る。
【０１４５】
ステップＳＰ４７において電話機制御部１６は、操作部５を介してメール作成画面９０の
送信メール本文９９中で挿入位置が指定されると、当該送信メール９９本文中の指定され
た挿入位置に挿入位置変更文字１０１を挿入して、次のステップＳＰ４５へ移る。
【０１４６】
ステップＳＰ４５において電話機制御部１６は、電子メールの作成を続けるか否かを判断
する。
【０１４７】
ステップＳＰ４５において肯定結果が得られると、このことは、操作部５を介していまだ
電子メール作成に対する終了命令が入力されていないことを表しており、このとき電話機
制御部１６はステップＳＰ４０へ戻り上述の処理を繰り返す。
【０１４８】
これに対してステップＳＰ４５において否定結果が得られると、このことは、操作部５を
介して電子メール作成に対する終了命令が入力されたことを表しており、このとき電話機
制御部１６はステップＳＰ４８へ移り、単独表示のメール表示画面表示処理手順ＲＴ４を
終了する。
【０１４９】
また話機制御部１６は、併用表示の表示形態が選択されている状態で、操作部５を介して
メール作成命令が入力されると、ＲＡＭ２３上で展開している表示制御プログラムに従っ
て、図１５について上述した表示制御処理手順ＲＴ１のステップＳＰ８～ステップＳＰ１
０に対応する処理として図１９に示す併用表示のメール作成画面表示処理手順ＲＴ５を開
始して、その開始ステップから入ってステップＳＰ５０に移り、当該ステップＳＰ５０に
おいて電話機制御部１６は、操作部５を介して入力文字が入力されたか否かを判断する。
【０１５０】
ステップＳＰ５０において肯定結果が得られると、このことは、操作部５を介して、入力
文字が入力されたことを表しており、このとき電話機制御部１６は、ステップＳＰ５２へ

10

20

30

40

50

(16) JP 3672194 B2 2005.7.13



移る。
【０１５１】
ステップＳＰ５２において電話機制御部１６は、本体表示部８に入力文字１１６を表示し
て、次のステップＳＰ５３へ移る。
【０１５２】
ステップＳＰ５３において電話機制御部１６は、操作部５を介して、本体表示部８に表示
している入力文字１１６の変換命令が入力されると、本体表示部８に入力文字に代えて複
数の変換候補文字１１７を表示して、次のステップＳＰ５４へ移る。
【０１５３】
ステップＳＰ５４において電話機制御部１６は、操作部５を介して各変換候補文字１１７
のうち任意の変換候補文字１１７が選択されると、当該選択された変換候補文字１１７を
拡張表示部１３に表示して、ステップＳＰ５５へ移る。
【０１５４】
ところでステップＳＰ５０において否定結果が得られると、このことは、操作部５を介し
て入力文字以外の各種命令が入力されたことを表しており、このとき電話機制御部１６は
ステップＳＰ５１へ移る。
【０１５５】
ステップＳＰ５１において電話機制御部１６は、拡張表示部１３に表示しているメール作
成画面１１０内の送信メール本文１１９中で挿入位置変更文字が選択されたか否かを判断
する。
【０１５６】
ステップＳＰ５１において否定結果が得られると、このことは、操作部５を介して、入力
文字や挿入位置変更文字の選択のほかに何らかの命令が入力されたことを表しており、こ
のとき電話機制御部１６はステップＳＰ５５へ移る。
【０１５７】
これに対して、ステップＳＰ５１において肯定結果が得られると、このことは操作部５を
介して送信メール本文１１９中で挿入位置変更文字が選択されたことを表しており、この
とき電話機制御部１６は次のステップＳＰ５６へ移る。
【０１５８】
ステップＳＰ５６において電話機制御部１６は、拡張表示部１３のメール作成画面１１０
内に挿入位置変更文字１２１を抜き出した送信メール本文１２０を表示すると共に、本体
表示部８に当該抜き出した挿入位置変更文字１２１を表示して、次のステップＳＰ５７へ
移る。
【０１５９】
ステップＳＰ５７において電話機制御部１６は、操作部５を介してメール作成画面１１０
内の送信メール本文１２０中で挿入位置が指定されると、本体表示部８に表示している挿
入位置変更文字１２１をメール作成画面１１０内の送信メール本文中の指定された挿入位
置に移動して挿入し、続くステップＳＰ５５へ移る。
【０１６０】
ステップＳＰ５６において電話機制御部１６は、電子メールの作成を続けるか否かを判断
する。
【０１６１】
ステップＳＰ５５において肯定結果が得られると、このことは、操作部５を介していまだ
電子メール作成に対する終了命令が入力されていないことを表しており、このとき電話機
制御部１６はステップＳＰ５０へ戻り上述の処理を繰り返す。
【０１６２】
これに対してステップＳＰ５５において否定結果が得られると、このことは、操作部５を
介して電子メール作成に対する終了命令が入力されたことを表しており、このとき電話機
制御部１６はステップＳＰ５８へ移り、単独表示のメール表示画面表示処理手順ＲＴ５を
終了する。
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【０１６３】
以上の構成において、携帯電話機１は、拡張スロット９に本体表示部８の表示面よりも大
きい表示面を有する拡張表示部１３が設けられた拡張表示装置１０の拡張スティック１１
を抜き挿し自在に挿着する。
【０１６４】
そして、携帯電話機１は、拡張表示装置１０の装着時、表示対象情報に付随情報が付随し
ていないときには、当該表示対象情報を拡張表示装置１０の拡張表示部１３に表示し、表
示対象情報に付随情報が付随しているときには、これら表示対象情報と付随情報とを分離
して当該表示対象情報を拡張表示装置１０の拡張表示部１３に表示すると共に、付随情報
を本体表示部８に表示するようにした。
【０１６５】
従って、携帯電話機１は、本体表示部８の表示面よりも、大きい表示面を有する拡張表示
部１３に表示対象情報を表示するため、表示対象情報の内容を一括で表示できる部分を格
段に多くして、当該表示対象情報の内容を確認し易くすることができる。
【０１６６】
また、携帯電話機１は、本体表示部８の表示面よりも拡張表示部１３の表示面が大きいた
め本体表示部８に表示対象情報を表示した場合に比べて当該表示対象情報を拡張表示部１
３に表示した場合は、その際に拡張表示部１３に表示しきれなかった部分が格段的に少な
いことによりその表示対象情報の表示しきれなかった部分を見せるためのスクロール動作
等の操作を大幅に軽減することができる。
【０１６７】
さらに、携帯電話機１は、携帯電話機１を持ち運ぶ場合、拡張表示装置１０を取り外せば
、携帯性が損われることを防止することができる。
【０１６８】
これに加えて、携帯電話機１は、表示対象情報と付随情報とは分離して本体表示部８と拡
張表示部１３とに振り分けて表示するため、これら表示対象情報及び付随情報の内容の視
認性をそれぞれ個別に向上し得るようになされている。
【０１６９】
また、携帯電話機１は、ウェブ画像６４に広告画像６６が付随している場合、拡張表示部
１３にウェブ画像６４を表示し、本体表示部８に広告画像６６を表示することにより、ウ
ェブ画像６４のみを閲覧する際、通常、使用しない本体表示部８に広告画像６６を表示す
ることで、表示表示部を有効に使用することができる。
【０１７０】
さらに、携帯電話機１は、メール作成時において、拡張表示部１３の送信メール本文を表
示すると共に、本体表示部８に入力文字を表示するため、送信メール本文の内容を容易に
且つ的確に確認させながら文字を入力させることができる。
【０１７１】
因みに、携帯電話機１は、このとき、本体表示部８に複数の変換候補文字１１７も表示す
るため、送信メール本文の内容を、容易にかつ的確に確認させながら所望の変換候補文字
を選択させることができる。
【０１７２】
これに加えて、携帯電話機１は、拡張表示部１３と本体表示部８とを併用して挿入位置変
更文字の挿入処理を実行するため、挿入位置変更文字１２１を抜き出す前と後、さらには
挿入したときの送信メール本文の文体や体裁を容易かつ的確に表示面よりも大きい、拡張
表示部１３にメール本文１４９を表示し、本体表示部８に移動対象文字１２１を表示する
ようにしたことで、視認させながら容易に移動処理をさせることができる。
【０１７３】
以上の構成によれば、携帯電話機１は、拡張スロット９に本体表示部８の表示面よりも大
きい表示面を有する拡張表示部１３が設けられた拡張表示装置１０の拡張スティック１１
を抜差し自在に挿着し、表示対象情報を拡張表示部１３に表示するようにしたことにより
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、表示対象情報の内容として一括で表示できる部分を格段に多くして、当該表示対象情報
の内容を確認し易くすることができ、かくして携帯電話機の使い勝手を一段と向上させる
ことができる。
【０１７４】
なお、上述の実施の形態においては、図１について上述したように、携帯電話機１の本体
筐体２の正面に基本的には通話の機能を実現するための各種操作キーでなる操作部５を設
けるようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず図１との対応部分に同一符
号を付して示す、図２２において携帯電話機１３０の本体筐体１３１の正面に本体表示部
８を細かくしている分、パーソナルコンピュータ用のキーボードと同様の各種操作キーで
なる操作部１３２を設けるように入力文字の各種命令を入力することができれば、この他
の種々の操作キー構成でなる操作部を設けるようにしても良い。
【０１７５】
また、上述の実施の形態においては、図２及び図３から明らかなように、本体筐体２に、
拡張スティック１１の長手方向を本体筐体長手方向とほぼ垂直にして抜差し自在に挿着す
る拡張スロット９を設けるようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、本
体筐体２に、拡張スティックの長手方向を本体筐体長手方向とほぼ平行にして抜差し自在
に挿着する拡張スロットを設けても良く、拡張スティックを抜差し自在に挿着することが
できれば、この他種々の拡張スロットを本体筐体の種々の位置に設けても良い。
【０１７６】
さらに、上述の実施の形態においては、所定の大きさの本体表示面を有する本体表示部と
して図１について上述した１行表示用の本体表示部８を適用するようにした場合について
述べたが、本発明はこれに限らず、図１との対応部分に同一符号を付して示す図２３にお
いて携帯電話機１３３の本体筐体１３４の正面左側に複数行表示可能な正方形の表示部１
３５を設けたり、又は、本体筐体の正面の上側端部に２～３行の文字列を表示可能な長方
形状の表示部を設けるように、この他の本体筐体の種々の位置に設けられた種々の形状の
本体表示部を適用するようにしても良い。
【０１７７】
さらに、上述の実施の形態においては、本体表示面よりも大きい拡張表示面を有する拡張
表示部として図２及び図３について上述した、拡張表示装置１０の拡張表示部１３を適用
する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、本体表示面よりも大きい拡張表示面
を有する拡張表示部であれば、本体筐体に一体に設けられた拡張表示部のようにこの他種
々の拡張表示部を適用することができる。
【０１７８】
さらに、上述の実施の形態においては、外部メモリを抜差し自在に挿着し、当該外部メモ
リに代えて、上記本体表示面よりも大きい拡張表示面を有する拡張表示部を着脱可能に接
続する外部メモリ接続手段として、図２～図３について上述した抜差自在なメモリスティ
ックの規格に準じた拡張スロット９を適用する場合について述べたが、本発明はこれに限
らず、外部メモリを抜差し自在に挿着し、当該外部メモリに代えて、上記本体表示面より
も大きい拡張表示面を有する拡張表示部を着脱可能に接続することができれば、メモリス
ティックの規格とは異なる規格に準じた外部メモリ接続手段等のように、この他種々の外
部メモリ接続手段を適用することができる。
【０１７９】
さらに、上述の実施の形態においては、外部メモリ接続手段に拡張表示部が挿着されたこ
とを検出する検出手段として、図４について上述した拡張スティック１１の内部における
検出用端子の電気的な導通により検出する拡張スロット制御部１８を適用するようにした
場合について述べたが、本発明はこれに限らず、拡張スロットに拡張スティックが挿着さ
れたことを機械的に検出するスイッチ等を用いる検出手段等のように、外部メモリ接続手
段に拡張表示部が挿着されたことを検出することができれば、この他種々の検出手段を広
く適用することができる。
【０１８０】
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さらに、上述の実施の形態においては、外部メモリ接続手段に拡張表示部が挿着されるま
での間は、本体表示部に表示対象情報を表示し、外部メモリ接続手段に拡張表示部が挿着
されると、当該拡張表示部に表示対象情報を表示する表示制御手段として、図４～図１９
について上述した携帯電話機１の電話機制御部１６を適用するようにした場合について述
べたが、本発明はこれに限らず、外部メモリ接続手段に拡張表示部が挿着されるまでの間
は、本体表示部に表示対象情報を表示し、外部メモリ接続手段に拡張表示部が挿着される
と、当該拡張表示部に表示対象情報を表示することができれば、ＣＰＵ（ Central Proces
sing Unit）やマイクロプロセッサ等のように、この他種々の表示制御手段を広く適用す
ることができる。
【０１８１】
さらに、上述の実施の形態においては、表示対象情報として表示対象情報及び当該表示対
象情報に付随する付随情報として、ウェブ画像とウェブ画像に付随する広告画像６６、受
信メール本文に付随する受信メール情報、送信メール本文に付随する入力文字、挿入位置
変更文字、撮像画像に付随する撮像日時情報を適用するようにした場合について述べたが
、本発明はこれに限らず、表示対象情報として映画の映像を適用し、当該表示対象情報に
付随する付随情報として、映画の映像に付随する映画に出演している俳優及び女優のプロ
フィールや字幕等のように、この他種々の表示対象情報及び付随情報を広く適用すること
ができる。
【０１８２】
さらに、上述の実施の形態においては、表示対象情報から付随情報を分離する分離手段と
して、電話機制御部１６を適用する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、表示
対象情報から付随情報を分離することができれば、ＣＰＵやマイクロプロセッサ等のよう
に、この他種々の分離手段を広く適用することができる。
【０１８３】
さらに、上述の実施の形態においては、携帯電話機１に対する拡張表示装置１０の装着に
先き立ち本体表示部８及び拡張表示部１３に対する表示形態として、単独表示の表示形態
と、併用表示の表示形態とのいずれか一方を予め任意に選択する場合について述べたが、
本発明はこれに限らず、携帯電話機１に対して拡張表示装置１０が装着されている状態で
単独表示の表示形態と併用表示の表示形態とを任意に選択して切り換えるようにしても良
い。このようにすれば、拡張表示装置に表示している表示対象情報に付随情報を加えても
、一括して可能な場合、併用表示の形態形態から単独表示の表示形態に切り換えることに
より、本体表示部の使用を停止することができ、かくして、無駄な電力消費を確実に防止
することができる。
【０１８４】
さらに、上述の実施の形態においては、電話機制御部１６がＲＯＭ２２に予め格納した表
示制御プログラムに従って図１５～図１９について上述した一連の処理を実行するように
した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、表示制御プログラムの格納されたプ
ログラム格納媒体を携帯電話機１にインストールすることにより上述した一連の処理を実
行するようにしても良い。
【０１８５】
そして、このように上述した一連の処理を実行するための表示制御プログラムを携帯電話
機１にインストールして実行可能な状態とするプログラム格納媒体としては、例えば、フ
ロッピー（登録商標）ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ（ Compact Disc-Read Only Memory）、Ｄ
ＶＤ（ Digital Versatile Disc）等のパッケージメディアのみならず、プログラム一時的
もしくは永続的に格納される半導体メモリ（外部メモリ）や磁気ディスク等で実現しても
良い。また、これらプログラム格納媒体に表示制御プログラムを格納する手段としては、
ローカルエリアネットワークやインターネット、ディジタル衛星放送等の有線及び無線通
信媒体を利用しても良く、ルータやモデム等の各種インターフェイスを介して格納するよ
うにしても良い。
【０１８６】
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さらに上述の実施の形態においては、本発明による携帯端末装置として、図１～図２１に
ついて上述した携帯電話機１、携帯電話機１３０、携帯電話機１３３を適用するようにし
た場合について述べたが、本発明はこれに限らず、本体筐体に表示部の異なる複数の表示
部が設けられた携帯電話機や少なくとも１つの本体表示部が設けられ、当該本体表示部が
１つのみ設けられた場合には、外部メモリに接続可能なスロットを有するものであればＰ
ＤＡ（ Personal Date Assistant）やトランシーバ等のように、この他の種々の携帯端末
装置を適用することができる。このようにすれば、拡張表示部及び本体表示部に表示対象
情報及び付随情報付随情報を分けて表示でき、かくして、表示対象情報と付随情報の内容
を個別に確認させることができる。
【０１８７】
さらに、上述の実施の形態においては、拡張表示装置１０の電力を携帯電話機１のバッテ
リパック７から供給するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、拡張
表示装置に着脱自在な一次電池及び又は二次電池を設けるようにしても良い。このように
すれば、拡張表示装置を携帯電話機１に装着した際に、拡張表示装置の電力と携帯電話機
１のバッテリパック７の電力とを併用することができ、かくして、携帯電話機１に対する
、拡張表示装置の装着時に、携帯電話機１及び拡張表示装置を長時間に渡って動作させる
ことができる。
【０１８８】
【発明の効果】
　上述のように本発明によれば、所定の大きさの本体表示面を有する本体表示部と、本体
表示面よりも大きい拡張表示面を有する拡張表示部ならびにスピーカを備えた拡張表示装
置と、外部メモリを抜差し自在に挿着し、当該外部メモリに代えて拡張表示装置を着脱可
能に接続する外部メモリ接続手段とを備え、外部メモリ接続手段に拡張表示装置が挿着さ
れるまでの間は本体表示部に表示対象情報を表示し、外部メモリ接続手段に拡張表示装置
が挿着されると拡張表示部に表示対象情報を表示する表示制御手段を設けるようにしたこ
とにより、表示対象情報の内容として一括で表示できる部分を格段に多くして、当該表示
対象情報の内容を確認し易くすることができ、かくして、携帯端末装置の使い勝手を一段
と向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による携帯電話機の構成の一実施の形態を示す略線的斜視図である。
【図２】本発明による拡張表示装置装着前の携帯電話機を示す略線的斜視図である。
【図３】本発明による拡張表示装置装着後の携帯電話機を示す略線的斜視図である。
【図４】拡張表示装置装着時の携帯電話機の回路構成を示すブロック図である。
【図５】単独表示のウェブ画像表示用画面を示す略線図である。
【図６】単独表示の広告付ウェブ画像表示用画面を示す略線図である。
【図７】併用表示のウェブ画像表示用画面を示す略線図である。
【図８】併用表示のウェブ画像及び広告表示用画面を示す略線図である。
【図９】単独表示の受信メール表示用画面を示す略線図である。
【図１０】併用表示の受信メール本文及びメール情報表示用画面を示す略線図である。
【図１１】単独表示のメール作成画面の文字入力の様子を示す略線図である。
【図１２】単独表示のメール作成画面の文字の移動の様子を示す略線図である。
【図１３】併用表示のメール作成及びメール作成補助画面の文字入力の様子を示す略線図
である。
【図１４】併用表示のメール作成及びメール作成補助画面の文字の移動の様子を示す略線
図である。
【図１５】携帯電話機の表示制御処理手順を示すフローチャートである。
【図１６】単独表示のウェブ画像表示処理手順を示すフローチャートである。
【図１７】併用表示のウェブ画像表示処理手順を示すフローチャートである。
【図１８】単独表示のメール作成画面表示処理手順を示すフローチャートである。
【図１９】併用表示のメール作成画面表示処理手順を示すフローチャートである。
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【図２０】他の実施の形態による携帯電話機の構成を示す略線的斜視図である。
【図２１】他の実施の形態による携帯電話機の構成を示す略線的斜視図である。
【符号の説明】
１……携帯電話機、８……本体表示部、９……拡張スロット、１０……拡張表示装置、１
１……拡張スティック、１３……拡張表示部、１６……電話機制御部、１８……拡張スロ
ット制御部、Ｄ５……装置識別データ、Ｄ７……表示対象情報データ、Ｄ８……表示情報
データ、Ｄ９……付随情報データ、Ｄ１０……ウェブ画像データ、Ｄ１１……広告画像デ
ータ、Ｄ１８……受信メール本文データ、Ｄ１９……受信メール情報データ、Ｄ２３……
メール作成画面データ、Ｄ２４……メール作成画面データ、Ｄ２５……メール作成補助画
面データ、Ｄ２６……撮像データ、Ｄ２７……画像情報データ、ＲＴ１……表示制御処理
手順、ＲＴ２……ウェブ画像表示処理手順、ＲＴ３……ウェブ画像表示処理手順、ＲＴ４
……メール作成画面表示処理手順、ＲＴ５……メール作成画面表示処理手順。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】
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