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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも液晶とバックライトからなる液晶ディスプレイと、
　情報処理装置が開閉されたか否かを検出する開閉検出手段と、
　前記情報処理装置が存在する使用環境内の照度を検知する検知手段と、
　照度値に対応付けられた明るさ領域と、前記バックライトの輝度に関する設定値とが予
め対応付けられて登録されている制御テーブルを参照して、前記検知手段により検知され
た照度値に基づいて、前記液晶ディスプレイにより画像を表示する際に点灯される前記バ
ックライトの輝度を複数の設定値のいずれか１つに設定する設定手段と、
　前記開閉検出手段により前記情報処理装置が開閉されたと検出された場合、前記液晶デ
ィスプレイが消灯状態か否か、待ち受け画面を表示中か否か、及び前記設定手段によりバ
ックライトの輝度が設定されているか否かに基づき前記情報処理装置の状態が未使用状態
であるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段による判定結果に基づいて、前記バックライトの点灯を制御する点灯制御
手段とを備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　ディスプレイと、
　情報処理装置が開閉されたか否かを検出する開閉検出手段と、
　前記情報処理装置が存在する使用環境内の照度を検知する検知手段と、
　照度値に対応付けられた明るさ領域と、前記バックライトの輝度に関する設定値とが予
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め対応付けられて登録されている制御テーブルを参照して、前記検知手段により検知され
た照度値に基づいて、前記液晶ディスプレイにより画像を表示する際に点灯される前記バ
ックライトの輝度を複数の設定値のいずれか１つに設定する設定手段と、
　前記開閉検出手段により前記情報処理装置が開閉されたと検出された場合、前記液晶デ
ィスプレイが消灯状態か否か、待ち受け画面を表示中か否か、及び前記設定手段によりバ
ックライトの輝度が設定されているか否かに基づき前記情報処理装置の状態が未使用状態
であるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段による判定結果に基づいて、前記ディスプレイの点灯の輝度を制御する点
灯制御手段とを備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　前記判定手段により前記情報処理装置の状態が使用状態であると判定された場合、前記
点灯制御手段は、前記バックライトの輝度に関する第２の設定値で前記バックライトを点
灯するように制御することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記バックライトの輝度に関する第１の設定値は、前記バックライトの輝度に関する第
２の設定値よりも小さいことを特徴とする請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記判定手段により前記情報処理装置の状態が未使用状態であると判定された場合、前
記点灯制御手段は、複数の前記設定値のうち前記設定手段により設定された前記バックラ
イトの輝度の設定値を用いずに、前記バックライトの輝度に関する第１の設定値で前記バ
ックライトを点灯するように制御することを特徴とする請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記判定手段により前記情報処理装置の状態が使用状態であると判定された場合、前記
点灯制御手段は、複数の前記設定値のうち前記設定手段により設定された、前記第２の設
定値としての前記バックライトの輝度の設定値で前記バックライトを点灯するように制御
することを特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記情報処理装置は、スライド式の構造を備える携帯電話機であることを特徴とする請
求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記情報処理装置の未使用状態には、少なくとも前記液晶ディスプレイの表示が行われ
ない消灯状態と待ち受け画面表示中の状態が含まれることを特徴とする請求項１または２
に記載の情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は情報処理装置に係り、特に、ディスプレイの点灯の制御を行う（例えばバック
ライトの制御）ことができるようにした情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近では、液晶ディスプレイが携帯電話機に表示部として用いられる。液晶ディスプレ
イの場合、液晶ディスプレイに配置される液晶は自ら発光しないため、液晶の背面などか
ら何らかの方法で発光させる必要がある。そこで、一般に、液晶の背面などからバックラ
イトを点灯させるようにしている。
【０００３】
　ここで、携帯電話機はユーザによって頻繁に持ち運ばれる。このことから、携帯電話機
の液晶ディスプレイは、屋外のような明るい環境だけでなく、トンネル内などのような暗
い環境においても使用される。そこで、従来から、携帯電話機が存在する使用環境内の照
度を検知する照度センサ（光センサ）を用いて、液晶の背面から点灯させるバックライト
を制御する技術が提案されている。具体的には、携帯電話機が存在する使用環境が明るい
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環境であれば、液晶の背面から点灯させるバックライトの輝度を上げ、一方、携帯電話機
が存在する使用環境が暗い環境であれば、液晶の背面から点灯させるバックライトの輝度
を下げるように制御される。
【０００４】
　なお、このようなバックライト制御に関連する技術として、周囲の環境が暗いときに、
ＬＣＤバックライトおよびキーバックライトの明るさを最低輝度レベルまで下げる技術が
知られている（特許文献１参照）。この特許文献１に提案されている技術によれば、周囲
が明るいときのみならず暗いときにも消費電力を抑えることが可能となる。
【０００５】
　また、液晶の背面から点灯させるバックライトの輝度を予め設定することも可能である
。さらに、スライド式の携帯電話機の場合、携帯電話機の閉状態から開状態の変化を検出
したときに、液晶の背面から点灯させるバックライトを制御してバックライトを点灯する
。
【特許文献１】特開２００６－１４６０３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　スライド式の携帯電話機の場合、無意識のうちに携帯電話機の開閉を操作するユーザも
見受けられる。このような開閉操作が行われると、携帯電話機の閉状態から開状態の変化
を検出したときに、液晶の背面から点灯させるバックライトを制御してバックライトが点
灯される（有機ＥＬデバイスであれば表示を行ってしまう）。ところが、無意識にユーザ
によって行われる開閉操作の回数に応じて、バックライト（有機ＥＬの点灯）を毎回点灯
すると、バックライト（有機ＥＬ）の点灯に伴って消費電流が大きくなってしまうという
課題があった。
【０００７】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、ユーザに気づかれることなく
、ディスプレイの点灯に伴う消費電流を低減することができる情報処理装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の情報処理装置は、上述した課題を解決するために、少なくとも液晶とバックラ
イトからなる液晶ディスプレイと、情報処理装置が開閉されたか否かを検出する開閉検出
手段と、開閉検出手段により情報処理装置が開閉されたと検出された場合、情報処理装置
の状態が未使用状態であるか否かを判定する判定手段と、判定手段による判定結果に基づ
いて、バックライトの点灯を制御する点灯制御手段とを備えることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の情報処理装置は、上述した課題を解決するために、ディスプレイと、情報処理
装置が開閉されたか否かを検出する開閉検出手段と、開閉検出手段により情報処理装置が
開閉されたと検出された場合、情報処理装置の状態が未使用状態であるか否かを判定する
判定手段と、判定手段による判定結果に基づいて、ディスプレイの点灯の輝度を制御する
点灯制御手段とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ユーザに気づかれることなく、ディスプレイの点灯に伴う消費電流を
低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。図１は、本発明に
係る情報処理装置として適用可能なスライド式の携帯電話機１の外観の構成を表している
。図１（Ａ）および（Ｂ）に示されるように、携帯電話機１は、第１の筐体１１と第２の
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筐体１２からなり、図示せぬガイドユニット（案内体）を介して第１の筐体１１と第２の
筐体１２とが互いに矢印Ｘ方向にスライド可能に設けられている。なお、図１（Ａ）は、
第１の筐体１１と第２の筐体１２を一体に重ね合わせた閉位置での携帯電話機１を正面か
ら見た外観の構成を表しており、図１（Ｂ）は、第１の筐体１１と第２の筐体１２を一体
に重ね合わせた閉位置での携帯電話機１を側面から見た外観の構成を表している。
【００１２】
　第２の筐体１２は、ほぼ平面形状を有している。図１（Ａ）における第２の筐体１２の
表面の中央部には、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）などからなるメインディスプレイ
１３が設けられている。図１（Ａ）における第２の筐体１２の表面の基部側には、サブ操
作キーとしての第２の操作キー１４が設けられており、第２の操作キー１４を用いて各種
指示を入力することができる。この第２の操作キー１４には、発呼キー、終話・電源キー
、クリアキー、および電子メールキーなどの各種の操作キーが配置されている。
【００１３】
　また、第２の筐体１２には、第２の操作キー１４として十字キーと確定キーが設けられ
ており、ユーザが十字キーを上下左右方向に操作することにより当てられたカーソルを上
下左右方向に移動させることができる。具体的には、第２の筐体１２に設けられたメイン
ディスプレイ１３に表示されている電話帳リストや電子メールのスクロール動作、簡易ホ
ームページのページ捲り動作および画像の送り動作などの種々の動作を実行する。
【００１４】
　また、確定キーを押下することにより、種々の機能を確定することができる。例えばユ
ーザによる十字キーの操作に応じてメインディスプレイ１３に表示された電話帳リストの
複数の電話番号の中から所望の電話番号が選択され、確定キーが第２の筐体１２の内部方
向に押圧されると、選択された電話番号を確定して電話番号に対して発呼処理が行われる
。
【００１５】
　さらに、第２の筐体１２には、十字キーと確定キーの左隣に電子メールキーが設けられ
ており、電子メールキーが第２の筐体１２の内部方向に押圧されると、メールの送受信機
能を呼び出すことができる。十字キーと確定キーの右隣には、ブラウザキーが設けられて
おり、ブラウザキーが第２の筐体１２の内部方向に押圧されると、Ｗｅｂページのデータ
を閲覧することが可能となる。
【００１６】
　図１（Ａ）における第２の筐体１２の表面の先端側には、レシーバ（受話器）１５が所
定の位置に設けられており、これにより、ユーザは音声通話することが可能である。なお
、携帯電話機１の所定の位置には、レシーバ１５以外の音声出力部としてのスピーカ５０
も設けられている。また、第１の筐体１２には、携帯電話機１の操作を行うサイドキー１
６が設けられている。さらに、第１の筐体１１と第２の筐体１２の内部の所定の位置には
、携帯電話機１の状態（すなわち、第２の筐体１２が閉位置にある状態、または第２の筐
体１２が開位置にある状態）を検知するための磁気センサ１７a、１７b、および１７cが
設けられる。さらに、レシーバ１５の近傍には、照度センサ４８が設けられている。この
照度センサ４８は、例えばフォトダイオードやフォトトランジスタなどからなり、携帯電
話機１が存在する使用環境内の照度（明るさ）を検知する。なお、メインディスプレイ１
３は、例えば液晶ディスプレイにより構成されるディスプレイである。液晶ディスプレイ
は一般に、例えば液晶、冷陰極管からなるバックライト、偏向フィルタ、配向膜、電極、
ＲＧＢのカラーフィルタなどの要素から構成され、このバックライトは例えば直下型方式
やエッジライト方式などにて点灯される。また、メインディスプレイ１３は、有機ＥＬデ
バイスにより構成されるようにしてもよい。
【００１７】
　なお、第１の筐体１１と第２の筐体１２には、第２の筐体１２が図示せぬガイドユニッ
ト（案内体）を介してスライドされた場合に、開位置と閉位置で係止（ロック）するため
の係止機構（図示せず）が設けられている。この係止機構が設けられる位置は、磁気セン
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サ１７bおよび１７cが配設される位置と一致している。図示せぬ係止機構は、例えば機械
的に係合する構造を有し、所定の基準値以上の大きい力がユーザにより加えられてスライ
ド操作されると、係止状態を解除して容易にスライド可能となるように構成されている。
【００１８】
　携帯電話機１の内部の所定の位置には、送受信用のアンテナ（後述する図３のアンテナ
３１）が設けられており、内蔵されたアンテナを介して基地局（図示せず）との間で電波
を送受信する。
【００１９】
　図２は、本発明に係る情報処理装置として適用可能なスライド式の携帯電話機１の他の
外観の構成を表している。なお、図２（Ａ）は、第２の筐体１２が図１（Ａ）において長
軸方向（Ｘ方向）上方にスライドされて開位置で係止された状態での携帯電話機１を正面
から見た外観の構成を表しており、図２（Ｂ）は、第２の筐体１２が図１（Ａ）において
長軸方向上方にスライドされて開位置で係止された状態での携帯電話機１を側面から見た
外観の構成を表している。
【００２０】
　第１の筐体１１は、第２の筐体１２とほぼ同じ平面形状をしている。図２（Ａ）におけ
る第２の筐体１２の表面の基部側には、メイン操作キーとしての第１の操作キー１８が設
けられており、第１の操作キー１８を用いて各種指示を入力することができる。この第１
の操作キー１８には、「０」乃至「９」の数字キーなどの操作キーが配置されている。
【００２１】
　また、第１の筐体１１には、第１の操作キー１８の下部にマイクロフォン１９が設けら
れており、マイクロフォン１９によって通話時のユーザの音声を集音する。
【００２２】
　なお、第１の筐体１２は、背面側に図示しないバッテリパックが挿着されており、終話
・電源キーがオン状態になると、バッテリパックから各回路部に対して電力が供給されて
動作可能な状態に起動する。一方、図２（Ｂ）に示されるように、図２（Ａ）での第１の
筐体１１の裏面側には、ＣＣＤカメラ２０が設けられており、これにより、所望の撮影対
象を撮像することができる。
【００２３】
　図３は、本発明に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機１の内部の構成を表してい
る。図示せぬ基地局から送信されてきた無線信号は、アンテナ３１で受信された後、アン
テナ共用器（ＤＵＰ）３２を介して受信回路（ＲＸ）３３に入力される。受信回路３３は
、受信された無線信号を周波数シンセサイザ（ＳＹＮ）３４から出力された局部発振信号
とミキシングして中間周波数信号に周波数変換（ダウンコンバート）する。そして、受信
回路３３は、このダウンコンバートされた中間周波数信号を直交復調して受信ベースバン
ド信号を出力する。なお、周波数シンセサイザ３４から発生される局部発振信号の周波数
は、制御部４１から出力される制御信号ＳＹＣによって指示される。
【００２４】
　受信回路３３からの受信ベースバンド信号は、ＣＤＭＡ信号処理部３６に入力される。
ＣＤＭＡ信号処理部３６は、図示せぬＲＡＫＥ受信機を備える。このＲＡＫＥ受信機では
、受信ベースバンド信号に含まれる複数のパスがそれぞれの拡散符号（すなわち、拡散さ
れた受信信号の拡散符号と同一の拡散符号）で逆拡散処理される。そして、この逆拡散処
理された各パスの信号は、位相が調整された後、コヒーレントＲａｋｅ合成される。Ｒａ
ｋｅ合成後のデータ系列は、デインタリーブおよびチャネル復号（誤り訂正復号）が行わ
れた後、２値のデータ判定が行われる。これにより、所定の伝送フォーマットの受信パケ
ットデータが得られる。この受信パケットデータは、圧縮伸張処理部３７に入力される。
【００２５】
　圧縮伸張処理部３７は、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）などにより構成され、Ｃ
ＤＭＡ信号処理部３６から出力された受信パケットデータを図示せぬ多重分離部によりメ
ディアごとに分離し、分離されたメディアごとのデータに対してそれぞれ復号処理を行う
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。例えば通話モードにおいては、受信パケットデータに含まれる通話音声などに対応する
オーディオデータをスピーチコーデックにより復号する。また、例えばテレビ電話モード
などのように、受信パケットデータに動画像データが含まれていれば、この動画像データ
をビデオコーデックにより復号する。さらに、受信パケットデータがダウンロードコンテ
ンツであれば、このダウンロードコンテンツを伸張した後、伸張されたダウンロードコン
テンツを制御部４１に出力する。
【００２６】
　復号処理により得られたディジタルオーディオ信号はＰＣＭコーデック３８に供給され
る。ＰＣＭコーデック３８は、圧縮伸張処理部３７から出力されたディジタルオーディオ
信号をＰＣＭ復号し、ＰＣＭ復号後のアナログオーディオデータ信号を受話増幅器３９に
出力する。このアナログオーディオ信号は、受話増幅器３９にて増幅された後、レシーバ
１５により出力される。
【００２７】
　圧縮伸張処理部３７によりビデオコーデックにて復号されたディジタル動画像信号は、
制御部４１に入力される。制御部４１は、圧縮伸張処理部３７から出力されたディジタル
動画像信号に基づく動画像を、図示せぬビデオＲＡＭ（例えばＶＲＡＭなど）を介してメ
インディスプレイ１３に表示させる。なお、制御部４１は、受信された動画像データだけ
でなく、ＣＣＤカメラ２０により撮像された動画像データに関しても、図示せぬビデオＲ
ＡＭを介してメインディスプレイ１３に表示させることも可能である。
【００２８】
　また、圧縮伸張処理部３７は、受信パケットデータが電子メールである場合、この電子
メールを制御部４１に供給する。制御部４１は、圧縮伸張処理部３７から供給された電子
メールを記憶部４２に記憶させる。そして、制御部４１は、ユーザによる入力部としての
第１の操作キー１８および第２の操作キー１４の操作に応じて、記憶部４２に記憶されて
いるこの電子メールを読み出し、読み出された電子メールをメインディスプレイ１３に表
示させる。
【００２９】
　一方、通話モードにおいて、マイクロフォン１９に入力された話者（ユーザ）の音声信
号（アナログオーディオ信号）は、送話増幅器４０により適正レベルまで増幅された後、
ＰＣＭコーデック３８によりＰＣＭ符号化される。このＰＣＭ符号化後のディジタルオー
ディオ信号は、圧縮伸張処理部３７に入力される。また、ＣＣＤカメラ２０から出力され
る動画像信号は、制御部４１によりディジタル化されて圧縮伸張処理部３７に入力される
。さらに、制御部４１にて作成されたテキストデータである電子メールも、圧縮伸張処理
部３７に入力される。
【００３０】
　圧縮伸張処理部３７は、ＰＣＭコーデック３８から出力されたディジタルオーディオ信
号を所定の送信データレートに応じたフォーマットで圧縮符号化する。これにより、オー
ディオデータが生成される。また、圧縮伸張処理部３７は、制御部４１から出力されたデ
ィジタル動画像信号を圧縮符号化して動画像データを生成する。そして、圧縮伸張処理部
３７は、これらのオーディオデータや動画像データを図示せぬ多重分離部で所定の伝送フ
ォーマットに従って多重化した後にパケット化し、パケット化後の送信パケットデータを
ＣＤＭＡ信号処理部３６に出力する。なお、圧縮伸張処理部３７は、制御部４１から電子
メールが出力された場合にも、この電子メールを送信パケットデータに多重化する。
【００３１】
　ＣＤＭＡ信号処理部３６は、圧縮伸張処理部３７から出力された送信パケットデータに
対し、送信チャネルに割り当てられた拡散符号を用いてスペクトラム拡散処理を施し、ス
ペクトラム拡散処理後の出力信号を送信回路（ＴＸ）３５に出力する。送信回路３５は、
スペクトラム拡散処理後の信号をＱＰＳＫ（Quadrature Phase Shift Keying）方式など
のディジタル変調方式を使用して変調する。送信回路３５は、ディジタル変調後の送信信
号を、周波数シンセサイザ３４から発生される局部発振信号と合成して無線信号に周波数
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変換（アップコンバート）する。そして、送信回路３５は、制御部４１により指示される
送信電力レベルとなるように、このアップコンバートにより生成された無線信号を高周波
増幅する。この高周波増幅された無線信号は、アンテナ共用器３２を介してアンテナ３１
に供給され、このアンテナ３１から図示せぬ基地局に向けて送信される。
【００３２】
　また、携帯電話機１は、外部メモリインタフェース４６を備えている。この外部メモリ
インタフェース４６は、メモリカード４７を着脱することが可能なスロットを備えている
。メモリカード４７は、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリカードやＮＯＲ型フラッシュメモリ
カードなどに代表されるフラッシュメモリカードの一種であり、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。
【００３３】
　制御部４１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、
およびＲＡＭ（Random Access Memory）などからなり、ＣＰＵは、ＲＯＭに記憶されてい
るプログラムまたは記憶部４２からＲＡＭにロードされた各種のアプリケーションプログ
ラムに従って各種の処理を実行するとともに、種々の制御信号を生成し、各部に供給する
ことにより携帯電話機１を統括的に制御する。ＲＡＭは、ＣＰＵが各種の処理を実行する
上において必要なデータなどを適宜記憶する。
【００３４】
　記憶部４２は、例えば、電気的に書換えや消去が可能な不揮発性メモリであるフラッシ
ュメモリ素子やＨＤＤ（Hard Disc Drive）などからなり、制御部４１のＣＰＵにより実
行される種々のアプリケーションプログラムや種々のデータ群を格納している。
【００３５】
　電源回路４４は、バッテリ４３の出力を基に所定の動作電源電圧Ｖｃｃを生成して各回
路部に供給する。また、携帯電話機１には、現在の正確な現在の時刻を測定する時計回路
４５が設けられている。
【００３６】
　図４は、本発明に係るバックライト制御処理を実行する場合における制御部４１のソフ
トウェア構成を示している。なお、以下メインディスプレイ１３が有機ＥＬデバイスで構
成される場合は、バックライトの概念がないため、有機ＥＬデバイスの表示輝度制御にそ
のまま置き換えて考える。以後必要な場合に適宜説明する。
【００３７】
　図４に示されるように、開閉検出ドライバ６１は、磁気センサ１７ａ乃至１７ｃからの
検知信号に基づいて、携帯電話機１の開閉を検出する。すなわち、開閉検出ドライバ６１
は、携帯電話機１の状態が第２の筐体１２が閉位置にある状態であるか、または第２の筐
体１２が開位置にある状態であるかを検出する。そして、開閉検出ドライバ６１は、携帯
電話機１の開閉を検出すると、開閉イベントを生成し、生成された開閉イベントを開閉イ
ベント検出ミドルウェア６２に送信する。開閉イベント検出ミドルウェア６２は、開閉ド
ライバ６１からの開閉イベントを受信し、受信された開閉イベントをＵＩタスク６４へ送
信する。
【００３８】
　ＵＩタスク６４は、ＵＩタスクを管理するモジュールであり、特に、開閉イベントをハ
ンドリング（受け渡す）する開閉イベントハンドラ６４ａを備える。開閉イベントハンド
ラ６４ａは、開閉イベント検出ミドルウェア６２からの開閉イベントを受信し、受信され
た開閉イベントのハンドル処理を行い、開閉イベントの通知を各アプリケーション６５Ａ
乃至６５Ｃに対して行う。また、このとき、開閉イベントハンドラ６４ａは、メインディ
スプレイ１３を制御するＬＣＤ制御ミドルウェア６３に対してバックライト点灯要求を送
信する。有機ＥＬデバイスにより構成されるメインディスプレイ１３の場合、開閉イベン
トハンドラ６４ａは、メインディスプレイ１３を制御するディスプレイ制御ミドルウェア
６３に対してディスプレイ点灯要求を送信する。
【００３９】
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　ここで、本発明に係るバックライト制御（有機ＥＬディスプレイ表示制御）処理を説明
する前に、その前提条件について説明する。携帯電話機１においては、バックライト輝度
設定画面にてバックライトを点灯する際に用いられるバックライトの輝度を予め設定する
ことができる。具体的には、図５に示されるように、「明るさ１」乃至「明るさ４」の４
つのレベルで、バックライトを点灯する際に用いられるバックライトの輝度を予め設定す
ることができる。例えば「明るさ３」に設定した場合、バックライトを点灯するとき、「
明るさ３」に対応するバックライトの輝度でバックライトが常に点灯される。また、照度
センサ４８を用いて自動バックライト制御を行う「照度センサによる自動制御」に設定す
ることもできる。この場合、照度センサ４８が検知した、携帯電話機１が存在する使用環
境内の照度（明るさ）に応じてバックライトが制御される。具体的には、記憶部４２に記
憶されているバックライト制御テーブルを用いて、メインディスプレイ１３のバックライ
トが制御される。
【００４０】
　図６は、記憶部４２に記憶されているバックライト制御テーブルの構成例を表している
。例えば図６に示されるように、照度に関する所定の基準値に基準値１乃至基準値３（基
準値１＜基準値２＜基準値３）が設定される。そして、制御部４１は、照度センサ４８か
ら読み出された照度値が基準値１以下であると判断したとき、メインディスプレイ１３の
バックライトの輝度を設定値１（バックライトの輝度に関する設定値）になるように制御
する。また、制御部４１は、照度センサ４８から読み出された照度値が基準値１より大き
く、かつ基準値２以下であると判断したとき、バックライトの輝度は設定値２になるよう
に制御する。また、制御部４１は、照度センサ４８から読み出された照度値が基準値２よ
り大きく、かつ基準値３以下であると判断したとき、バックライトの輝度は設定値３にな
るように制御する。制御部４１は、照度センサ４８から読み出された照度値が基準値３よ
りも大きいと判断したとき、バックライトの輝度は設定値４になるように制御する。なお
、設定値１乃至設定値４は、設定値１＜設定値２＜設定値３＜設定値４の関係を有してい
る。また、携帯電話機１が存在する使用環境の明るさを示す明るさは、照度センサ４８か
ら読み出された照度値（ｘ≦基準値１、基準値１＜ｘ≦基準値２、基準値２＜ｘ≦基準値
３、基準値３＜ｘ）のレベルに応じて、明るさ１、明るさ２、明るさ３、および明るさ４
とされる。勿論、照度に関する所定の基準値を４つ以上設けるようにして、バックライト
の輝度の設定値を４つ以上より多段階的に設定するようにしてもよい。なお、ここで用い
られる「輝度」とは、発光体（この場合、メインディスプレイ１３のバックライト）の単
位面積あたりの明るさを意味する。また有機ＥＬデバイスにより構成されるメインディス
プレイ１３の場合、有機ＥＬデバイスの「輝度」のことを意味する。
【００４１】
　さらに、携帯電話機１では、メインディスプレイ１３の点灯状態に関して以下のような
制御がなされる。すなわち、メインディスプレイ１３の点灯状態が明るく点灯している状
態（以下、「全点灯状態」という。有機ＥＬデバイスにより構成されるメインディスプレ
イ１３であるならば明るい輝度（第１輝度で表示している状態）で、ユーザによる操作が
なされずに予め設定された所定の時間が経過すると、発光輝度を落とす等により全点灯状
態に比べて暗めにした状態であるが、かつメインディスプレイ１３上の文字やアイコンが
識別可能な点灯状態（以下、「パーシャル状態」という。有機ＥＬデバイスにより構成さ
れるメインディスプレイ１３であるならば第１輝度より低い第２輝度での表示）に遷移し
、さらにユーザによる操作がなされずに予め設定された所定の時間が経過すると、メイン
ディスプレイ１３の表示が行われない状態（以下、「消灯状態」という。）に遷移するよ
うに制御される。
【００４２】
　次に、図７のフローチャートを参照して、図３および図４の携帯電話機１におけるバッ
クライト制御処理について説明する。なお、このバックライト制御処理は、開閉検出ドラ
イバ６１によって携帯電話機１の開閉が検出される度に開始される。
【００４３】
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　ステップＳ１において、開閉検出ドライバ６１は、磁気センサ１７ａ乃至１７ｃからの
検知信号に基づいて、携帯電話機１の開閉を検出する。すなわち、開閉検出ドライバ６１
は、携帯電話機１の状態が第２の筐体１２が閉位置にある状態であるか、または第２の筐
体１２が開位置にある状態であるかを検出する。そして、開閉検出ドライバ６１は、携帯
電話機１の開閉を検出すると、開閉イベントを生成し、生成された開閉イベントを開閉イ
ベント検出ミドルウェア６２に送信する。ステップＳ２において、開閉イベント検出ミド
ルウェア６２は、開閉ドライバ６１からの開閉イベントを受信し、受信された開閉イベン
トをＵＩタスク６４へ送信する。
【００４４】
　ステップＳ３において、ＵＩタスク６４の開閉イベントハンドラ６４ａは、開閉イベン
ト検出ミドルウェア６２からの開閉イベントを受信する。ステップＳ４において、開閉イ
ベントハンドラ６４ａは、受信された開閉イベントのハンドル処理を行い、開閉イベント
の通知を各アプリケーション６５Ａ乃至６５Ｃに対して行う。ステップＳ５において、開
閉イベントハンドラ６４ａは、メインディスプレイ１３の状態が消灯状態であるか否かを
判定する。ステップＳ５において開閉イベントハンドラ６４ａが、メインディスプレイ１
３の状態が消灯状態ではないと判定した場合、開閉イベントハンドラ６４ａはメインディ
スプレイ１３の状態が全点灯状態またはパーシャル状態であり、かつユーザが何らかの操
作を行っているか、あるいはユーザが意識的に携帯電話機１の開閉を行っていると認識す
る。開閉イベントハンドラ６４ａはステップＳ９で、メインディスプレイ１３を制御する
ＬＣＤ制御ミドルウェア６３に対して第１のバックライト点灯要求を送信する。ここで、
バックライト輝度設定画面にてバックライトを点灯する際に用いられるバックライトの輝
度が予め設定されている場合、第１のバックライト点灯要求は、予め設定されたバックラ
イトの輝度の設定値を用いてバックライトを点灯する要求である。また、照度センサ４８
による自動制御に設定されている場合、第１のバックライト点灯要求は、照度センサ４８
による自動バックライト制御に基づく設定値に従い、バックライトを点灯する要求である
。
【００４５】
　次に、ＬＣＤ制御ミドルウェア６３は、開閉イベントハンドラ６４ａからの第１のバッ
クライト点灯要求に従い、メインディスプレイ１３を制御し、予め設定されたバックライ
トの輝度の設定値を用いてバックライトを点灯するか、または、照度センサ４８による自
動バックライト制御に基づく設定値に従いバックライトを点灯する。その後、処理はステ
ップＳ１０に進み、ステップＳ１０において開閉処理が終了する。
【００４６】
　一方、ステップＳ５において開閉イベントハンドラ６４ａが、メインディスプレイ１３
の状態が消灯状態であると判定した場合、開閉イベントハンドラ６４ａはステップＳ６で
、メインディスプレイ１３上において待ち受け画面表示中であるか否かを判定する。なお
、ここでいう「待ち受け画面」には、ユーザによる操作に応じて表示された待ち受け画面
と、他の表示画面が表示されてから所定の時間が経過することで他の表示画面から待ち受
け画面に自動的に遷移して表示された待ち受け画面とが含まれる。ステップＳ６において
開閉イベントハンドラ６４ａが、メインディスプレイ１３上において待ち受け画面以外の
画面が表示中であると判定した場合、開閉イベントハンドラ６４ａはメインディスプレイ
１３の状態は消灯状態であるが、メインディスプレイ１３上において待ち受け画面以外の
画面が表示中であり、ユーザは意識的に携帯電話機１の開閉を行っていると認識する。そ
して、開閉イベントハンドラ６４ａはステップＳ９で、メインディスプレイ１３を制御す
るＬＣＤ制御ミドルウェア６３に対して第１のバックライト点灯要求を送信する。ＬＣＤ
制御ミドルウェア６３は、開閉イベントハンドラ６４ａからの第１のバックライト点灯要
求に従い、メインディスプレイ１３を制御し、予め設定されたバックライトの輝度の設定
値を用いてバックライトを点灯するか、または、照度センサ４８による自動バックライト
制御に基づく設定値に従いバックライトを点灯する。その後、処理はステップＳ１０に進
む。
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【００４７】
　これにより、すでにバックライトを点灯している最中に携帯電話機１の開閉に伴って再
点灯する場合に、照度センサ４８による自動バックライト制御に基づく設定値、または予
め設定されているバックライトの輝度の設定値でバックライトを点灯しないことでバック
ライトの点灯による照度が急に暗くなることを抑制し、ユーザが意図しないバックライト
の点灯による照度の急激な低下を防止することができる。
【００４８】
　なお、ステップＳ９の処理においてバックライトを点灯する場合、すでに同じバックラ
イトの輝度の設定値でバックライトを点灯しているときには、バックライトを再点灯する
のではなく、バックライトの点灯をそのままの状態で維持するようにしてもよい。
【００４９】
　ステップＳ６において開閉イベントハンドラ６４ａがメインディスプレイ１３上におい
て待ち受け画面表示中であると判定した場合、開閉イベントハンドラ６４ａはステップＳ
７で、照度センサ４８による自動バックライト制御に設定されているか否かを判定する。
ステップＳ７において開閉イベントハンドラ６４ａが、照度センサ４８による自動バック
ライト制御に設定されていないと判定した場合（すなわち、バックライトを点灯する際に
用いられるバックライトの輝度が予め設定されていると判定した場合）、処理はステップ
Ｓ９に進む。開閉イベントハンドラ６４ａはステップＳ９で、メインディスプレイ１３を
制御するＬＣＤ制御ミドルウェア６３に対して第１のバックライト点灯要求を送信する。
ＬＣＤ制御ミドルウェア６３は、開閉イベントハンドラ６４ａからの第１のバックライト
点灯要求に従い、メインディスプレイ１３を制御し、照度センサ４８による自動バックラ
イト制御に基づく設定値に従いバックライトを点灯する。その後、処理はステップＳ１０
に進む。
【００５０】
　これにより、バックライト輝度設定画面にてバックライトを点灯する際に用いられるバ
ックライトの輝度が予め設定されている場合に、携帯電話機１の開閉が行われても、バッ
クライトの輝度の設定値のうちの最も低い設定値でバックライトを点灯せずに、予め設定
されているバックライトの輝度の設定値でバックライトを点灯し続けることができる。従
って、予め設定されているバックライトの輝度の設定値でバックライトを点灯しないとき
があるなどのユーザからのクレームを抑制することができる。
【００５１】
　なお、ステップＳ５とステップＳ６の判定処理の順番を入れ替えるようにしてもよい。
【００５２】
　一方、ステップＳ７において開閉イベントハンドラ６４ａが、照度センサ４８による自
動バックライト制御に設定されていないと判定した場合、開閉イベントハンドラ６４ａは
、ユーザは無意識に携帯電話機１の開閉を行っていると認識する。開閉イベントハンドラ
６４ａはステップＳ８で、メインディスプレイ１３を制御するＬＣＤ制御ミドルウェア６
３に対して第２のバックライト点灯要求を送信する。ここで、第２のバックライト点灯要
求は、照度センサ４８を用いた自動バックライト制御に基づく設定値ではなく、バックラ
イトの輝度の設定値のうち最も低い設定値（例えば図５の場合、明るさ１）でバックライ
トを点灯する要求である。勿論、バックライトの点灯に伴う消費電流を抑制することがで
きさえすればよいので、第２のバックライト点灯要求時におけるバックライトの輝度の設
定値は、最も低い設定値である必要はなく、それ以外の設定値（例えば図５の場合、明る
さ２など）であってもよい。
【００５３】
　ＬＣＤ制御ミドルウェア６３は、開閉イベントハンドラ６４ａからの第２のバックライ
ト点灯要求に従い、メインディスプレイ１３を制御し、バックライトの輝度の設定値のう
ち最も低い設定値（例えば図５の場合、明るさ１）でバックライトを点灯する。その後、
処理はステップＳ１０に進む。
【００５４】
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　なお、本発明の実施形態においては、ユーザが無意識に携帯電話機１の開閉を行ってい
る状況を判断するに際し、消灯状態であるか否かと待ち受け画面表示中であるか否かの判
断要素に基づいてユーザが使用していない状態であるか否かを推定し、ユーザが無意識に
携帯電話機１の開閉を行っている状況であるか否かを判断するようにしている。勿論、こ
の２つの判断要素以外に基づいてユーザが使用していない状態であるか否かを推定するよ
うにしてもよい。ここで、「ユーザが携帯電話機を使用していない状態、またはユーザが
無意識のうちに携帯電話機を使用してしまっている状態」を「未使用状態」と定義する。
一方、「ユーザが意識的に携帯電話機を使用している状態」を「使用状態」と定義する。
【００５５】
　本発明の実施形態においては、携帯電話機１が開閉されたか否かを検出し、携帯電話機
１が開閉されたと検出された場合、携帯電話機１の状態が未使用状態（ユーザが使用して
いない状態）であるか否かを判定し、この判定結果に基づいて、メインディスプレイ１３
のバックライトの点灯を制御する。特に、携帯電話機１の状態が未使用状態であると判定
された場合、バックライトの輝度に関する第１の設定値でバックライトを点灯するように
制御し、携帯電話機１の状態が使用状態であると判定された場合、バックライトの輝度に
関する第２の設定値で前記バックライトを点灯するように制御することができる。
【００５６】
　これにより、ユーザが無意識に携帯電話機１の開閉を行っている場合に、ユーザに気づ
かれずに携帯電話機１の開閉に伴うメインディスプレイ１３による消費電流を低減するこ
とができる。
【００５７】
　なお、本発明の実施形態においては、スライド式の携帯電話機１を明示的に記載したが
、このような場合に限られず、例えばストレート式の携帯電話機１や折り畳み式の携帯電
話機１などにも本発明を適用することができる。
【００５８】
　なお、本発明は、携帯電話機１以外にも、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、パ
ーソナルコンピュータ、携帯型ゲーム機、携帯型音楽再生機、携帯型動画再生機、その他
の情報処理装置にも適用することができる。
【００５９】
　また、本発明の実施形態において説明した一連の処理は、ソフトウェアにより実行させ
ることもできるが、ハードウェアにより実行させることもできる。
【００６０】
　さらに、本発明の実施形態では、フローチャートのステップは、記載された順序に沿っ
て時系列的に行われる処理の例を示したが、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列
的あるいは個別実行される処理をも含むものである。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機の外観の構成を示す外観図。
【図２】本発明に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機の他の外観の構成を示す外観
図。
【図３】本発明に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機の内部の構成を示すブロック
図。
【図４】本発明に係るバックライト制御処理を実行する場合における制御部のソフトウェ
ア構成を示す図。
【図５】バックライト輝度設定画面にて設定することができるバックライトの輝度を示す
図。
【図６】記憶部に記憶されているバックライト制御テーブルの構成例を示す図。
【図７】図３および図４の携帯電話機におけるバックライト制御処理を説明するフローチ
ャート。
【符号の説明】
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【００６２】
　１…携帯電話機、１１…第１の筐体、１２…第２の筐体、１３…メインディスプレイ、
１４…第２の操作キー、１５…レシーバ、１６…サイドキー、１７（１７ａ乃至１７ｃ）
…磁気センサ、１８…第１の操作キー、１９…マイクロフォン、２０…ＣＣＤカメラ、３
１…アンテナ、３２…アンテナ共用器（ＤＵＰ）、３３…受信回路（ＲＸ）、３４…周波
数シンセサイザ（ＳＹＮ）、３５…送信回路（ＴＸ）、３６…ＣＤＭＡ信号処理部、３７
…圧縮伸張処理部、３８…ＰＣＭコーデック、３９…受話増幅器、４０…送話増幅器、４
１…制御部、４２…記憶部、４３…バッテリ、４４…電源回路、４５…時計回路、４６…
外部メモリインタフェース、４７…メモリカード、４８…照度センサ、５０…スピーカ。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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