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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開閉可能な２筐体を有する携帯通信端末であって、
　前記２筐体が閉状態である場合に、各種情報を表示する第１表示部と、
　前記２筐体が開状態である場合に、各種情報を表示する第２表示部と、
　複数の通信アプリケーションによる着信の履歴を記憶する記憶部と、
　前記２筐体が閉状態である場合に、前記複数の通信アプリケーションそれぞれにより着
信があった通信アプリケーションによる履歴の種別を前記第１表示部に表示させ、前記２
筐体が開状態になった場合に、前記複数の通信アプリケーションそれぞれによる着信の履
歴のうち、予め選択された種別の着信の履歴を、１つの着信履歴にまとめたものを前記第
２表示部に表示させ、予め選択されなかった種別の着信の履歴を、前記第２表示部に表示
させない表示制御部と、
　を備える携帯通信端末。
【請求項２】
　開閉可能な２筐体を有する携帯通信端末であって、
　前記２筐体が閉状態である場合に、各種情報を表示する第１表示部と、
　前記２筐体が開状態である場合に、各種情報を表示する第２表示部と、
　複数の通信アプリケーションによる着信の履歴を記憶する記憶部と、
　前記第１表示部または前記第２表示部による表示を制御する表示制御部と、を備え、
　前記記憶部は、前記複数の通信アプリケーションによる着信の履歴のうち、前記第２表
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示部に履歴を表示する履歴の種別を記憶する第１のテーブルを有し、
　前記表示制御部は、前記２筐体が閉状態である場合に、前記複数の通信アプリケーショ
ンそれぞれにより着信があった通信アプリケーションによる履歴の種別を前記第１表示部
に表示させ、前記２筐体が開状態である場合に、前記複数の通信アプリケーションそれぞ
れによる着信の履歴のうち、前記第１のテーブルに基づいて選択された種別の着信の履歴
を、１つの着信履歴にまとめたものを前記第２表示部に表示させる
　携帯通信端末。
【請求項３】
　請求項２に記載の携帯通信端末であって、
　前記記憶部は、前記複数の通信アプリケーションによる着信の履歴のうち、前記第２表
示部に履歴を表示する履歴の種別を記憶する第１のテーブルと、前記複数の通信アプリケ
ーションによる着信の履歴のうち、前記第１のテーブルに基づいて選択された種別の着信
の履歴を、前記第２表示部に表示する着信の履歴として記憶する第２のテーブルと、を有
し、
　前記表示制御部は、前記２筐体が開状態である場合に、前記複数の通信アプリケーショ
ンそれぞれによる着信の履歴のうち、前記第２のテーブルに記憶した着信の履歴を、１つ
の着信履歴にまとめたものを前記第２表示部に表示させる
　携帯通信端末。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の携帯通信端末であって、
　前記表示制御部は、前記複数の通信アプリケーションそれぞれによる着信の履歴を、各
通信アプリケーションによる履歴の種別に予め割り当てられた優先度順に、１つの着信履
歴にまとめたものを前記第２表示部に表示する
　携帯通信端末。
【請求項５】
　請求項４に記載の携帯通信端末であって、
　前記表示制御部は、前記複数の通信アプリケーションそれぞれによる着信の履歴のうち
、最も高い優先度が割り当てられた種別の着信の履歴を、前記第２表示部に表示する
　携帯通信端末。
【請求項６】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の携帯通信端末であって、
　前記表示制御部は、前記複数の通信アプリケーションそれぞれによる着信の履歴を、当
該着信履歴を構成する１件分の着信情報を着信時刻順に並び替えて、１つの着信履歴にま
とめたものを、前記第２表示部に表示する
　携帯通信端末。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の携帯通信端末であって、
　前記複数の通信アプリケーションによる着信の履歴は、少なくとも音声電話の不応答の
履歴、新着メールの受信の履歴または伝言メモ受付の履歴を含む
　携帯通信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音声電話の不応答、メールの新着情報、伝言メモの有無などを表示する携帯
通信端末に関し、特に、２筐体型携帯通信端末であって、２筐体が開状態の場合に表示部
に、上記の着信履歴を表示する携帯通信端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の電話機能を備えた携帯通信端末は、２筐体型の携帯通信端末が主流になっている
。この２筐体型の携帯通信端末の中には、２筐体が折り畳み可能であって（以後、携帯通
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信端末の２筐体が折り重なっている状態を閉状態、折り重なっていない状態を開状態と称
する）、閉状態の場合には筐体外側に設けられたサブ表示部により各種情報を表示させ、
開状態の場合には閉状態時に２筐体が重なる箇所に設けられたメイン表示部に各種情報を
表示させるものがある（一般にメイン表示部の表示領域がサブ表示部のそれよりも広いた
め、サブ表示部には情報量の少ない簡易な情報を、メイン表示部には情報量の多い詳細か
つ閲覧し易い情報を表示することが多い）。
【０００３】
　特許文献１には、上記の携帯通信端末を利用して、音声電話の不応答、メールの新着情
報、伝言メモの有無などを表示する折畳式通信端末装置が提案されている。特許文献１の
折畳式通信端末装置は、閉状態時に着信履歴の簡易情報（電話着信、受信したメールの有
無など）をサブ表示部に表示し、その着信履歴の簡易情報を確認した当該装置利用者によ
って開状態にされたことを検出すると、その着信履歴の詳細情報（電話着信であれば着信
時刻、発信元情報、電話着信一覧など、メール受信であれば受信時刻、送信元情報、件名
など）をメイン表示部に表示するものである。
【０００４】
　この特許文献１の折畳式通信端末装置によれば、当該装置利用者が当該装置を開状態に
して着信履歴の詳細情報を確認する際、着信履歴画面を表示させるための切り替え操作を
行う必要が無いため、当該装置利用者にかけさせる手間を軽減することができる。
【特許文献１】特許第３５３０４７５号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の折畳式通信端末装置は、音声電話の不応答、メールの新着
情報、伝言メモの有無などのカテゴリ（なんらかの通信履歴を記録することができるあら
ゆる通信アプリケーションがこのカテゴリに含まれる）の着信履歴のうちの２つ以上が記
録されている場合には、その着信履歴をメイン表示部に表示させるために、当該装置利用
者に手間をかけさせてしまう。
【０００６】
　すなわち、特許文献１の折畳式通信端末装置は、１カテゴリの着信履歴の詳細情報しか
メイン表示部に表示することができず、複数のカテゴリの着信履歴の詳細情報を表示する
ためには、１カテゴリの着信履歴の詳細情報を確認した当該装置利用者によって当該装置
を一度閉状態にされ、その後再度開状態にされたことを検出した後、まだ表示していない
１カテゴリの着信履歴の詳細情報をメイン表示部に表示する必要がある。このため、複数
のカテゴリの着信履歴が記録されている場合、当該装置利用者はそのカテゴリの数だけ、
当該装置の２筐体の開閉を繰り返さなければならない。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、２筐体携帯通信端末であって、一度の閉
状態から開状態への移行で、複数のカテゴリの着信履歴の詳細情報をメイン表示部に表示
することができる携帯通信端末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】
　本発明の携帯通信端末は、開閉可能な２筐体を有する携帯通信端末であって、前記２筐
体が閉状態である場合に、各種情報を表示する第１表示部と、前記２筐体が開状態である
場合に、各種情報を表示する第２表示部と、複数の通信アプリケーションによる着信の履
歴を記憶する記憶部と、前記２筐体が閉状態である場合に、前記複数の通信アプリケーシ
ョンそれぞれにより着信があった通信アプリケーションによる履歴の種別を前記第１表示
部に表示させ、前記２筐体が開状態になった場合に、前記複数の通信アプリケーションそ
れぞれによる着信の履歴のうち、予め選択された種別の着信の履歴を、１つの着信履歴に
まとめたものを前記第２表示部に表示させ、予め選択されなかった種別の着信の履歴を、
前記第２表示部に表示させない表示制御部と、を備えるものである。
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　また、発明の携帯通信端末は、開閉可能な２筐体を有する携帯通信端末であって、前記
２筐体が閉状態である場合に、各種情報を表示する第１表示部と、前記２筐体が開状態で
ある場合に、各種情報を表示する第２表示部と、複数の通信アプリケーションによる着信
の履歴を記憶する記憶部と、前記第１表示部または前記第２表示部による表示を制御する
表示制御部と、を備え、前記記憶部は、前記複数の通信アプリケーションによる着信の履
歴のうち、前記第２表示部に履歴を表示する履歴の種別を記憶する第１のテーブルを有し
、前記表示制御部は、前記２筐体が閉状態である場合に、前記複数の通信アプリケーショ
ンそれぞれにより着信があった通信アプリケーションによる履歴の種別を前記第１表示部
に表示させ、前記２筐体が開状態である場合に、前記複数の通信アプリケーションそれぞ
れによる着信の履歴のうち、前記第１のテーブルに基づいて選択された種別の着信の履歴
を、１つの着信履歴にまとめたものを前記第２表示部に表示させるものである。
【０００９】
　これらの構成によれば、一度の閉状態から開状態への移行で、複数の種別の着信履歴を
第２表示部に表示することにより、端末利用者による着信履歴を確認するための操作の簡
略化を図ることができる。その結果、端末利用者による端末の使い勝手を向上させること
ができる。また、複数の種別の着信履歴を特定の条件に従って１つにまとめたものを第２
表示部に表示するため、端末利用者がその着信履歴の内容をより把握し易くなる。
【００１０】
　また、本発明の携帯通信端末は、前記表示制御部が、前記複数の通信アプリケーション
それぞれによる着信の履歴を、当該着信履歴を構成する１件分の着信情報を着信時刻順に
並び替えて、１つの着信履歴にまとめたものを、前記第２表示部に表示する、ものを含む
。
【００１１】
　また、本発明の携帯通信端末は、前記表示制御部が、前記複数の通信アプリケーション
それぞれによる着信の履歴を、各通信アプリケーションによる履歴の種別に予め割り当て
られた優先度順に、１つの着信履歴にまとめたものを前記第２表示部に表示するものを含
む。
【００１３】
　この構成によれば、複数のカテゴリの着信履歴を特定の条件に従って１つにまとめなお
したものをメイン表示部に表示するため、端末利用者がその着信履歴の内容をより把握し
易くなる。
【００１４】
　また、本発明の携帯通信端末は、前記表示制御部が、前記複数の通信アプリケーション
それぞれによる着信の履歴のうち、最も高い優先度が割り当てられた種別の着信の履歴を
、前記第２表示部に表示するものを含む。
【００１５】
　この構成によれば、端末利用者が最も表示させたい種別の新着情報のみを表示するため
、端末利用者が所望の種別の新着情報のみを簡単に確認することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は、本発明の携帯通信端末によれば、２筐体携帯通信端末であって、一度の閉状
態から開状態への移行で、複数の種別の着信履歴を第２表示部に表示することができ、当
該端末利用者による操作性が向上する。また、複数の種別の着信履歴を特定の条件に従っ
て１つにまとめたものを第２表示部に表示するため、端末利用者がその着信履歴の内容を
より把握し易くなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態の携帯通信端末について、図面を用いて説明する。ここで、携
帯通信端末の例として折畳式携帯電話装置を用いる。
【００１８】
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　図１は、本発明の携帯電話装置の構成を示すブロック図である。
　図１において、携帯電話装置１０は、送受信部１１と、データ変換部１２と、音声処理
部１３と、マイク１４と、スピーカ１５と、開閉検出部１６と、操作部１７と、サブ表示
部１８と、メイン表示部１９と、制御部２０とを有する構成となっている。
【００１９】
　送受信部１１は、アンテナを介して図示しない基地局と所定の周波数帯域による無線信
号の送受信を行う。
【００２０】
　データ変換部１２は、送受信部１１によって送受信される無線信号の変復調や各種デー
タの判定及び分離等の各種処理を行う。
【００２１】
　音声処理部１３は、データ変換部１２によって分離された音声データを復調し、スピー
カ１５に出力したり、マイク１４で取得した音声データを変換し、データ変換部１２へ送
出したりすることを行う。
【００２２】
　マイク１４は、外部音声を集音して電気信号に変換し、変換した音声信号を音声処理部
１３に送出する。
【００２３】
　スピーカ１５は、音声処理部１３から出力される音声信号の再生を行うもので、通話相
手の音声を外部に放音したり、着信音を出力したりする。
【００２４】
　開閉検出部１６は、折畳式の携帯電話装置１０が開いた状態にあるか、または閉じた状
態にあるかを機械的に検出するものであり、折畳式の携帯電話装置１０が開いた状態から
閉じた状態に変化したとき、あるいは閉じた状態から開いた状態に変化したとき、その開
閉状態の変化を検出し、検出信号を制御部２０へ出力する。
【００２５】
　操作部１７は、数字キーや文字キーと各種機能キーなどを有して構成され、電話番号や
文字などの入力、カテゴリとして表示対象の設定、表示対象としたカテゴリの表示順序は
時系列順であるか、「優先度付け」に連動した順であるかの選択、最優先カテゴリの設定
などの各種操作に用いられる。
【００２６】
　サブ表示部１８は、カラーまたは白黒液晶表示装置や有機ＥＬ表示装置から構成され、
各種簡易情報を表示する。
【００２７】
　メイン表示部１９は、白黒液晶表示装置、カラー液晶表示装置や有機ＥＬ表示装置から
構成され、通知すべき情報、文字情報や現在時刻情報などの各種詳細情報を表示する。
【００２８】
　制御部２０は、データ変換部１２によって分離された制御データの処理、操作部１７か
らの各種指示の入力、送受信部１１における送受信の制御、データ変換部１２における各
種処理の制御、音声処理部１３への着信通知音データの送出制御などの各種制御を行う。
また、開閉検出部１６からの検出信号の出力結果に基づき、サブ表示部１８による表示か
、メイン表示部１９による表示か、または表示内容の変更の制御を行う。
【００２９】
　サブ表示部１８及びメイン表示部１９の表示内容の変更を制御するため、制御部２０は
、新着情報管理部２１、新着情報メモリ２２、各通信アプリケーション、例えば留守番電
話部２３、電話部２４、伝言メモ部２５、メール部２６、を有する。
【００３０】
　新着情報管理部２１は、サブ表示部１８及びメイン表示部１９による表示する表示情報
の管理を行う。具体的に、新着情報管理部２１は、操作部１７から入力される情報を元に
、データテーブルを生成し、それを新着情報メモリ２２に記録し、通信アプリケーション
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用の各部のメモリに記録された履歴情報を所定の時間間隔で読み取りに行き（あるいは、
リアルタイムで履歴情報を更新するために、新着情報を検出する度に当該新着情報を送出
する各通信アプリケーションから、当該新着情報を履歴情報として受け付け）、その履歴
情報を一括して新着情報メモリ２２に記録し、新着情報メモリ２２に新たな履歴情報が記
録されたことを検出すると、そのことをサブ表示部１８に表示する。その後、開閉検出部
１６より携帯電話装置１０の２筐体が開状態になったことを検出すると、新着情報メモリ
２２に記録した情報を元に、着信履歴を更新する。
【００３１】
　図２は、新着情報管理部２１の新着情報メモリ２２に記録される各データテーブルの例
を示す。
【００３２】
　図２（ａ）は、新着情報メモリのテーブル例を示す。この例において、カテゴリ種別２
０１と、参照先２０２及び記録時刻２０３などの項目がある。カテゴリ種別２０１は、新
着情報メモリ２２に記録されているカテゴリの種別を示し、例えば、メール着信、音声電
話の不在着信、伝言メモの受け付けなどがある。参照先２０２は、各新着情報の記憶先を
示す。例えば、新着メールはメールメモリにＮｏ.１として記憶されている。時刻は新着
情報の記録時刻を示す。例えば、新着メールの到着時刻は１８：００である。
【００３３】
　図２（ｂ）は、新着情報表示のＯＮ／ＯＦＦ設定テーブル例である。この例において、
カテゴリ種別２０４と、テーマ２０５と、ユーザ設定２０６，２０７と、一括設定２０８
などの項目がある。カテゴリ種別２０４は新着情報を表示するかの設定対象となったカテ
ゴリである。テーマ２０５は携帯電話装置１０がメーカから出荷される時設定された状態
を示す。ユーザが何の設定も行わないとき、携帯電話装置１０はこのテーマ２０５が示す
設定状態で動作する。ここで、「ＯＮ」と設定されたカテゴリは新着情報表示の対象とな
り、「ＯＦＦ」と設定されたカテゴリは新着情報表示の対象外となる。例えば、ここの例
において、新着メールが「ＯＦＦ」と設定されたので、新着メールがあっても新着情報と
して表示しない。なお、テーマ２０５は、メーカが決定した新着情報表示のＯＮ／ＯＦＦ
の設定になるが、テーブル（Ｃ）のように１つに限るものではない。複数のテーマ（ＯＮ
／ＯＦＦの設定が異なるテーマ）が存在していて、ユーザが好きなテーマを選択できるよ
うにしてもよい。このとき、ユーザがテーマを選択したい場合は、この複数のテーマの中
の１つが初期値として設定されることが好ましい。
【００３４】
　ユーザ設定２０６、２０７はユーザが設定した状態を示す。ユーザ設定２０６と２０７
はそれぞれ異なる状態を示す。一括設定２０８は全てのカテゴリを一括して「ＯＮ」（あ
るいは、「ＯＦＦ」）と設定する状態を示す。
【００３５】
　図２（ｃ）は、新着情報表示の優先度テーブル例である。ここで、新着情報表示のＯＮ
／ＯＦＦ設定で「ＯＦＦ」に設定されたカテゴリは優先度設定の対象外となる。
【００３６】
　留守番電話部２３は、留守番電話アプリケーションであり、留守録音メッセージが留守
番電話センターに保存された時にその留守番電話センターから通知される留守録音メッセ
ージの有りの通知を、留守電メモリ２３１に記録する。
【００３７】
　電話部２４は、電話アプリケーションであり、データ変換部１２より出力されたデータ
のなかの電話データを処理し、着信履歴メモリ２４１を用いて電話の着信履歴を記録する
。
【００３８】
　伝言メモ部２５は、伝言メモアプリケーションであり、データ変換部１２より出力され
たデータのなかの伝言メモデータを処理し、伝言メモメモリ２５１を用いて伝言メモの履
歴及び内容を記録する。
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【００３９】
　メール部２６は、メールアプリケーションであり、データ変換部１２より出力されたデ
ータのなかのメールデータを処理し、メールメモリ２６１を用いてメールの着信履歴及び
メール自体を記録する。
【００４０】
　次に、上記のように構成された本発明の携帯電話装置１０の画面表示推移について説明
する。
【００４１】
　まず、折畳式携帯電話装置１０は、制御部２０の制御によって、基地局（図示せず）と
所定の手順で信号を送受信して位置登録を行い、待ち受け状態に入る。なお、この場合、
折畳式携帯電話装置１０は閉じた状態にあると仮定する。
【００４２】
　図３は、サブ表示部１８及びメイン表示部１９の画面表示推移を示す。
　図３（ａ）は、待ち受け状態におけるサブ表示部１８の表示画面を示している。制御部
２０は、時計回路（図示せず）から現在時刻を、またＲＳＳＩ検出部（図示せず）から電
界強度を取得して、時刻（１８時００分）と電界強度に対応したアンテナピクトを表示す
る。
【００４３】
　図３（ｂ）は、図３（ａ）の表示画面から、音声電話の着信があったにも拘わらず、応
答しなかった場合の表示状態を示している。この図３（ｂ）に示したように、サブ表示部
１８に「着信あり」が表示される。
【００４４】
　図３（ｃ）は、音声電話の着信があった後、留守番電話があった場合の表示状態を示し
、図３（ｂ）の表示画面から、留守番電話があった場合の表示状態を示している。この図
３（ｃ）に示したように、サブ表示部１８に「着信／留守電あり」が表示される。
【００４５】
　図３（ｄ）は、図３（ｃ）に示した状態において、メールの着信があった場合の表示状
態を示し、図３（ｂ）の表示画面からさらにメールの着信があった場合の表示状態を示し
ている。この図３（ｄ）に示したように、サブ表示部１８に「着信／留守電／メールあり
」が表示される。
【００４６】
　上述したように、複数のカテゴリの着信があることがサブ表示部１８より表示されてい
る。この状態で、携帯電話装置１０が開いた状態になると、サブ表示部１８の表示が停止
し、図３（ｅ）に示す「新着情報一覧」がメイン表示部１９に表示される。このメイン表
示部１９は着信／留守電／メールの詳細情報、すなわち、電話の着信時刻及び相手の名前
と、留守番電話の履歴と、着信メールの受信時刻及び送信者の名前とメールのタイトルな
どの詳細情報を表示する。
【００４７】
　これによって、携帯電話装置１０が閉じた状態になった場合、サブ表示部１８より複数
のカテゴリの着信情報を表示することができ、携帯電話装置１０が開いた状態になった場
合、何の操作もなく、複数のカテゴリの詳細な着信履歴情報をメイン表示部１９に表示す
ることができ、当該携帯電話装置１０の利用者による操作性が向上する。
【００４８】
　以下、複数のカテゴリの着信履歴を１つにまとめて表示する第１実施形態と、最優先カ
テゴリの着信履歴のみ表示する第２実施形態について詳細に説明する。
【００４９】
　（第１実施形態）
　本実施形態は、ユーザが複数のカテゴリを新着表示の「ＯＮ」に設定し、メイン表示部
１９はその設定に従って表示する例である。
【００５０】
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　図４は、本実施形態の表示動作を示すフローチャートである。
　まず、ユーザが操作部１７を用いて、表示設定を行う（ステップＳ４０１）。ここで、
ユーザが図２（ｂ）に示す設定項目のなかから、新着情報を表示したいカテゴリを選択し
、操作部１７よりその選択結果を入力する。新着情報管理部２１は、操作部１７から入力
される情報を元に、データテーブルを生成し、それを新着情報メモリ２２に記録する。図
５（ａ）は、音声電話の不在着信、新着メール、伝言メモ、留守番電話が選択された場合
に、生成されたデータテーブルである。この図５（ａ）に示すデータテーブルにおいて、
選択されたカテゴリが新着情報表示ＯＮに設定され、それ以外のカテゴリはＯＦＦに設定
される。また、ユーザが新着情報を表示したいカテゴリを選択せず、携帯電話装置１０が
出荷された時の設定（テーマ）を選択結果として入力した場合、そのテーマ情報を元に、
データテーブルを生成し、それを新着情報メモリ２２に記録する。
【００５１】
　また、ユーザが操作部１７を用いて、設定されたカテゴリの新着情報があった場合に、
携帯電話装置１０を開いた時のメイン表示部１９への画面表示の優先順位を設定する（ス
テップＳ４０２）。ユーザが操作部１７を用いて、新着情報表示ＯＮに設定されたカテゴ
リに対して表示時の優先順位を設定する。図５（ｂ）は、その優先順位設定の例を示す。
この図５（ｂ）において、表示時の優先順位は、新着メールが最優先で、その次は音声電
話の不在着信で、またその次は伝言メモで、最後に留守番電話の順になる。また、時系列
順に設定してもよい。
【００５２】
　新着情報管理部２１は、新着情報があるかを判断し（ステップＳ４０３）、新着情報が
ないと判定した場合、繰り返しステップＳ４０３を実行し、新着情報の到着を待つ。ここ
で、新着情報管理部２１は、通信アプリケーション用の各部のメモリに、すなわち留守電
メモリ２３１、着信履歴メモリ２４１、伝言メモメモリ２５１、メールメモリ２６１に記
録された履歴情報を所定の時間間隔で読み取りに行き、新着情報があるかを判定する。あ
るいは、留守電部２３、電話部２４、伝言メモ部２５、メール部２６が、新たな履歴を記
録したと判断すると、その履歴情報を新着情報管理部２１に送出し、新着情報管理部２１
は通信アプリケーション用の各部からの新たな履歴情報の有無により新着情報があるかを
判定する。
【００５３】
　新着情報管理部２１は、新着情報があると判定した場合、その新着情報を取得し（ステ
ップＳ４０４）、ステップＳ４０４において新着情報メモリ２２に新たな履歴情報が記録
されたことを検出すると、新たに記録された新着情報があることをサブ表示部１８に表示
させる（ステップＳ４０５）。図６（ａ）は、文字情報で表示するサブ表示部１８の表示
例である。図６（ｂ）は、マークで表示する表示するサブ表示部１８の表示例（図の左側
から着信／留守電／メール／伝言ありを意味するマーク）である。
【００５４】
　新着情報管理部２１は、取得した新着情報はステップＳ４０１で新着情報を表示したい
カテゴリに設定されたカテゴリの新着情報であるかを判断する（ステップＳ４０６）。こ
この判断は、取得した新着情報は図５（ａ）に示すデータテーブルにおいて、新着情報表
示ＯＮに設定されたカテゴリの新着情報であるかを判断する。
【００５５】
　ステップＳ４０６において、取得した新着情報は新着情報を表示したいカテゴリに設定
されたカテゴリの新着情報ではないと判定した場合、ステップＳ４０３に戻り、再度新着
情報があるかを判断する。
【００５６】
　一方、ステップＳ４０６において、取得した新着情報は新着情報を表示したいカテゴリ
に設定されたカテゴリの新着情報であると判定した場合、新着情報メモリ２２の情報を更
新する（ステップＳ４０７）。新着情報表示ＯＮに設定されたカテゴリの新着情報が複数
あった場合、取得した着信情報に応じて着信履歴を１つにまとめる。この際、ステップＳ
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４０２において設定された優先順位に従って、着信履歴を並び替えたり、あるいは、表示
の優先順位を時系列順に設定された場合、着信履歴を構成する１件分の着信情報を時系列
順に並び替えたりする。図５（ｃ）は、優先順位に従って、着信履歴を並び替えた例を示
す。この並び替えた例は、図５（ｂ）に設定された優先順位に従って並び替えたものであ
る。
【００５７】
　制御部２０は、携帯電話装置１０が開いた状態になったかを判断する（ステップＳ４０
８）。開閉検出部１６は、携帯電話装置１０が閉じた状態から開いた状態に変化したとき
、その開閉状態の変化を検出し、検出信号を制御部２０へ出力し、制御部２０は、その開
閉検出部１６からの検出信号の有無により、携帯電話装置１０が開いた状態になったかを
判断する。
【００５８】
　ステップＳ４０８において、開閉検出部１６からの検出信号がない、すなわち携帯電話
装置１０が開いた状態にならなかったと判定した場合、ステップＳ４０３に戻り、再度新
着情報があるかを判断する。
【００５９】
　一方、ステップＳ４０８において、開閉検出部１６からの検出信号がある、すなわち携
帯電話装置１０が開いた状態になったと判定した場合、サブ表示部１８の表示を停止させ
（ステップＳ４０９）、新着情報メモリ２２に記録した情報を元に、着信履歴を更新し、
メイン表示部１９に表示させる（ステップＳ４１０）。図６（ｃ）は、カテゴリ順で複数
の新着情報の一覧を表示する例で、図６（ｄ）は、時系列順（新着順）で複数の新着情報
の一覧を表示する例である。図６（ｃ）に示す新着情報の一覧は、ステップＳ４０２で設
定された表示の優先順位に従って、図５（ｃ）に示す新着情報を参照して表示される。ス
テップＳ４０２で新着メールは最優先に設定されたので、図６（ｃ）に新着メールが表示
画面の１の位置に表示される。表示された詳細は、図５（ｃ）に示したように、メールメ
モリ２６１に記憶されている情報を参照して表示される。不在着信、伝言メモ、留守電な
ども、それぞれの順位で、それぞれの情報を参照して表示される。また、「新着メール」
が反転表示されている状態で、ユーザが選択機能を有するキーを押すと、さらに詳細な情
報、例えば、メールの本文がメイン表示部１９に表示される。
【００６０】
　図６（ｄ）に示す新着情報の一覧は、カテゴリ種別と関係なく、時系列順になっている
。この場合、新しい履歴は最優先に表示される。
【００６１】
　このように、第１実施形態では、複数のカテゴリの新着情報があった場合、その複数の
新着情報を１つにまとめてメイン表示部に表示する。これによって、複数のカテゴリがあ
ってもその複数のカテゴリの新着情報を同時にメイン表示部に表示することができ、当該
携帯電話装置の利用者による操作性が向上する。
【００６２】
（第２実施形態）
　本実施形態は、ユーザが最も表示させたいカテゴリのみ新着表示の「ＯＮ」に設定し、
メイン表示部１９はその設定に従って表示する例である。
【００６３】
　図７は、本実施形態の動作を示すフローチャートである。
　まず、ユーザが操作部１７を用いて、表示設定を行う（ステップＳ７０１）。ここで、
ユーザが図２（ｂ）に示す設定項目のなかから、最も表示させたいカテゴリを１つ選択し
、操作部１７よりその選択結果を入力する。新着情報管理部２１は、操作部１７から入力
される情報を元に、データテーブルを生成し、それを新着情報メモリ２２に記録する。図
８（ａ）は、新着メールが選択された場合に、生成されたデータテーブルである。この図
８（ａ）に示すデータテーブルにおいて、選択された新着メールのみ新着情報表示ＯＮに
設定され、それ以外のカテゴリはＯＦＦに設定される。
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【００６４】
　新着情報管理部２１は、新着情報があるかを判断し（ステップＳ７０２）、新着情報が
ないと判定した場合、繰り返しステップＳ７０２を実行し、新着情報の到着を待つ。ここ
で、新着情報管理部２１は、メールメモリ２６１に記録された履歴情報を所定の時間間隔
で読み取りに行き新着情報があるかを判定する、あるいは、リアルタイムで新着メールに
関する履歴情報を更新するために、メール部２６が新着メールを検出して新たな履歴を記
録したと判断するとその新着メールに関する履歴情報を新着情報管理部２１に送出し、新
着情報管理部２１はメール部２６からの新たな履歴情報の有無により新着情報があるかを
判定する。
【００６５】
　新着情報管理部２１は、新着情報があると判定した場合、その新着情報を取得し（ステ
ップＳ７０３）、新着情報メモリ２２に新たな履歴情報が記録されたことを検出すると、
新たに記録された新着情報があることををサブ表示部１８に表示させる（ステップＳ７０
４）。図９（ａ）は、文字情報で表示するサブ表示部１８の表示例である。図９（ｂ）は
、マークで表示する表示するサブ表示部１８の表示例である。
【００６６】
　新着情報管理部２１は、取得した新着情報がステップＳ７０１で最も表示させたいカテ
ゴリに設定されたカテゴリの新着情報であるかを判断する（ステップＳ７０５）。ここの
判断は、取得した新着情報は図８（ａ）に示すデータテーブルにおいて、新着情報表示Ｏ
Ｎに設定されたカテゴリ、すなわち新着メールであるかを判断する。
【００６７】
　ステップＳ７０５において、取得した新着情報は新着情報を表示したいカテゴリに設定
されたカテゴリの新着情報ではないと判定した場合、ステップＳ７０２に戻り、再度新着
情報があるかを判断する。
【００６８】
　一方、ステップＳ７０５において、取得した新着情報は新着情報を表示したいカテゴリ
に設定されたカテゴリの新着情報であると判定した場合、新着情報メモリ２２の情報を更
新する（ステップＳ７０６）。図８（ｂ）は、新着情報メモリ２２のデータ例である。
【００６９】
　制御部２０は、携帯電話装置１０が開いた状態になったかを判断する（ステップＳ７０
７）。開閉検出部１６は、携帯電話装置１０が閉じた状態から開いた状態に変化したとき
、その開閉状態の変化を検出し、検出信号を制御部２０へ出力し、制御部２０は、その開
閉検出部１６からの検出信号の有無により、携帯電話装置１０が開いた状態になったかを
判断する。
【００７０】
　ステップＳ７０７において、開閉検出部１６からの検出信号がない、すなわち携帯電話
装置１０が開いた状態にならなかったと判定した場合、ステップＳ７０２に戻り、再度新
着情報があるかを判断する。
【００７１】
　一方、ステップＳ７０７において、開閉検出部１６からの検出信号がある、すなわち携
帯電話装置１０が開いた状態になったと判定した場合、サブ表示部１８の表示を停止させ
（ステップＳ７０８）、新着情報メモリ２２に記録した情報を元に、着信履歴を更新し、
メイン表示部１９に表示させる（ステップＳ７０９）。図９（ｃ）は、ただ１つのカテゴ
リの新着情報のみ表示する例である。図９（ｃ）に示す新着情報の一覧は、ステップＳ７
０１で設定された新着メールの新着情報のみ時系列順に表示されている。また、「新着メ
ール」の１つが反転表示されている状態で、ユーザが選択機能を有するキーを押すと、さ
らにそのメールの詳細な情報、例えば、メールの本文がメイン表示部１９に表示される。
【００７２】
　以上、特定の１つのカテゴリの着信履歴のみを表示するよう設定されている場合につい
て説明したが、留守電部、電話部、伝言メモ部、メール部のうち、ただ１つの部のメモリ
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にしか着信履歴が記録されていない場合、その着信履歴が記録されているカテゴリの新着
情報のみ表示してもよい。例えば、電話部２４の着信履歴メモリ２４１にしか着信履歴が
記録されていない場合、その不在着信履歴のみ表示してもよい。図９（ｄ）は、不在着信
履歴の表示例を示す。
【００７３】
　このように、第２実施形態では、携帯電話装置１０が開いた状態になると、メイン表示
部１９は最優先カテゴリの新着情報のみの詳細を表示する。これによって、ユーザが最も
表示させたいカテゴリの新着情報を自動的に表示することができる。
【００７４】
　なお、本発明は上述した実施形態に何ら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しな
い範囲において種々の様態で実施し得るものである。例えば、以下のことも考えられる。
【００７５】
　（１）サブ表示部に「伝言メモあり」が表示されている場合、２筐体を開くと伝言メモ
の一覧画面を表示、もしくは再生を行う。
【００７６】
　（２）サブ表示部に「着信あり」が表示されている場合、２筐体を開くと不在着信の電
話番号に自動的に発信、もしくはユーザに発信確認を行う。ただし、ワン切り（一定秒数
以下の着信）、電話帳に登録されていない電話番号、ユーザが発信制限設定を行っている
電話番号は動作対象外とし、ユーザが意図しない電話発信を行わないようにする。
【００７７】
　（３）２筐体を開いた時の伝言メモ再生、電話発信機能について、音楽再生が勝手に止
まるのを防ぐため、音楽再生中は自動再生、自動発信を行わないものとする。
【００７８】
　（４）２筐体を開いた時に、新着情報だけでなく、スケジュール、ＴｏＤｏスケジュー
ルなどの情報（スケジュール一覧画面、スケジュール詳細画面）も表示対象として追加で
きるようにする。例：その日のスケジュール予定、もしくは期限切れとなっているＴｏＤ
ｏリストなどを表示する。
【００７９】
　上述したように、本発明の携帯通信端末によれば、一度の閉状態から開状態への移行で
、複数のカテゴリの着信履歴の詳細情報をメイン表示部に表示することができ、当該端末
利用者による操作性が向上する。
【００８０】
　本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱
することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである
。
【００８１】
　本出願は、2005年8月22日出願の日本特許出願（特願2005－239927）に基づくものであ
り、その内容はここに参照として取り込まれる。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　以上のように、本発明にかかる携帯通信端末は、一度の閉状態から開状態への移行で、
複数の種別の着信履歴を第２表示部に表示することができ、当該端末利用者による操作性
が向上するという効果を有し、２筐体型携帯通信端末であって、２筐体が開状態の場合に
表示部に、複数の着信履歴を表示する携帯通信端末等として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の携帯電話装置の構成を示すブロック図
【図２】新着情報管理部の新着情報メモリに記録される各データテーブルの例を示す
【図３】サブ表示部及びメイン表示部の画面表示推移を示す図
【図４】本発明の第１実施形態における表示動作を説明するためのフローチャート図
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【図５】本発明の第１実施形態における新着情報管理部の新着情報メモリに記録される各
データテーブルの例を示す
【図６】本発明の第１実施形態におけるサブ表示部及びメイン表示部の表示例を示す
【図７】本発明の第２実施形態における表示動作を説明するためのフローチャート図
【図８】本発明の第２実施形態における新着情報管理部の新着情報メモリに記録される各
データテーブルの例を示す
【図９】本発明の第２実施形態におけるサブ表示部及びメイン表示部の表示例を示す
【符号の説明】
【００８４】
　１０　携帯電話装置
　１１　送受信部
　１２　データ変換部
　１３　音声処理部
　１４　マイク
　１５　スピーカ
　１６　開閉検出部１６
　１７　操作部
　１８　サブ表示部
　１９　メイン表示部
　２０　制御部
　２１　新着情報管理部
　２２　新着情報メモリ
　２３　留守番電話部
　２４　電話部
　２５　伝言メモ部
　２６　メール部
　２３１　留守電メモリ
　２４１　着信履歴メモリ
　２５１　伝言メモメモリ
　２６１　メールメモリ
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