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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実行中のアプリケーションに対応する画面を表示する電子機器であって、
　表示部と、
　文字を入力する操作部と、
　実行中のアプリケーションに対応する画面を前記表示部に表示させ、かつ当該画面に対
する前記操作部による文字の入力を制限している際に、前記操作部により文字が入力され
ると、文字入力前の前記画面を表示させた状態を維持しつつ、入力された文字を前記表示
部に表示させる制御部と、
　を備え、
　前記表示部として、第１表示部と第２表示部を有し、
　前記制御部は、
　　実行中のアプリケーションに対応する画面を、前記第１表示部と前記第２表示部のう
ちの前記第１表示部に表示させている際に、前記操作部により文字が入力されると、文字
入力前の前記画面を前記第１表示部に表示させた状態を維持しつつ、入力された文字を前
記第２表示部に表示させ、
　　前記画面を前記第１表示部に表示させている際に、前記文字が入力される前は、前記
第２表示部による表示を行わないように制御することを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子機器であって、
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　通話先に発呼するための通信部を備え、
　前記制御部は、前記文字として電話番号を構成する数字列を前記第２表示部に表示させ
た後に、前記操作部での所定の操作に応じて、前記数字列に対応する通話先に発呼させる
ことを特徴とする電子機器。
【請求項３】
　実行中のアプリケーションに対応する画面を表示する電子機器であって、
　表示部と、
　文字を入力する操作部と、
　実行中のアプリケーションに対応する画面を前記表示部に表示させ、かつ当該画面に対
する前記操作部による文字の入力を制限している際に、前記操作部により文字が入力され
ると、文字入力前の前記画面を表示させた状態を維持しつつ、入力された文字を前記表示
部に表示させる制御部と、
　通話先に発呼するための通信部と、を備え、
　前記表示部として、第１表示部と第２表示部を有し、
　前記制御部は、
　　実行中のアプリケーションに対応する画面を、前記第１表示部と前記第２表示部のう
ちの前記第１表示部に表示させている際に、前記操作部により文字が入力されると、文字
入力前の前記画面を前記第１表示部に表示させた状態を維持しつつ、入力された文字を前
記第２表示部に表示させ、
　　前記文字として電話番号を構成する数字列を前記第２表示部に表示させた後に、前記
操作部での所定の操作に応じて、前記数字列に対応する通話先に発呼させ、
　　前記第２表示部に表示された前記数字列に対応する通話先に発呼させる際に、発呼に
関する情報を前記画面と共に前記第１表示部に表示させることを特徴とする電子機器。
【請求項４】
　請求項３に記載の電子機器であって、
　前記制御部は、前記画面を前記第１表示部に表示させている際に、前記文字が入力され
る前は、前記第２表示部による表示を行わないように制御することを特徴とする電子機器
。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の電子機器であって、
　前記制御部は、前記数字列に対応する通話先への発呼後も、実行中のアプリケーション
に対応する画面を前記第１表示部に表示させることを特徴とする電子機器。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の電子機器であって、
　前記第１表示部が設けられた第１筐体と、
　前記操作部と、前記第１表示部よりも表示面積が小さい前記第２表示部とが設けられ、
前記第１筐体に対して移動可能な第２筐体と、
　を備えることを特徴とする電子機器。
【請求項７】
　実行中のアプリケーションに対応する画面を表示する電子機器であって、
　表示部と、
　文字を入力する操作部と、
　実行中のアプリケーションに対応する画面を前記表示部に表示させ、かつ当該画面に対
する前記操作部による文字の入力を制限している際に、前記操作部により文字が入力され
ると、文字入力前の前記画面を表示させた状態を維持しつつ、入力された文字を前記表示
部に表示させる制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　　実行中のアプリケーションに対応する画面を前記表示部に表示させている際に、前記
操作部により文字が入力されると、前記表示部に対する前記画面の表示サイズを維持しつ
つ、入力された文字を前記画面と共に前記表示部に表示させ、
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　　入力された文字を前記画面と共に前記表示部に表示させる態様として、入力された文
字を前記画面上に重ねて表示させることを特徴とする電子機器。
【請求項８】
　請求項１～請求項７のいずれか１項に記載の電子機器であって、
　前記実行中のアプリケーションは、ＷＥＢブラウザであることを特徴とする電子機器。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器、及び画面表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器として、様々なアプリケーション（例えば、ＷＥＢブラウザ等）を実行可能な
携帯電話機がある。このような電子機器においては、起動したアプリケーションに対応し
た画面が表示部に表示される（特許文献１）。
【０００３】
　また、電子機器は操作部（具体的には、操作キー）を有しており、ユーザが操作キーを
操作することでアプリケーションの起動やメール作成時の文字入力等が実行される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－３０３５６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、アプリケーションに対応する画面の表示中は、当該画面の表示に関連しない
キー操作は制限される。例えば、ＷＥＢブラウザによる画面の表示中は、数字を入力して
も画面に表示されない。このため、文字入力をしたい場合には、実行中のアプリケーショ
ンを中断して（この結果、表示された画面が消える）、文字入力のアプリケーションを起
動させる必要がある。
【０００６】
　本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、実行中
のアプリケーションに対応する画面を表示させつつ、文字入力が可能な電子機器を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するための主たる本発明は、実行中のアプリケーションに対応する画面
を表示する電子機器であって、表示部と、文字を入力する操作部と、実行中のアプリケー
ションに対応する画面を前記表示部に表示させている際に、前記操作部により文字が入力
されると、文字入力前の前記画面を表示させた状態を維持しつつ、入力された文字を前記
表示部に表示させる制御部と、を備えることを特徴とする電子機器である。
【０００８】
　また、かかる電子機器であって、前記表示部として、第１表示部と第２表示部を有し、
前記制御部は、実行中のアプリケーションに対応する画面を、前記第１表示部と前記第２
表示部のうちの前記第１表示部に表示させている際に、前記操作部により文字が入力され
ると、文字入力前の前記画面を前記第１表示部に表示させた状態を維持しつつ、入力され
た文字を前記第２表示部に表示させることが望ましい。
【０００９】
　また、かかる電子機器であって、通話先に発呼するための通信部を備え、前記制御部は
、前記文字として電話番号を構成する数字列を前記第２表示部に表示させた後に、前記操
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作部での所定の操作に応じて、前記数字列に対応する通話先に発呼させることが望ましい
。
【００１０】
　また、かかる電子機器であって、前記制御部は、前記第２表示部に表示された前記数字
列に対応する通話先に発呼させる際に、発呼に関する情報を前記画面と共に前記第１表示
部に表示させることが望ましい。
【００１１】
　また、かかる電子機器であって、前記制御部は、前記数字列に対応する通話先への発呼
後も、実行中のアプリケーションに対応する画面を前記第１表示部に表示させることが望
ましい。
【００１２】
　また、かかる電子機器であって、前記制御部は、前記画面を前記第１表示部に表示させ
ている際に、前記文字が入力される前は、前記第２表示部による表示を行わないように制
御することが望ましい。
【００１３】
　また、かかる電子機器であって、前記第１表示部が設けられた第１筐体と、前記操作部
と、前記第１表示部よりも表示面積が小さい前記第２表示部とが設けられ、前記第１筐体
に対して移動可能な第２筐体と、を備えることが望ましい。
【００１４】
　また、かかる電子機器であって、前記表示部は、第１表示部を有し、前記制御部は、実
行中のアプリケーションに対応する画面を前記第１表示部に表示させている際に、前記操
作部により文字が入力されると、前記第１表示部に対する前記画面の表示サイズを維持し
つつ、入力された文字を前記画面と共に前記第１表示部に表示させることが望ましい。
【００１５】
　また、かかる電子機器であって、前記制御部は、入力された文字を前記画面と共に前記
第１表示部に表示させる態様として、入力された文字を前記画面上に重ねて表示させるこ
とが望ましい。
【００１６】
　また、かかる電子機器であって、前記実行中のアプリケーションは、ＷＥＢブラウザで
あることが望ましい。
【００１７】
　さらに、入力された文字を表示可能な電子機器の画面表示方法であって、所定のアプリ
ケーションを起動させるステップと、起動した前記アプリケーションに対応する画面を、
表示部に表示させるステップと、前記画面を前記表示部に表示させている際に文字が入力
されると、文字入力前の前記画面を表示させた状態を維持しつつ、入力された文字を前記
表示部に表示させるステップと、を有することを特徴とする画面表示方法。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、実行中のアプリケーションに対応する画面を表示させた状態で文字入
力が可能な電子機器を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】携帯電話機１の正面図である。
【図２】制御回路３０の構成を説明するためのブロック図である。
【図３】メインディスプレイ１４ａとサブディスプレイ１４ｂの表示制御を説明するため
のフローチャートである。
【図４】図４Ａ～図４Ｃは、メインディスプレイ１４ａとサブディスプレイ１４ｂの表示
の遷移を示す図である。
【図５】第２実施形態に係るメインディスプレイ１４ａの表示制御を説明するためのフロ
ーチャートである。
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【図６】図６Ａと図６Ｂは、第２実施形態のメインディスプレイ１４ａの表示の遷移を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　＝＝携帯電話機１の構成＝＝
　電子機器の一例である携帯電話機１の構成について説明する。
【００２１】
　＜携帯電話機１の外観構成＞
　図１は、携帯電話機１の正面図である。携帯電話機１は、第１筐体１１と、第２筐体１
２と、ヒンジ部１３とを備えている。第２筐体１２は、第１筐体１１に対して移動可能な
構成となっている。ヒンジ部１３は、第１筐体１１と第２筐体１２を移動可能（具体的に
は、折り畳み自在に移動可能）に連結する。
【００２２】
　第１筐体１１には、第１表示部の一例であるメインディスプレイ１４ａと、スピーカ１
６とが設けられている。メインディスプレイ１４ａは、各種情報を表示するものあり、Ｌ
ＣＤ（Liquid Crystal Display：液晶表示装置）又はＥＬ（Electro Luminescence：有機
ＥＬ）ディスプレイ等からなる。例えば、メインディスプレイ１４ａは、実行中のアプリ
ケーションに対応する画面を表示する。スピーカ１６は、通話の際に音声を出力する。
【００２３】
　第２筐体１２には、第２表示部の一例であるサブディスプレイ１４ｂと、操作部１５と
、マイク１７とが設けられている。サブディスプレイ１４ｂは、メインディスプレイ１４
ａと同様に各種情報を表示する。サブディスプレイ１４ｂは、図１に示すように、メイン
ディスプレイ１４ａよりも表示面積が小さい。そして、本実施形態では、メインディスプ
レイ１４ａには、メニュー画面や実行中のアプリケーションに対応する画面等の表示量が
多い情報が表示され、サブディスプレイ１４ｂには、電話番号等の表示量が少ない情報が
表示される。
【００２４】
　操作部１５は、各種の押下操作可能な複数の操作キー（テンキー１５ａ、通話キー１５
ｂ、終話キー１５ｃ、及び多方向キー１５ｄ）を備える。そして、テンキー１５ａには、
文字が割り当てられており、テンキー１５ａを押下することで文字入力が行われる。また
、アプリケーションに対応する画面の表示中に多方向キー１５ｄを押下することで、前記
画面の切替が行われる。マイク１７は、通話の際に音声を受け取る。なお、第２筐体の内
部には、後述する制御回路３０と、無線通信用のアンテナ２１（図２参照）等が設けられ
ている。
【００２５】
　＜制御回路３０の構成＞
　図２は、制御回路３０の構成を説明するためのブロック図である。制御回路３０は、携
帯電話機１の全体的な動作を制御するためのものである。この制御回路３０は、主制御部
３１と、メモリ３２と、通信処理部２３と、音声処理部２４と、表示処理部２５と、入力
データ処理部２６を有する。
【００２６】
　主制御部３１は、操作部１５の操作等に応じて、携帯電話機１の各種の処理（通信処理
や表示処理等）を行う。すなわち、主制御部３１は、メインディスプレイ１４ａ、サブデ
ィスプレイ１４ｂ等の動作を制御する。
【００２７】
　メモリ３２は、主制御部３１の処理に利用されるプログラム（オペレーションプログラ
ム、アプリケーションプログラム等）を記憶する。また、メモリ３２は、文字、画像等の
各種情報を記憶する。
【００２８】
　通信処理部３３は、アンテナ２１を介して、無線通信ネットワークの一部をなす基地局
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（不図示）との間で通信を行う。これにより、他の携帯電話機のユーザ（通話先）との間
の通話、電子メールの送受信、及びホームページの閲覧等が、実現可能である。なお、本
実施形態では、通信処理部３３とアンテナ２１が、通信部を構成する。
【００２９】
　音声処理部３４は、通話先との間の通話の際に、マイク１７に入力される音声信号やス
ピーカ１６から出力される音声信号の処理を実行する。
【００３０】
　表示処理部３５は、主制御部３１から供給されたデータに応じた画像や文字を、メイン
ディスプレイ１４ａとサブディスプレイ１４ｂに表示する処理を実行する。例えば、ＷＥ
Ｂブラウザの画面の表示や、メール作成時の文字の表示が行われる。
【００３１】
　入力データ処理部３６は、ユーザにより操作部１５の操作キー（テンキー１５ａ等）が
押下された場合に、制御信号を生成する。例えば、入力データ処理部３６は、文字入力の
場合には、押下されたテンキー１５ａに対応する文字情報を生成して、主制御部３１に供
給する。
【００３２】
　＝＝アプリケーション起動中の文字入力について＝＝
　実行中のアプリケーションに対応する画面の表示中は、当該画面の表示に関連しないキ
ー操作（例えば、文字入力）は制限される。ここでは、実行中のアプリケーションとして
、ＷＥＢブラウザを例に挙げて説明する。
【００３３】
　ＷＥＢブラウザの画面（ブラウザ画面）の表示中は、ブラウザ画面の切替のための多方
向キー１５ｄの入力が受け付けられる。これに対して、ブラウザ画面の表示中に、文字を
入力するためのテンキー１５ａの入力は制限される。正確には、ブラウザ画面で文字入力
ボックスが選択されている場合には、文字入力が受け付けられ得るが、それ以外の場合に
は、文字入力のためにテンキー１５ａを押下しても、ブラウザ画面に何ら反映されない。
【００３４】
　このため、仮にブラウザ画面の表示された文字（電話番号）を入力したい場合には、Ｗ
ＥＢブラウザを中断して（この結果、ブラウザ画面が消去される）、文字入力のアプリケ
ーションを起動させる必要がある。このため、ユーザはブラウザ画面に表示された文字を
記憶する必要があり、誤った文字を入力する恐れがある。また、ブラウザ画面が消去され
るため、ＷＥＢ検索等を行うためには、ブラウザ画面を再度起動させる必要があり、ユー
ザにとって操作が煩雑なものとなっていた。
【００３５】
　上述した点を考慮して、本実施形態に係る携帯電話機１は、後述するような、アプリケ
ーションに実行中の表示部（メインディスプレイ１４ａやサブディスプレイ１４ｂ）によ
る表示制御を行っている。これにより、アプリケーションに対応する画面を見つつ、文字
入力を行うことが可能となる。
【００３６】
　＝＝メインディスプレイ１４ａとサブディスプレイ１４ｂの表示制御について＝＝
　図３は、メインディスプレイ１４ａとサブディスプレイ１４ｂの表示制御を説明するた
めのフローチャートである。図４Ａ～図４Ｃは、メインディスプレイとサブディスプレイ
の表示の遷移を示す図である。
【００３７】
　図３に示す表示制御は、例えばメインディスプレイ１４ａに表示されたメニュー項目か
ら、所定のアプリケーション（ここでは、ＷＥＢブラウザとする）が選択された場合に開
始される。
【００３８】
　まず、主制御部３１は、選択されたＷＥＢブラウザを起動し、当該ＷＥＢブラウザに対
応する画面（便宜上、ブラウザ画面と呼ぶ）をメインディスプレイ１４ａに表示させる（
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ステップＳ２）。これにより、例えば、図４Ａに示すように、メインディスプレイ１４ａ
の全領域に亘って、ブラウザ画面が表示されるものとする。なお、本実施形態においては
、消費電力を抑える観点等から、メインディスプレイ１４ａに起動させたアプリケーショ
ンに対応する画面を表示させる際に、サブディスプレイ１４ｂをＯＦＦ状態とさせている
。
【００３９】
　次に、メインディスプレイ１４ａにブラウザ画面が表示された状態で、ユーザによるキ
ー操作を検出すると（ステップＳ４：Ｙｅｓ）、主制御部３１は、キー操作を判別する（
ステップＳ６）。ここで、キー操作として、本実施形態では、多方向キー１５ｄによるブ
ラウザ画面を切り替える操作、又は、テンキー１５ｄによる文字入力の操作が行われる。
【００４０】
　そして、他方向キー１５ｄによるブラウザ画面を切り替えるためのキー操作が行われた
と判断すると（ステップＳ８：Ｙｅｓ）、主制御部３１は、メインディスプレイ１４ａの
表示を切り替える（ステップＳ１０）。例えば、主制御部３１は、多方向キー１５ｄの操
作に連動して、ブラウザ画面をスクロールして表示させる。その後も、メインディスプレ
イ１４ａの表示を切り替えるキー操作が行われると、メインディスプレイ１４ａのブラウ
ザ画面の表示が切り替わる。なお、この際、サブディスプレイ１４ｂはＯＦＦ状態を維持
している。
【００４１】
　一方で、例えば図４Ａに示すブラウザ画面に表示された電話番号に発呼するために、当
該電話番号を入力するためのキー操作（例えば、テンキー１５ａの操作）が行われたと判
断すると（ステップＳ８：Ｎｏ）、主制御部３１は、それまでＯＦＦ状態であった（別言
すれば、主制御部３１は、ブラウザ画面をメインディスプレイ１４ａに表示させている際
に、前記文字が入力される前は、サブディスプレイ１４ｂによる表示を行わないように制
御する）サブディスプレイ１４ｂを起動させる（ステップＳ１２）。そして、主制御部３
１は、起動したサブディスプレイ１４ｂに、ステップＳ８で入力された文字（ここでは、
当該文字として、電話番号を構成する数字列が入力されたものとする）を、図４Ｂに示す
ようにサブディスプレイ１４ｂに表示させる（ステップＳ１４）。
【００４２】
　ところで、数字列がサブディスプレイ１４ｂに表示される際に、図４Ｂに示すようにメ
インディスプレイ１４ａの表示状態は変化しない。つまり、入力された数字列は、サブデ
ィルプレイ１４ｂにのみ表示され、メインディスプレイ１４ａに表示されない。
【００４３】
　このように、本実施形態においては、主制御部３１は、実行中のアプリケーション（Ｗ
ＥＢブラウザ）に対応する画面（ブラウザ画面）を、メインディスプレイ１４ａとサブデ
ィスプレイ１４ｂのうちのメインディスプレイ１４ａに表示させている際に、操作部１５
により数字列が入力されると、前記画面を表示させた状態を維持しつつ、入力された数字
列をサブディスプレイ１４ｂに表示させる。これにより、アプリケーションを実行中であ
っても、当該アプリケーションに対応する画面を消去する事無く、前記アプリケーション
の動作と関連の無い文字入力の画面を表示できる。この結果、例えばブラウザ画面を見な
がらの文字入力が可能となり、利便性が向上することとなる。
【００４４】
　図３にフローチャートに戻って、表示制御の説明を続ける。主制御部３１は、サブディ
スプレイ１４ｂに数字列（電話番号）を表示させた際に、この数字列に関連した機能の起
動（ここでは、発呼動作の起動）を検出した場合には（ステップＳ１６：Ｙｅｓ）、前記
数字列に対応する通話先へ発呼させる（ステップＳ１８）。具体的には、電話番号が表示
された状態でユーザが通話キー１５ｂを押下すると、ブラウザ画面が表示された状態で、
発呼が行われる。
【００４５】
　そして、主制御部３１は、前記通話先に発呼させる際に、発呼に関する情報をブラウザ



(8) JP 5528058 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

画面と共にメインディスプレイ１４ａに表示させる（ステップＳ２０）。具体的には、図
４Ｃに示すように、主制御部３１は、ブラウザ画面の上に、発呼中である旨の情報を表示
させる。なお、発呼中である旨の情報を、サブディスプレイ１４ｂでは無くメインディス
プレイ１４ａに表示させる理由は、サブディスプレイ１４ｂよりも表示面積が広いメイン
ディスプレイ１４ａに表示させることで、発呼がされたことをユーザに容易に認識させる
ためである。
【００４６】
　発呼動作に対して通話先のユーザが応答すると、主制御部３１は、前記通話先と通話処
理を行う（ステップＳ２２）。そして、主制御部３１は、通話処理中も、電話番号が入力
される前のブラウザ画面の表示を維持する。これにより、ユーザは、通話の際に、例えば
、ブラウザ画面を見ながらブラウザ画面に表示された情報について問い合わせることがで
きる。
【００４７】
　通話処理の終了後、主制御部３１は、ＯＮ状態のサブディスプレイ１４ｂをＯＦＦ状態
とする（ステップＳ２４）。これにより、サブディスプレイ１４ｂに表示された数字列も
消去することとなる。一方で、通話処理の終了後も、主制御部３１は、メインディスプレ
イ１４ａに電話番号が入力される前のブラウザ画面を表示させた状態（図４Ａに示す状態
）を維持する。これにより、ユーザは、通話後に、再度ＷＥＢブラウザを立ち上げる必要
が無く、ＷＥＢブラウザによるＷＥＢページの閲覧をスムーズに行える。
【００４８】
　その後、起動したアプリケーション（ＷＥＢブラウザ）が実行している間は（ステップ
Ｓ２６：Ｙｅｓ）、上述した処理（ステップＳ４～Ｓ２４）を繰り返すこととなる。一方
で、ＷＥＢブラウザを停止させると、本制御は終了する。
【００４９】
　なお、上記においては、サブディスプレイ１４ｂに表示される文字として数字列（電話
番号）を例に挙げて説明したが、これに限定されない。例えば、サブディスプレイ１４ｂ
に仮名文字が表示されることとしても良い。かかる場合には、サブディスプレイ１４ｂに
表示された文字に対応する機能を実行する（例えば、メモ帳に登録する）ことにより、Ｗ
ＥＢページ上の有益な情報を保存することができる。
【００５０】
　＝＝第２実施形態に係る表示制御＝＝
　上述した実施形態（以下、第１実施形態と呼ぶ）では、携帯電話機１はメインディスプ
レイ１４ａとサブディスプレイ１４ｂを有することとしたが、以下に説明する第２実施形
態では、携帯電話機１はメインディスプレイ１４ａのみを有する。そして、第２実施形態
でも、第１実施形態と同様に、例えばブラウザ画面の表示中の電話番号の入力が可能とな
るように、メインディスプレイ１４ａの表示制御を行っている。
【００５１】
　図５は、第２実施形態に係るメインディスプレイ１４ａの表示制御を説明するためのフ
ローチャートである。図６Ａと図６Ｂは、第２実施形態のメインディスプレイ１４ａの表
示の遷移を示す図である。
【００５２】
　図５に示す制御も、図３と同様に、ＷＥＢブラウザの起動後の処理に関するものである
。図５のステップＳ５２～Ｓ５６は、図３のステップＳ２～Ｓ６と同様な処理なので、説
明を省略する。ステップＳ５８で、図６Ａに示すようにメインディスプレイ１４ａにブラ
ウザ画面が表示された状態で、操作されたキーがブラウザに対応したキー操作でない場合
（すなわち、文字入力のためのキー操作）である場合には（ステップＳ５８：Ｎｏ）、主
制御部３１は、入力された数字列（電話番号）をメインディスプレイ１４ａに表示させる
（ステップＳ６４）。
【００５３】
　すなわち、図６Ｂに示すように、主制御部３１は、ブラウザ画面が表示させている際に
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、操作部１５により数字列（電話番号）が入力されると、主制御部３１は、メインディス
プレイ１４ａに対するブラウザ画面の表示サイズを維持しつつ、入力された数字列をブラ
ウザ画面と共にメインディスプレイ１４ａに表示させる。ここでは、入力された数字列が
、ブラウザ画面上に重ねて表示される。
【００５４】
　そして、主制御部３１は、メインディスプレイ１４ａに数字列が表示された状態で通話
キー１５ｂが押下されると（ステップＳ６６：Ｙｅｓ）、発呼処理を行い（ステップＳ６
８）、メインディスプテイ１４ａに発呼中である旨を表示させる（ステップＳ７０）。そ
の後、通話処理が行われ（ステップＳ７２）、通話処理が終了するとメインディスプレイ
１４ａに表示された数字列（電話番号）が消去される（ステップＳ７４）。これにより、
ブラウザ画面の通常の表示状態に戻り、その後のＷＥＢブラウザによる検索等がスムーズ
に行われることとなる。
【００５５】
　なお、上記の実施形態では、入力された文字をブラウザ画面上に重ねて表示させること
としたが、これに限定されない。例えば、ブラウザ画面の一部の領域を削除し、削除した
領域に入力された文字を表示させることとしても良い。
【００５６】
　以上説明したように、第１実施形態及び第２実施形態において、携帯電話機１は、実行
中のアプリケーションに対応する画面を表示部１４に表示させている際に、操作部１５に
より文字が入力されると、前記画面を表示させた状態を維持しつつ、入力された文字を表
示部１４に表示させる。これにより、アプリケーションを実行中であっても、当該アプリ
ケーションに対応する画面を消去する事無く、前記アプリケーションの動作と関連の無い
文字入力の画面を表示できる。この結果、例えばブラウザ画面を見ながらの文字入力が可
能となり、利便性が向上することとなる。
【００５７】
　＝＝その他の実施形態＝＝
　一実施形態としての携帯電話機等を説明したが、上記の実施形態は、本発明の理解を容
易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明は、
その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に、本発明にはその等価物が含ま
れることは言うまでもない。特に、以下に述べる実施形態であっても、本発明に含まれる
ものである。
【００５８】
　また、上記実施の形態においては、電子機器として携帯電話機１について説明している
が、これに限定されず、ＰＨＳ（登録商標：Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ　Ｐｈｏｎｅ
　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）
、ポータブルナビゲーション装置、電子辞書、ノートパソコン等であっても良い。
【００５９】
　また、上記実施の形態においては、携帯電話機１として折り畳み式の携帯電話機を例に
挙げて説明しているが、これに限定されない。例えば、ストレート式等の折り畳まない携
帯電話機であっても良い。つまり、表示部が置き台に対向する構成の携帯電話機であれば
、如何なる形態であっても良い。
【００６０】
　また、上記実施の形態においては、図１に示すようにサブディスプレイ１４ｂが第２筐
体１２において操作部１５と同じ面に設けられていることとしたが、これに限定されない
。例えば、サブディスプレイ１４ｂが、第２筐体１２の側面に設けられていることとして
も良い。
【符号の説明】
【００６１】
　１　携帯電話機
　１１　第１筐体
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　１２　第２筐体
　１３　ヒンジ部
　１４ａ　メインディスプテイ
　１４ｂ　サブディスプレイ
　１５　操作部
　１６　スピーカ
　１７　マイク
　２１　アンテナ
　３０　制御回路
　３１　主制御部
　３２　メモリ
　３３　無線通信部
　３４　音声処理部
　３５　表示処理部
　３６　入力データ処理部
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