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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、
　前記表示部が設けられ、開閉可能に構成された筐体と、
　前記筐体における開閉いずれの状態においても露出する位置に回転自在に設けられ、回
転する方向において所定の間隔ごとにそれぞれ、アプリケーションの機能を意匠化した複
数の記号が表面に付されている回転ダイヤル部と、
　前記回転ダイヤル部が回転されると、前記複数の記号のうち、回転により指示された記
号に対応するアプリケーションを起動し、当該起動した所定のアプリケーションに対応す
る表示画面を前記表示部に表示するように制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　前記筐体が開状態で前記回転ダイヤル部の回転が生じた場合、回転状態に応じた記号に
対応する所定のアプリケーションを起動し、
　前記筐体が閉状態で前記回転ダイヤル部の回転が生じた場合、前記所定のアプリケーシ
ョンが、前記筐体が閉状態において動作可能な第１のアプリケーションであるならば当該
第１のアプリケーションを起動し、前記筐体が閉状態において動作できない第２のアプリ
ケーションであるならば当該第２のアプリケーションの起動を行わない
ことを特徴とする携帯電子機器。
【請求項２】
　前記制御部は、前記筐体が閉状態において前記第２のアプリケーションの起動を行わな
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かった場合であって、その後、前記筐体が開状態に遷移されたときに、前記第２のアプリ
ケーションを起動する
ことを特徴とする請求項１に記載の携帯電子機器。
【請求項３】
　前記制御部は、前記回転ダイヤル部の回転が生じると、このときの回転状態が一定時間
継続した場合に、回転により指示された記号に対応するアプリケーションを起動する
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の携帯電子機器。
【請求項４】
　通信を行う通信部をさらに備え、
　前記表示部は、前記筐体の閉状態において露出しない位置に設けられ、
　前記制御部は、通信の待受状態のときに所定の待受画面が前記表示部に表示されている
状態において前記筐体が開状態から閉状態に遷移したときに、
　当該閉状態で前記回転ダイヤル部の回転操作が行われずに再び開状態になった場合には
、前記表示部には前記待受画面を表示させ、
　当該閉状態で前記回転ダイヤル部の回転操作が行われてから再び開状態になった場合に
は、当該回転操作により指示された記号に対応するアプリケーションを起動し、当該アプ
リケーションに対応する表示画面を前記表示部に表示するように制御する
ことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の携帯電子機器。
【請求項５】
　前記制御部は、前記筐体の状態と前記回転ダイヤル部による回転量とに基づいて起動さ
れるアプリケーションがそれぞれ割り当てられているテーブルを参照して起動対象となる
アプリケーションを決定する
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の携帯電子機器。
【請求項６】
　表示部と、
　前記表示部が設けられ、開閉可能に構成された筐体と、
　通信を行う通信部と、
　通信の待ち受け状態のときに所定の待受画面を前記表示部に表示する基準アプリケーシ
ョンと、その他のアプリケーションとを切り替えて実行可能な制御部と、
　前記筐体における開閉いずれの状態においても露出する位置に回転自在に設けられ、回
転する方向において所定の間隔ごとにそれぞれ、アプリケーションの機能を意匠化した複
数の記号が表面に付されている回転ダイヤル部と、を備え、
　前記制御部は、
　前記筐体が開状態かつ前記基準アプリケーションが起動されている状態で前記回転ダイ
ヤル部の回転が生じた場合、回転状態に応じた記号に対応する所定のアプリケーションを
前記基準アプリケーションに代えて起動して、当該所定のアプリケーションに基づいた画
面を前記待受画面に代えて前記表示部に表示するように制御し、
　前記筐体が閉状態で前記回転ダイヤル部の回転が生じた場合、前記所定のアプリケーシ
ョンが、前記筐体が閉状態においても動作可能な第１のアプリケーションであるならば当
該第１のアプリケーションを起動し、前記筐体が閉状態において動作できない第２のアプ
リケーションであるならば当該第２のアプリケーションの起動を行わない
ことを特徴とする携帯電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転ダイヤル部を有する携帯電話機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機において、より直感的なユーザインターフェースが要求されている。ここで
、ヒンジ部を有するフォルダタイプの携帯電話機において、ヒンジ部にボリューム切り替
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え等に用いる回転ダイヤルを設けたものが知られている（例えば、特許文献１を参照。）
。
【０００３】
　また、携帯電話機は、通信・通話の機能のみならずテレビやラジオを視聴する機能も搭
載されており、多機能化されている。ここで、携帯電話機においては、テレビ視聴機能等
の機能が選択されていない場合には、通信・通話の待受画面がトップ画面として表示され
る。そして、ユーザが所定の操作を行うことにより、当該待受画面から他の機能を選択す
るメニュー選択画面に移行するとともに、当該選択メニュー画面においてユーザが所定の
操作を行うことにより所望する機能の選択を行うことができる。しかし、当該メニュー選
択画面には、多数の項目からなる選択メニューが表示されるため、例えば、操作に不慣れ
なユーザにとっては、このようなメニュー選択画面は使用上の抵抗を感じるものである。
【０００４】
　ところで、デジタルカメラにおいては、回転ダイヤルによってメニュー選択を行うもの
が知られている。この回転ダイヤルには、ムービー機能（動画を記録する機能）や、連写
機能（静止画撮影を短時間に複数行う機能）等の撮影作業を補助するメニューが選択可能
に割り当てられている（例えば、特許文献２を参照。）。
【特許文献１】特開平６－９０２００号公報
【特許文献２】特開２００１－２４５１８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　現在、携帯電話機においては、デジタルカメラに用いられているような回転ダイヤルに
よる複数メニューの選択方式は採用されていない。また、携帯電話機には、デジタルカメ
ラにはない特有の機能（通信・通話機能）が含まれており、また、通信・通話機能以外の
機能を選択し、その後、次の機能を選択する場合には、通信・通話の待受画面が表示され
る等の仕様上の相違点も存在する。特に、携帯電話機においては、終話キーの押下によっ
ていかなるアプリケーションでも終了させ、そして待受画面へ復帰することが要求されて
いる。すなわち、いかなるアプリケーションが起動していても、終話キー（オンフックキ
ー）が押下されると、この起動中のアプリケーションを終了させて待受画面を表示するア
プリケーションを起動する、というようにそれぞれ独立したアプリケーションを管理する
構成を必要としている。これに対して特許文献２においては、カメラという単機能しか有
しておらず、独立管理されるようなアプリケーションプログラムを有さないデジタルカメ
ラの例に過ぎない。したがって、特許文献１や２に示されているような技術を現代の携帯
電話機に単に応用しただけでは、携帯電話機の操作上及び使用上不都合を生ずる。
【０００６】
　また、特許文献１に示されている技術では、単一のアプリケーション内での一操作方法
が開示されているに過ぎない。
【０００７】
　本発明では、上述のような課題に鑑みてなされたものであり、その目的の一つは、回転
ダイヤル部を備えることにより、ユーザの好みに応じて直感的な操作を可能とできる携帯
電話機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る携帯電子機器は、上記課題を解決するために、表示部と、前記表示部が設
けられ、開閉可能に構成された筐体と、前記筐体における開閉いずれの状態においても露
出する位置に回転自在に設けられ、回転する方向において所定の間隔ごとにそれぞれ、ア
プリケーションの機能を意匠化した複数の記号が表面に付されている回転ダイヤル部と、
前記回転ダイヤル部が回転されると、前記複数の記号のうち、回転により指示された記号
に対応するアプリケーションを起動し、当該起動した所定のアプリケーションに対応する
表示画面を前記表示部に表示するように制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記
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筐体が開状態で前記回転ダイヤル部の回転が生じた場合、回転状態に応じた記号に対応す
る所定のアプリケーションを起動し、前記筐体が閉状態で前記回転ダイヤル部の回転が生
じた場合、前記所定のアプリケーションが、前記筐体が閉状態において動作可能な第１の
アプリケーションであるならば当該第１のアプリケーションを起動し、前記筐体が閉状態
において動作できない第２のアプリケーションであるならば当該第２のアプリケーション
の起動を行わないことを特徴とする。
【０００９】
　また、上記携帯電子機器では、前記制御部は、前記筐体が閉状態において前記第２のア
プリケーションの起動を行わなかった場合であって、その後、前記筐体が開状態に遷移さ
れたときに、前記第２のアプリケーションを起動することが好ましい。
【００１０】
　また、上記携帯電子機器では、前記制御部は、前記回転ダイヤル部の回転が生じると、
このときの回転状態が一定時間継続した場合に、回転により指示された記号に対応するア
プリケーションを起動することが好ましい。
【００１１】
　また、上記携帯電子機器では、通信を行う通信部をさらに備え、前記表示部は、前記筐
体の閉状態において露出しない位置に設けられ、前記制御部は、通信の待受状態のときに
所定の待受画面が前記表示部に表示されている状態において前記筐体が開状態から閉状態
に遷移したときに、当該閉状態で前記回転ダイヤル部の回転操作が行われずに再び開状態
になった場合には、前記表示部には前記待受画面を表示させ、当該閉状態で前記回転ダイ
ヤル部の回転操作が行われてから再び開状態になった場合には、当該回転操作により指示
された記号に対応するアプリケーションを起動し、当該アプリケーションに対応する表示
画面を前記表示部に表示するように制御することが好ましい。
【００１２】
　また、上記携帯電子機器では、前記制御部は、前記筐体の状態と前記回転ダイヤル部に
よる回転量とに基づいて起動されるアプリケーションがそれぞれ割り当てられているテー
ブルを参照して起動対象となるアプリケーションを決定することが好ましい。
【００１３】
　また、本発明に係る携帯電子機器は、上記課題を解決するために、表示部と、前記表示
部が設けられ、開閉可能に構成された筐体と、通信を行う通信部と、通信の待ち受け状態
のときに所定の待受画面を前記表示部に表示する基準アプリケーションと、その他のアプ
リケーションとを切り替えて実行可能な制御部と、前記筐体における開閉いずれの状態に
おいても露出する位置に回転自在に設けられ、回転する方向において所定の間隔ごとにそ
れぞれ、アプリケーションの機能を意匠化した複数の記号が表面に付されている回転ダイ
ヤル部と、を備え、前記制御部は、前記筐体が開状態かつ前記基準アプリケーションが起
動されている状態で前記回転ダイヤル部の回転が生じた場合、回転状態に応じた記号に対
応する所定のアプリケーションを前記基準アプリケーションに代えて起動して、当該所定
のアプリケーションに基づいた画面を前記待受画面に代えて前記表示部に表示するように
制御し、前記筐体が閉状態で前記回転ダイヤル部の回転が生じた場合、前記所定のアプリ
ケーションが、前記筐体が閉状態においても動作可能な第１のアプリケーションであるな
らば当該第１のアプリケーションを起動し、前記筐体が閉状態において動作できない第２
のアプリケーションであるならば当該第２のアプリケーションの起動を行わないことを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、ユーザの好みに応じて直感的な操作を可能とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。図１は、本発明に係る携帯電話機１の外
観図を示す。また、図２は、携帯電話機１の閉状態における表示部側筐体部３から見たと
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きの外観図を示す。また、図３は、携帯電話機１の閉状態における操作部側筐体部２から
見たときの外観図を示す。また、図４は、回転ダイヤル部付近の拡大図を示す。また、図
５は、回転ダイヤル部の機能を示す図である。なお、以下では、携帯電話機について説明
するが、本発明はこれに限定されるものではなく、回転ダイヤル部を有するものであり、
なおかつ複数のアプリケーションを独立して起動可能であれば良く、例えば、ＰＨＳ（Ｐ
ｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ　ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ
　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、ポータブルナビゲーション装置、ノートパソ
コン等であっても良い。
【００２０】
　携帯電話機１は、図１に示すように、操作部側筐体部２と、表示部側筐体部３と、を備
えて構成される。操作部側筐体部２は、表面部１０に、操作キー群１１と、携帯電話機１
の使用者が通話時に発した音声が入力されるマイク１２と、を備えて構成される。操作キ
ー群１１は、各種設定や電話帳機能やメール機能等の各種機能を動作させるための機能設
定操作ボタン１３と、電話番号の数字やメール等の文字等を入力するための入力操作ボタ
ン１４と、各種操作における決定やスクロール等を行う決定操作ボタン１５と、ボリュー
ムコントロール等を行うコントロールボタン１６と、から構成されている。
【００２１】
　また、表示部側筐体部３は、表面部２０に、各種情報を表示するためのディスプレイ２
１と、通話の相手側の音声を出力する音声出力部２２と、を備えて構成されている。
【００２２】
　また、操作部側筐体部２の上端部と表示部側筐体部３の下端部とは、ヒンジ機構４を介
して連結されている。また、携帯電話機１は、ヒンジ機構４を介して連結された操作部側
筐体部２と表示部側筐体部３とを相対的に回転することにより、操作部側筐体部２と表示
部側筐体部３とが互いに開いた状態（開状態）にしたり、操作部側筐体部２と表示部側筐
体部３とが折り畳まれた状態（閉状態）にしたりできる。
【００２３】
　なお、図１は、いわゆる折り畳み型の携帯電話機１の形態を示しているが、本発明に係
る携帯電話機１の形態としては特にこれに限られず、操作部側筐体部２と表示部側筐体部
３とを重ね合わせた状態から一方の筐体を一方向にスライドさせるようにしたスライド式
や、操作部側筐体部２と表示部側筐体部３との重ね合せ方向に沿う軸線を中心に一方の筐
体を回転させるようにした回転式（ターンタイプ）や、操作部側筐体部２と表示部側筐体
部３とが一つの筐体に配置され連結部を有さない型式（ストレートタイプ）等であっても
良い。
【００２４】
　また、ヒンジ機構４が形成されている位置には、所定方向に自在に回転するように筐体
に取り付けられている回転ダイヤル部４１を備えている。なお、回転ダイヤル部４１の操
作及び機能については後述する。
【００２５】
　また、携帯電話機１は、図２に示すように、表示部側筐体部３のディスプレイ２１が配
置されている裏面側には、所定の情報が表示されるサブディスプレイ２３を備えている。
【００２６】
　また、携帯電話機１は、図３に示すように、操作部側筐体部２の操作キー群１１が配置
されている裏面側には、被写体を撮像するＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅ
ｖｉｃｅ）カメラ等により構成される撮像部１７と、一定の光量を出力する発光部１８と
を備えている。
【００２７】
　ここで、回転ダイヤル部４１の操作及び機能について説明する。回転ダイヤル部４１は
、図４に示すように、ヒンジ機構４の回転軸Ｘに沿って、ユーザの指により所定方向（図
２中のａ方向（ヒンジ機構４の回転軸と直交する第１の方向）及びｂ方向（ヒンジ機構４
の回転軸と直交する第２の方向））に自在に回転するように筐体に取り付けられている。



(6) JP 4724198 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

なお、回転ダイヤル部４１は、図４に示すような構成に限定されず、ユーザの操作によっ
て回転自在な構成であれば良く、回転軸（ヒンジ軸）Ｘと直交する方向の軸に沿って所定
方向に自在に回転するような構成等であっても良い。
【００２８】
　また、回転ダイヤル部４１には、回転方向において所定の間隔ごとに複数の指標（アイ
コン）Ｉが付されている。なお、指標Ｉは、例えば、図５に示すように、アプリケーショ
ンを選択する際の目印になるようなユーザにとって理解しやすいイメージによって描かれ
ている。
【００２９】
　ここで、ユーザによる回転ダイヤル部４１の操作について簡略的に説明する。ユーザは
、当該指標Ｉを手掛かりとして、所望するアプリケーションに対応する指標Ｉを選択位置
（目印）Ｓまで回転させる。携帯電話機１は、選択位置Ｓ（目印）に静止している指標Ｉ
に対応するアプリケーションを起動させる。このようにして、回転ダイヤル部４１は、物
理的な回転ダイヤルの操作により、各種の機能を発揮するメニュー選択を可能とする。
【００３０】
　また、回転ダイヤル部４１は、物理的な回転ダイヤルの操作にしたがって、各種の機能
を発揮するメニュー選択が可能である。回転ダイヤル部４１は、例えば、図５に示すよう
に、ユーザの回転操作によって、無操作時（ニュートラル（Ｎ））を基準として、ａ方向
に４５°（ｂ方向に３１５°）回転されることにより、撮像部１７のカメラ機能が起動し
、ａ方向に９０°（ｂ方向に２７０°）回転されることにより、メールの機能が起動する
。また、回転ダイヤル部４１は、無操作時（（Ｎ））を基準として、ａ方向に１３５°（
ｂ方向に２２５°）回転されることにより、カレンダー機能が起動し、ａ方向に１８０°
（ｂ方向に１８０°）回転されることにより、ツールメニュー（携帯電話機１における音
出力等に関する各種の設定を行うメニュー）が起動する。また、回転ダイヤル部４１は、
無操作時（（Ｎ））を基準として、ａ方向に２２５°（ｂ方向に１３５°）回転されるこ
とにより、テレビ機能が起動し、ａ方向に２７０°（ｂ方向に９０°）回転されることに
より、ミュージック・プレーヤー機能が起動し、ａ方向に３１５°（ｂ方向に４５°）回
転されることにより、アドレス帳が起動する。
【００３１】
　なお、上述した回転ダイヤル部４１の回転角度に応じて割り当てられているメニューは
一例であって、これに限定されることは無く、例えば、ユーザ自身が頻繁に使用するメニ
ューを登録可能な構成であっても良いし、また、所望のＷｅｂアドレスを登録しておき、
当該Ｗｅｂアドレスを回転ダイヤル部４１により選択することによって、Ｗｅｂブラウザ
が起動して当該ＷｅｂアドレスのＷｅｂページを閲覧できるような構成であっても良い。
また、メニューの数も上述した数（７つ）に限定されるものではない。
【００３２】
　また、ユーザは、回転ダイヤル部４１を直接操作することにより、一定条件下において
、回転ダイヤル部４１に割り当てられている各種機能を直接的に起動させることができ、
従来のようにメインメニューを経由する必要がなく、簡易に所望するアプリケーションを
起動することができる。
【００３３】
　また、図６は、携帯電話機１の機能を示す機能ブロック図である。携帯電話機１は、図
６に示すように、表示部として閉状態にて外部に露出しないディスプレイ２１と、閉状態
でも外部に露出するサブディスプレイ２３とを備える。さらに、ユーザの操作により回転
される回転ダイヤル部４１と、外部の端末と通信を行う通信部６０と、所定の処理を行う
処理部７０と、所定容量を有する充電池８０と、充電池８０から供給される電源電圧を所
定の電圧に変換し、変換後の電圧を通信部６０や処理部７０等に供給する電源回路部９０
と、テーブル１０１を有する記憶部１００と、を備えている。
【００３４】
　通信部６０は、所定の使用周波数帯により外部装置と通信を行うメインアンテナ６１と
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、変調処理又は復調処理等の信号処理を行う通信処理部６２と、を備える。
【００３５】
　メインアンテナ６１は、所定の使用周波数帯（例えば、８００ＭＨｚ）で外部装置（基
地局）と通信を行う。なお、本実施の形態では、所定の使用周波数帯として、８００ＭＨ
ｚとしたが、これ以外の周波数帯であっても良い。また、メインアンテナ６１は、所定の
使用周波数帯の他に、第２の使用周波数帯（例えば、２ＧＨｚ）に対応できる、いわゆる
デュアルバンド対応型による構成であっても良いし、さらに、第３の使用周波数帯以上に
も対応できる複数バンド対応型により構成されていても良い。
【００３６】
　通信処理部６２は、メインアンテナ６１によって受信した信号を復調処理し、処理後の
信号を処理部７０に供給し、一方、処理部７０から供給された信号を変調処理し、メイン
アンテナ６１を介して外部装置（基地局）に送信する。
【００３７】
　電源回路部９０は、充電池８０から供給される電源電圧を所定の電圧値に変圧し、変圧
後の電源電圧を通信部６０や処理部７０等に供給する。
【００３８】
　記憶部１００は、処理部７０にて実行される多数のプログラム及びパラメータや各種テ
ーブル等が記憶される。具体的には、記憶部１００は、制御部７２にて起動、終了、中断
等がなされる多数のアプリケーションプログラムや、これら複数のアプリケーションにて
使用されるパラメータや、複数のアプリケーションプログラムを動作させるためのＯＳ（
Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）プログラムの他、回転検出部７１にて検出される回
転量と複数のアプリケーションとの対応関係（図５を参照。）、さらには閉状態でも起動
可能なアプリケーションで有るか否かを示すテーブル１１０を記憶している。なお、複数
のアプリケーションプログラムには、基準アプリケーション、ミュージック・プレーヤー
、カメラ、メール等の携帯電話機１が有するアプリケーションごとのアプリケーションプ
ログラムが含まれる。
【００３９】
　処理部７０は、回転ダイヤル部４１から供給される回転量に応じて各種機能に対する起
動処理を行う。ここで、処理部７０の構成と動作について説明する。処理部７０は、図７
に示すように、回転ダイヤル部４１の回転量を検出する回転検出部７１と、回転検出部７
１により検出された回転量に応じた所定のアプリケーションを起動し、当該起動した所定
のアプリケーションに対応する表示画面をディスプレイ２１に表示するように制御する制
御部７２と、を備える。なお、本実施例では、回転検出部７１は、回転ダイヤル部４１の
角度の変化量を回転量として検出しているが、これに限られず、回転ダイヤル部４１の回
転に応じた変化を検出できれば良く、例えば、抵抗率の変化等を回転量として検出しても
良い。
【００４０】
　また、制御部７２は、回転ダイヤル部４１の回転が生じる都度、記憶部１００のアプリ
ケーション対応関係のテーブル１１０を参照し、回転量に応じたアプリケーションを特定
している。制御部７２は、携帯電話機１の主電源がＯＮ状態されると、まずＯＳプログラ
ムを立ち上げ、ＯＳ管理下で基準アプリケーションプログラムを起動することでディスプ
レイ２１に待受画面を表示するように制御する。その後、制御部７２は、起動するアプリ
ケーションが発生する都度、ＯＳ管理下で基準アプリケーションプログラムを終了あるい
は中断して新たなアプリケーションプログラムを起動する制御を行う。この処理により、
制御部７２は、ディスプレイ２１上に、待受画面に代えて新たに起動したアプリケーショ
ンに基づく画面を表示させる制御を行う。なお、制御部７２は、起動していたアプリケー
ションプログラムが基準アプリケーションプログラムではなく、他のアプリケーションプ
ログラムであった場合においても同様に、起動していたアプリケーションプログラムを終
了して新たなアプリケーションプログラムを起動する。そして、制御部７２は、以前のア
プリケーションプログラムに基づく画面から新たなアプリケーションプログラムに基づく
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画面に変更するよう制御する。
【００４１】
　このように構成されることにより、本発明では、ユーザは回転ダイヤル部４１による直
感的な操作によって簡易に所望するアプリケーションを選択することができる。
【００４２】
　また、処理部７０は、図７に示すように、筐体が閉状態であるか否かを検出する開閉検
出部７３を備える。また、制御部７２は、回転検出部７１により回転ダイヤル部４１の回
転の検出が生じたときに、開閉検出部７３により前記筐体が閉状態でないと検出されてい
る場合には、回転状態に応じた所定のアプリケーションを起動するとともに、当該起動し
た所定のアプリケーションに対応する表示画面をディスプレイ２１に表示するように制御
し、開閉検出部７３により筐体が閉状態であると検出されている場合には、新たなアプリ
ケーションの起動を行わないように制御することが好ましい。
【００４３】
　このように構成されることにより、本発明では、筐体が閉状態のときには回転ダイヤル
部４１が操作されてもアプリケーションの起動を行わず、筐体が開状態のときに回転ダイ
ヤル部４１の回転量に応じて各種のアプリケーションの起動を可能とする。
【００４４】
　また、制御部７２は、回転検出部７１により回転ダイヤル部４１の回転の検出が生じた
ときに、開閉検出部７３により筐体が閉状態であると検出されている場合には、回転状態
に応じた所定のアプリケーションを特定し、その後、開閉検出部７３により筐体が閉状態
でない状態に遷移したと検出された場合には、特定した所定のアプリケーションを起動し
、当該起動した所定のアプリケーションに対応する表示画面をディスプレイ２１に表示す
るように制御することが好ましい。
【００４５】
　このように構成されることにより、本発明では、ユーザが閉状態において選択したアプ
リケーションを閉状態において特定し、その後筐体が開状態に移行したときに、特定した
アプリケーションが起動するので、所望するアプリケーションの起動時間が他の操作方法
（筐体を開状態にしてアプリケーションの選択を行い、当該アプリケーションの起動を行
う）に比して短縮することができる。
【００４６】
　また、回転検出部７１は、回転ダイヤル部４１の回転が生じると、このときの回転状態
が一定時間（例えば、１～２秒）継続したことを条件に当該回転状態を制御部７２に通知
することが好ましい。例えば、回転検出部７１は、回転ダイヤル部４１を図５に示すａ方
向に４５°回転し、この４５°の回転状態を１～２秒間維持し続けたことを条件に回転量
（４５°）を制御部７２に通知する。制御部７２は、当該回転量（４５°）に応じて、撮
像部１７のカメラ機能を起動する。
【００４７】
　このように構成されることにより、本発明では、回転ダイヤル部４１の誤操作を防止す
ることができるので、ユーザが所望しないアプリケーションの起動を防止でき、省電力化
を図ることができる。
【００４８】
　また、回転検出部７１は、回転ダイヤル部４１の回転が生じると、このときの回転状態
が一定時間継続したことを条件に当該回転状態を制御部７２に通知し、制御部７２は、回
転検出部７１により回転ダイヤル部４１の回転状態の通知を受けたときに、開閉検出部７
３により筐体が閉状態でないと検出されている場合には、回転状態に応じた所定のアプリ
ケーションを起動し、当該起動した所定のアプリケーションに対応する表示画面をディス
プレイ２１に表示するように制御することが好ましい。
【００４９】
　このように構成されることにより、本発明では、筐体が閉状態においてはアプリケーシ
ョンの起動を防止することができる。すなわち、開状態時に起動していたアプリケーショ
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ンを維持することができる。
【００５０】
　また、制御部７２は、通話の待受状態のときに所定の待受画面がディスプレイ２１に表
示されている状態において筐体が開状態から閉状態に遷移したときに、
１．当該閉状態で回転ダイヤル部４１の回転操作が行われずに再び開状態になった場合に
は、ディスプレイ２１には待受画面を表示させ、
２．当該閉状態で回転ダイヤル部４１の回転操作が行われてから再び開状態になった場合
には、当該回転操作による回転状態に応じたアプリケーションを起動し、当該アプリケー
ションに対応する表示画面をディスプレイ２１に表示するように制御する。
【００５１】
　このように構成されることにより、本発明では、筐体が閉状態から開状態に状態変移す
る場合に、閉状態時のアプリケーションの起動状態に応じて開状態におけるアプリケーシ
ョンの起動状態を変化することができる。また、本発明では、所望するアプリケーション
の起動時間が他の操作方法（筐体を開状態にしてアプリケーションの選択を行い、当該ア
プリケーションの起動を行う）に比して短縮することができる。
【００５２】
　また、制御部７２は、筐体が閉状態の場合に回転検出部７１による回転が検出され、そ
の回転状態に基づいて起動対象となるアプリケーションを決定したときに、
１．筐体が閉状態においても起動できる第１のアプリケーションである場合には当該第１
のアプリケーションを起動し、
２．筐体が閉状態において起動できない第２のアプリケーションである場合には当該第２
のアプリケーションの起動を行わないように制御する。
【００５３】
　また、制御部７２は、筐体が閉状態において起動できない第２のアプリケーションであ
る場合には、当該第２のアプリケーションの起動を行わず、その後、開閉検出部７３によ
り筐体が開状態であると検出されたときに、当該第２のアプリケーションを起動するよう
に制御する。
【００５４】
　また、制御部７２は、筐体の状態と回転検出部７１による回転量とに基づいて起動され
るアプリケーションがそれぞれ割り当てられているテーブルを参照して起動対象となるア
プリケーションを決定する。
【００５５】
　このように構成されることにより、本発明では、筐体が開状態と閉状態とによって起動
されるアプリケーションを使い分けることができ、例えば、筐体が開状態の場合にはメー
ルの閲覧を行い、一方、筐体を閉状態（閉状態においては、メールの機能は使用できない
ものとする）の場合には音楽再生アプリケーション（ミュージック・プレイヤー）による
音楽の再生を行うことができ、筐体の開状態と閉状態の変移に応じてアプリケーションを
切り替えることができる。
【００５６】
　また、制御部７２は、通信の待ち受け状態のときに所定の待受画面を前記表示部に表示
する基準アプリケーションと、その他のアプリケーションとを切り替えて実行することが
できる。このような制御部７２によれば、基準アプリケーションが起動されている状態で
、回転検出部７１により回転が検出されると、検出された回転状態に応じた所定のアプリ
ケーションを基準アプリケーションに代えて起動し、当該所定のアプリケーションに基づ
いた画面を待受画面に代えてディスプレイ２１に表示するように制御する。
【００５７】
　ここで、筐体が開状態において撮像部１７のカメラ機能を起動させる際の制御部７２の
動作について図８に示すフローチャートを参照しながら説明する。
【００５８】
　ステップＳ１において、制御部７２は、開閉検出部７３から供給される検出値に基づい
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て筐体（以下、フォルダという。）が開状態、すなわち閉状態ではない状態になっている
か否かを判断する。フォルダが開状態になっていると判断した場合には（Ｙｅｓ）、ステ
ップＳ２に進み、フォルダが閉状態であると判断した場合には（Ｎｏ）、ステップＳ１の
工程を繰り返す。なお、フォルダが開状態でも閉状態でもない中途半端な状態においては
、フォルダが閉状態になっていないものとしてステップＳ１の工程を繰り返す。そして、
開状態においては、前述したように、制御部７２は、ＯＳ管理下で基準アプリケーション
プログラムに基づいてディスプレイ２１に待受画面を表示している。
【００５９】
　ステップＳ２において、制御部７２は、回転検出部７１から回転量の通知があるか否か
、すなわち回転が発生し、選択されている機能に変化があるか否かを判断する。変化があ
ると判断した場合には（Ｙｅｓ）、ステップＳ３に進み、変化がないと判断した場合には
（Ｎｏ）、ステップＳ２の工程を繰り返す。
【００６０】
　ステップＳ３において、制御部７２は、回転検出部７１からの一定量の回転量の通知を
一定時間検出し続けたか否かを判断する。一定時間検出し続けたと判断した場合には（Ｙ
ｅｓ）、ステップＳ４に進み、一定時間検出し続けなかったと判断した場合には（Ｎｏ）
、ステップＳ３の工程を繰り返す。
【００６１】
　ステップＳ４において、制御部７２は、所定のアプリケーション（本実施例の場合には
、撮像部１７のカメラ機能）を起動する。ここで、ディスプレイ２１では、制御部７２に
より、待受画面に代えて新たに起動した音楽再生アプリケーション（ミュージック・プレ
ーヤー）に基づいた操作画面等を表示させる。そして、制御部７２は、当該音楽再生アプ
リケーションに対応する音楽処理デバイスを起動して音楽再生等を開始する。なお、入力
操作ボタンに含まれる終話キー（オンフックキー）（入力操作ボタン１４）が操作される
と、ＯＳの管理下において音楽再生アプリケーションを終了あるいは中断させてから基準
アプリケーションプログラムを再度起動する。そして、制御部７２により、ミュージック
・プレーヤーの画面から待受画面へ表示を遷移させる。
【００６２】
　つぎに、筐体が開状態及び閉状態のいずれの状態においても一定のアプリケーション（
例えば、ミュージック・プレーヤー）を起動させる際の制御部７２の動作について図９に
示すフローチャートを参照しながら説明する。
【００６３】
　ステップＳ１１において、制御部７２は、開閉検出部７３から供給される検出値に基づ
いてフォルダが開状態になっているか否かを判断する。フォルダが開状態になっていると
判断した場合には（Ｙｅｓ）、ステップＳ１３に進み、フォルダが開状態になっていない
と判断した場合には（Ｎｏ）、ステップＳ１２の工程に進む。
【００６４】
　ステップＳ１２において、制御部７２は、開閉検出部７３から供給される検出値に基づ
いてフォルダが閉状態になっているか否かを判断する。フォルダが閉状態になっていると
判断した場合には（Ｙｅｓ）、ステップＳ１３に進み、フォルダが閉状態になっていない
と判断した場合には（Ｎｏ）、ステップＳ１１の工程に戻る。本工程では、フォルダが開
状態でも閉状態でもない中途半端な状態においては、フォルダが開状態になっていないも
のとしてステップＳ１１の工程に戻ることを意味している。そして、開状態においては、
前述したように、制御部７２は、ＯＳ管理下で基準アプリケーションプログラムに基づい
てディスプレイ２１に待受画面を表示している。
【００６５】
　ステップＳ１３において、制御部７２は、回転検出部７１から回転量の通知があるか否
か、すなわち選択されている機能に変化があるか否かを判断する。変化があると判断した
場合には（Ｙｅｓ）、ステップＳ１４に進み、変化がないと判断した場合には（Ｎｏ）、
ステップＳ１３の工程を繰り返す。



(11) JP 4724198 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

【００６６】
　ステップＳ１４において、制御部７２は、回転検出部７１からの一定量の回転量の通知
を一定時間検出し続けたか否かを判断する。一定時間検出し続けなかったと判断した場合
には（Ｎｏ）、ステップＳ１４の工程を繰り返す。
【００６７】
　また、一定時間検出し続けた場合には（Ｙｅｓ）、制御部７２はテーブル１１０を参照
し、回転量に応じてアプリケーションを特定する。そして、回転量に応じてアプリケーシ
ョンを特定したときの筐体の状態が開状態である場合には、ステップＳ１５へ進む。しか
し、このときの筐体状態が閉状態である場合には、特定されたアプリケーションが、閉状
態であっても起動可能な第１のアプリケーションであるか、閉状態では起動不能とする第
２のアプリケーションであるかどうかをさらに判定する。第２のアプリケーションである
と判定されればステップＳｌ４の処理を繰り返し、第１のアプリケーションであると判定
されればステップＳ１５へと進む。
【００６８】
　ステップＳ１５において、制御部７２は、所定のアプリケーション（本実施例の場合に
は、ミュージック・プレーヤー）を起動する。
【００６９】
　そして、制御部７２は、当該音楽再生アプリケーションに対応する音楽処理デバイスを
起動して音楽再生等を開始する。また、開状態の場合にはディスプレイ２１に、閉状態の
場合にはサブディスプレイ２３に、待受画面に代えて新たに起動した音楽再生アプリケー
ションに基づいた操作画面等を制御部７２の制御にしたがって表示させる。なお、入力操
作ボタンに含まれる終話キー（オンフックキー）（入力操作ボタン１４）が操作されると
、ＯＳの管理下において音楽再生アプリケーションを終了あるいは中断させてから基準ア
プリケーションプログラムを再度起動する。そして、制御部７２により、ミュージック・
プレーヤーの画面から待受画面へと表示を遷移させる。
【００７０】
　なお、ステップＳ１１の工程において、制御部７２は、開状態かつ起動していたアプリ
ケーションプログラムが基準アプリケーションプログラムではなく、他のアプリケーショ
ンプログラムであった場合においても同様に、起動していたアプリケーションプログラム
を終了して新たなアプリケーションプログラムを起動する。そして、制御部７２は、前の
アプリケーションプログラムに基づく画面から新たなアプリケーションプログラムに基づ
く画面に変更するよう制御する。
【００７１】
　このようにして、本発明では、回転ダイヤル部４１を直接操作することにより、一定条
件下において、回転ダイヤル部４１に割り当てられている各種機能を直接的に起動させる
ことができ、従来のようにメインメニューを経由する必要がなく、簡易に所望するアプリ
ケーションを起動することができる。
【００７２】
　そして、本発明の実施形態によれば、一定の回転量が一定時間継続しなければアプリケ
ーションを起動しないため、ユーザが癖で何度も回転させる場合等に、毎回アプリケーシ
ョンを起動せずに済むため、無駄な電力消費が発生しない。また、回転ダイヤル部４１の
回転が僅かでも検出されて直ぐにアプリケーションを立ち上げる場合において、ユーザは
ニュートラル位置から１８０°に位置するアプリケーションを立ち上げることを希望して
いるにもかかわらず、４５°、９０°というように途中で経由するアプリケーションを全
て、起動、終了を繰り返さなければならないこととなってしまう問題が考えられる。しか
し、本実施例においては、一定の回転量が一定時間継続しなければアプリケーションを起
動しない構成としたため、１８０°の位置まですばやく回転させれば途中で経由するアプ
リケーションを起動することがないため、電力消費を低減することができる。
【００７３】
　また、開閉可能な筐体構成を有する場合には、大抵の場合において、メインとなるディ
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スプレイ（本実施例においては、ディスプレイ２１に相当する。）、あるいはメインの操
作部（本実施例においては、入力操作ボタン１４に相当する。）の少なくともいずれか一
方が、閉状態においては外部に露出しない状態となる。すなわち、閉状態においては操作
性が制限される状態になる。また、閉状態は、手に持って移動する形態であることも多い
。
【００７４】
　本発明の実施形態では、開状態では回転動作によって全てのアプリケーションを起動可
能とし、閉状態では起動不能あるいは一部のアプリケーションのみを起動可能とする構成
例も示した。このような構成であれば、閉状態において操作牲が制限されており、起動し
ても操作を正確に行うことのできないアプリケーションを、閉状態において起動すること
がないので、移動中等に意図せず回転ダイヤル部４１を回転させてしまった場含において
、普通では操作することのないようなアプリケーションを起動することが無くなり、無駄
な電力消費をさらに抑えることができる。
【００７５】
　そして、閉状態においてダイヤル回転が発生し、その後開状態に遷移したときに初めて
対応するアプリケーションを起動させる構成であれば、操作可能な状態となって初めてア
プリケーションを起動することとなる。すなわち、閉状態においては何回もダイヤルが回
転していても、最終的に開状態に遷移したときにだけアプリケーションの起動が行われる
こととなり、アプリケーションの起動の回数を大幅に低減することができるため、電力消
費の低減に繋げることができる。
【００７６】
　なお、本実施形態において、回転ダイヤル部４１の回転量に基づいて、起動すべきアプ
リケーションを特定する例を示したが、これに限定されるものではない。すなわち、いか
なる回転状態かさえ判定できれば良く、変動量を検出する他に、例えば、最終的な回転位
置だけを検出するような構成であっても良い。そして、テーブル１１０にて最終的な回転
位置にそれぞれアプリケーションを対応付けて記憶しておけば、これを参照することによ
り、特定された位置に応じたアプリケーションを起動するように構成することもできる。
【００７７】
　さらには、回転が生じてから最終的な回転位置に至るまでの時間の計測を行うことで、
速い回転であるか、遅い回転であるかを判別できるように構成し、これに応じて起動する
アプリケーションを変化させるように構成しても良い。この場合、テーブル１１０に回転
時間ごとの起動するアプリケーションを対応付けて記億しておき、回転が生じてから回転
が停止されるまでの時間をテーブル参照することで、例えば、同じ位置までの回転であっ
ても回転速度の相違によって異なるアプリケーションを起動できるようにすることも可能
である。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明に係る携帯電話機の外観を示す図である。
【図２】携帯電話機の閉状態における表示部側筐体部から見たときの外観を示す図である
。
【図３】携帯電話機の閉状態における操作部側筐体部から見たときの外観を示す図である
。
【図４】回転ダイヤル部付近を拡大したときの図である。
【図５】回転ダイヤル部の機能についての説明に供する図である。
【図６】携帯電話機の機能を示す機能ブロック図である。
【図７】携帯電話機に備えられている処理部の機能を示す機能ブロック図である。
【図８】筐体が開状態において一定のアプリケーションを起動させる際の制御部の動作に
ついての説明に供するフローチャートである。
【図９】筐体が開状態及び閉状態のいずれの状態においても一定のアプリケーションを起
動させる際の制御部の動作について説明に供するフローチャートである。
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【符号の説明】
【００７９】
１　携帯電話機
２　操作部側筐体部
３　表示部側筐体部
４　ヒンジ機構
４１　回転ダイヤル部
７０　処理部
７１　回転検出部
７２　制御部
７３　開閉検出部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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