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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１形態と第２形態との間で変形自在な構成の携帯端末であって、
　表示手段と、
　メールを受信する受信手段と、
　自端末の形態が前記第１形態にあるか否かを検出する検出手段と、
　前記表示手段が前記受信手段が受信したメールに対する返信メールを表示している場合
において、前記検出手段が自端末の形態が前記第１形態でないと検出したときには、前記
返信メールから前記受信メールの表示に切り替えるように前記表示手段を制御する表示制
御手段とを備え、
　前記表示制御手段は、前記表示手段が受信メールを表示している場合において、所定の
キーからユーザの入力を受け付けたときには、受信メールの本文をスクロールさせて表示
させ、一度返信メールを表示した後に、再度受信メールを表示させた場合には、前回のス
クロール後の位置の受信メールを表示させる
　ことを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　第１形態と第２形態との間で変形自在な構成の携帯端末であって、
　表示手段と、
　メールを受信する受信手段と、
　自端末の形態が前記第１形態にあるか否かを検出する検出手段と、
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　前記表示手段が前記受信手段が受信したメールに対する返信メールを表示している場合
において、前記検出手段が自端末の形態が前記第１形態でないと検出したときには、前記
返信メールから前記受信メールの表示に切り替えるように前記表示手段を制御する表示制
御手段と、
　前記表示手段が受信メールを表示している場合において、所定のキーから所定の入力を
受け付けたときに、前記受信メールの本文中の一部又は全部の範囲をユーザからの入力に
基づいて選択する範囲選択手段とを備え、
　前記検出手段が、自端末が前記第１形態にあることを検出した場合に前記範囲選択手段
が選択した範囲の受信メールの本文を前記返信メールのカーソル位置に挿入する
　ことを特徴とする携帯端末。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、返信メールから受信メールの表示に切り替えるよう前記表示手段
を制御した後に、前記検出手段が自端末の形態が前記第１形態にあることを検出した時に
は、前記受信メールの表示から前記返信メールの表示に切り替えるように前記表示手段を
制御する
　ことを特徴とする請求項１または２記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記第１形態は、文字入力用であって所定の複数のキー群が全て露出する形態のことで
あり、前記第２形態は、全ての前記所定の複数のキー群が自端末の筐体の少なくとも一部
により隠蔽されて露出していない形態のことである
　ことを特徴とする請求項１または２記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記携帯端末は更に、
　通話を実行するための通話手段を備え、
　前記所定の複数のキー群は、発呼を行うための番号及び文字を入力するためのテンキー
群である
　ことを特徴とする請求項１または２記載の携帯端末。
【請求項６】
　前記携帯端末は、前記所定の複数のキー群を備える第１の筐体と、第２の筐体とが回動
自在にヒンジ部で接続されてなる折畳み型の携帯端末であり、前記第１形態は、前記第１
の筐体の前記所定の複数のキー群が搭載されている面と第２の筐体とが相対しない開いた
形態のことであり、前記第２形態は、前記所定の複数のキー群が前記第２の筐体により隠
蔽される閉じた形態のことであり、
　前記表示手段は、前記第２の筐体に搭載され、前記第２形態のときに前記所定の複数の
キー群と正対する第１ディスプレイと、前記第２の筐体に搭載され、前記第１ディスプレ
イとは反対側の面にある第２ディスプレイとを含み、
　前記検出手段は、前記第１の筐体と前記第２の筐体とが所定の角度をなす場合に前記第
１形態にあることを検出し、
　前記表示制御手段は、自端末が前記第１形態にある場合に前記返信メールを前記第１デ
ィスプレイに表示させ、自端末が前記第１形態にない場合に前記受信メールを前記第２デ
ィスプレイに表示させる
　ことを特徴とする請求項４記載の携帯端末。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記検出手段が自端末が前記第１形態にないことを検出したとき
には、前記受信メールを前記第１ディスプレイにも表示させる
　ことを特徴とする請求項６記載の携帯端末。
【請求項８】
　前記携帯端末は、スライド型の携帯端末であり、前記所定の複数のキー群を備えた第１
の筐体と、第２の筐体とが、相互に平行移動自在に構成され、前記第１形態は、前記第２
の筐体により前記所定の複数のキー群が隠蔽されていない形態のことであり、前記第２形
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態は、前記第２の筐体により前記所定の複数のキー群が隠蔽されている形態のことであり
、
　前記表示手段は、前記第２の筐体に搭載されたディスプレイを含み、
　前記表示制御手段は、前記第１形態にある場合にのみ前記ディスプレイに前記返信メー
ルを表示させ、前記第１形態にない場合には前記ディスプレイに前記受信メールを表示さ
せる
　ことを特徴とする請求項４記載の携帯端末。
【請求項９】
　前記携帯端末は、前記所定の複数のキー群を備える第１の筐体と、第２の筐体とが回動
自在に第１ヒンジ部で接続され、前記第１ヒンジ部と直交する第２ヒンジ部によっても前
記第１の筐体の一部または全部と、前記第２の筐体とが回動自在に変形する２軸ヒンジ型
携帯端末であって、
　前記表示手段は、前記第２の筐体に備えられたディスプレイを含み、
　前記第２形態は、全ての前記所定の複数のキー群が前記第２の筐体の前記ディスプレイ
を搭載している面とは反対側の面により隠蔽される閉じた形態のことであり、
　前記第１形態は、前記所定の複数のキー群が全て露出する形態で、かつ、前記第２形態
時から前記第２ヒンジ部を１８０度回転させた状態であって、前記第１の筐体と前記第２
の筐体とが前記第１ヒンジ部によりなす角度が、前記第２形態時の前記第１筐体と前記第
２の筐体とが前記第１ヒンジ部により形成される角度とは異なる所定の角度であり、前記
所定の複数のキー群が露出されている開いた形態のことであり、
　前記表示制御手段は、前記返信メールを前記第１形態の場合にのみ、前記返信メールを
前記ディスプレイに表示させる
　ことを特徴とする請求項４記載の携帯端末。

【請求項１０】
　前記携帯端末は、前記返信メールと前記受信メールとを対応付けて記憶する記憶手段を
備える
　ことを特徴とする請求項１または２記載の携帯端末。
【請求項１１】
　文字入力用であって所定の複数のキー群の少なくとも一部が露出されている第１形態と
、文字入力用であって所定の複数のキー群が隠蔽される第２形態との間で変形自在なよう
に構成されている携帯端末であって、
　表示手段と、
　メールを受信する受信手段と、
　自端末の形態が前記第２形態にあるか否かを検出する検出手段と、
　自端末が前記第１形態にあって前記表示手段が前記受信手段が受信したメールに対する
返信メールを表示している場合において、前記検出手段が自端末の形態が前記第２形態に
あると検出したときには、前記返信メールから前記受信メールの表示に切り替えるように
前記表示手段を制御する表示制御手段とを備え、
　前記表示制御手段は、前記表示手段が受信メールを表示している場合において、所定の
キーからユーザの入力を受け付けたときには、受信メールの本文をスクロールさせて表示
させ、一度返信メールを表示した後に、再度受信メールを表示させた場合には、前回のス
クロール後の位置の受信メールを表示させる
　ことを特徴とする携帯端末。
【請求項１２】
　前記表示制御手段は、返信メールから受信メールの表示に切り替えるよう前記表示手段
を制御した後に、前記検出手段が自端末の形態が前記第２形態でなくなったことを検出し
た時には、前記受信メールの表示から前記返信メールの表示に切り替えるように前記表示
手段を制御する
　ことを特徴とする請求項１１記載の携帯端末。
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【請求項１３】
　第１形態と第２形態との間で変形自在な構成の携帯端末における返信メールと受信メー
ルの表示切替方法であって、
　メールを受信する受信ステップと、
　受信したメールに対する返信メールを表示する返信メール表示ステップと、
　自端末の形態が前記第１形態にあるか否かを検出する検出ステップと、
　前記検出ステップにより自端末の形態が前記第１形態でないと検出したときに、前記返
信メールから前記受信メールの表示に切り替える表示切替ステップとを含み、
　前記表示切替ステップは、前記表示ステップが受信メールを表示している場合において
、所定のキーからユーザの入力を受け付けたときには、受信メールの本文をスクロールさ
せて表示させ、一度返信メールを表示した後に、再度受信メールを表示させた場合には、
前回のスクロール後の位置の受信メールを表示させる
　ことを特徴とする表示切替方法。
【請求項１４】
　第１形態と第２形態との間で変形自在な構成の携帯端末のコンピュータに返信メールの
表示と受信メールの表示とを切り替えさせるための処理手順を示した表示切替プログラム
であって、前記処理手順は、
　メールを受信する受信ステップと、
　受信したメールに対する返信メールを表示する返信メール表示ステップと、
　自端末の形態が前記第１形態にあるか否かを検出する検出ステップと、
　前記検出ステップにより自端末の形態が前記第１形態でないと検出したときに、前記返
信メールから前記受信メールの表示に切り替える表示切替ステップとを含み、
　前記表示切替ステップは、前記表示ステップが受信メールを表示している場合において
、所定のキーからユーザの入力を受け付けたときには、受信メールの本文をスクロールさ
せて表示させ、一度返信メールを表示した後に、再度受信メールを表示させた場合には、
前回のスクロール後の位置の受信メールを表示させる
　ことを特徴とする表示切替プログラム。
【請求項１５】
　文字入力用であって所定の複数のキー群の少なくとも一部が露出されている第１形態と
、文字入力用であって所定の複数のキー群が隠蔽される第２形態との間で変形自在なよう
に構成されている携帯端末であって、
　表示手段と、
　メールを受信する受信手段と、
　自端末の形態が前記第２形態にあるか否かを検出する検出手段と、
　自端末が前記第１形態にあって前記表示手段が前記受信手段が受信したメールに対する
返信メールを表示している場合において、前記検出手段が自端末の形態が前記第２形態に
あると検出したときには、前記返信メールから前記受信メールの表示に切り替えるように
前記表示手段を制御する表示制御手段と、
　前記表示手段が受信メールを表示している場合において、所定のキーから所定の入力を
受け付けたときに、前記受信メールの本文中の一部又は全部の範囲をユーザからの入力に
基づいて選択する範囲選択手段とを備え、
　前記検出手段が、自端末が前記第１形態にあることを検出した場合に前記範囲選択手段
が選択した範囲の受信メールの本文を前記返信メールのカーソル位置に挿入する
　ことを特徴とする携帯端末。
【請求項１６】
　前記表示制御手段は、返信メールから受信メールの表示に切り替えるよう前記表示手段
を制御した後に、前記検出手段が自端末の形態が前記第２形態でなくなったことを検出し
た時には、前記受信メールの表示から前記返信メールの表示に切り替えるように前記表示
手段を制御する
　ことを特徴とする請求項１５記載の携帯端末。
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【請求項１７】
　第１形態と第２形態との間で変形自在な構成の携帯端末における返信メールと受信メー
ルの表示切替方法であって、
　メールを受信する受信ステップと、
　受信したメールに対する返信メールを表示する返信メール表示ステップと、
　自端末の形態が前記第１形態にあるか否かを検出する検出ステップと、
　前記検出ステップにより自端末の形態が前記第１形態でないと検出したときに、前記返
信メールから前記受信メールの表示に切り替える表示切替ステップと、
　前記表示ステップが受信メールを表示している場合において、所定のキーから所定の入
力を受け付けたときに、前記受信メールの本文中の一部又は全部の範囲をユーザからの入
力に基づいて選択する範囲選択ステップとを含み、
　前記検出ステップが、自端末が前記第１形態にあることを検出した場合に前記範囲選択
ステップが選択した範囲の受信メールの本文を前記返信メールのカーソル位置に挿入する
　ことを特徴とする表示切替方法。
【請求項１８】
　第１形態と第２形態との間で変形自在な構成の携帯端末のコンピュータに返信メールの
表示と受信メールの表示とを切り替えさせるための処理手順を示した表示切替プログラム
であって、前記処理手順は、
　メールを受信する受信ステップと、
　受信したメールに対する返信メールを表示する返信メール表示ステップと、
　自端末の形態が前記第１形態にあるか否かを検出する検出ステップと、
　前記検出ステップにより自端末の形態が前記第１形態でないと検出したときに、前記返
信メールから前記受信メールの表示に切り替える表示切替ステップと、
　前記表示ステップが受信メールを表示している場合において、所定のキーから所定の入
力を受け付けたときに、前記受信メールの本文中の一部又は全部の範囲をユーザからの入
力に基づいて選択する範囲選択ステップとを含み、
　前記検出ステップが、自端末が前記第１形態にあることを検出した場合に前記範囲選択
ステップが選択した範囲の受信メールの本文を前記返信メールのカーソル位置に挿入する
　ことを特徴とする表示切替プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末に関し、特に受信メールと返信メールの表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機などの携帯端末においては、受信したメールに対する返信である返信メール
を入力する場合に、受信メールの内容を確認したいことがある。パソコンなどに比すると
携帯端末の画面は小さいために、携帯端末において返信メールを入力する際に受信メール
を確認する手法としては様々な工夫がなされている。
　返信メールを入力する際に受信メールの内容を確認する手法としては、例えば引用返信
という方法があり、返信メールに受信メールの内容を含む方法である。引用返信に関する
技術としては特許文献１に挙げるものがある。
【０００３】
　他にも、返信メールを入力する際には、表示画面の領域を２つに分け、半分に受信メー
ルを表示し、残り半分に返信メールを表示する方法もある。
　また、近年の携帯電話機においては、マルチタスク処理方式により、複数のタスクを同
時に実行することができ、返信メールを入力している最中でもメニューからメールメニュ
ーを選択し、メールフォルダの中から受信メールフォルダを選択し、受信メールフォルダ
から見たい受信メールを選択するという複数の処理手順を踏まえることで、受信メールを
表示させることができる。
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【特許文献１】特開２００６－２８５３４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、マルチタスク処理方式の場合に受信メールを確認するには、上述したように
ユーザは煩雑な操作を実行する必要がある。また、表示領域を２つに分割して一つの画面
に返信メールと受信メールの両方を表示した場合については、只でさえ小さな画面を２分
割しているので、受信メールの本文が全て画面上に表示されない場合が多く、受信メール
の内容を確認するために頻繁にスクロールさせることになる。すると、メニュー画面を起
動して受信メールを操作対象とする選択操作を行った後に更にスクロールさせるという複
数の入力操作を何度も行わなければならなくなる。
【０００５】
　また、引用返信の場合にも受信メールの本文が長かったりする場合などには、やはり返
信メールを頻繁にスクロールさせるという操作を行って引用文を確認する必要があり、何
度も確認すると返信メールの表示位置を入力位置とスクロール位置の間で何度もスクロー
ル操作をしなければならないという煩雑さがある。
　本発明においては、ユーザにこのような煩雑な入力操作を強いることなく、返信メール
を見ているときにより簡易に受信メールの本文を確認することができる携帯端末を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明は、第１形態と第２形態との間で変形自在な構成の携
帯端末であって、表示手段と、メールを受信する受信手段と、自端末の形態が前記第１形
態にあるか否かを検出する検出手段と、前記表示手段が前記受信手段が受信したメールに
対する返信メールを表示している場合において、前記検出手段が自端末の形態が前記第１
形態でないと検出したときには、前記返信メールから前記受信メールの表示に切り替える
ように前記表示手段を制御する表示制御手段とを備えることを特徴としている。
【０００７】
　また、本発明は、第１形態と第２形態との間で変形自在な構成の携帯端末における返信
メールと受信メールの表示切替方法であって、メールを受信する受信ステップと、受信し
たメールに対する返信メールを表示する返信メール表示ステップと、自端末の形態が前記
第１形態にあるか否かを検出する検出ステップと、前記検出ステップにより自端末の形態
が前記第１形態でないと検出したときに、前記返信メールから前記受信メールの表示に切
り替える表示切替ステップとを含むことを特徴としている。
【０００８】
　また、本発明は、第１形態と第２形態との間で変形自在な構成の携帯端末のコンピュー
タに返信メールの表示と受信メールの表示とを切り替えさせるための処理手順を示した表
示切替プログラムであって、前記処理手順は、メールを受信する受信ステップと、受信し
たメールに対する返信メールを表示する返信メール表示ステップと、自端末の形態が前記
第１形態にあるか否かを検出する検出ステップと、前記検出ステップにより自端末の形態
が前記第１形態でないと検出したときに、前記返信メールから前記受信メールの表示に切
り替える表示切替ステップとを含むことを特徴としている。
【０００９】
　ここで、返信メールとは、携帯端末で受信したメールに対する返信に係るメールであっ
て、当該受信メールを送信したアドレスに送信する又は送信したメールのことをいい、返
信メールの表示及び受信メールの表示は、少なくともそれぞれの本文の表示のことをいう
。また、返信メールはユーザの文字入力操作により作成、編集されるものである。なお、
返信メールの作成は、受信メールを表示もしくは受信メールリストの中から一の受信メー
ルを選択状態にしている状態で、返信メール作成のためのメニューを選択すると返信メー
ル作成のためのアプリケーションプログラムが起動することで開始される。
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【００１０】
　また、ここで表示手段は、表示先の例えばディスプレイに表示用データを出力する機構
を含む。
【発明の効果】
【００１１】
　上述のような構成によって、携帯端末は、例えば折畳み型携帯電話機やスライド型携帯
電話機のように、２形態間でその形態が変化し、１の形態とそうでない形態とに返信メー
ルと受信メールとを対応付け、携帯端末を変形させることで返信メールと受信メールの表
示を切り替えるので、複雑なメニュー選択操作などを行うことなく、返信メールから受信
メールへの表示の切り替えを容易に行うことができる。
【００１２】
　また、前記表示制御手段は、返信メールから受信メールの表示に切り替えるよう前記表
示手段を制御した後に、前記検出手段が自端末の形態が前記第１形態にあることを検出し
た時には、前記受信メールの表示から前記返信メールの表示に切り替えるように前記表示
手段を制御することとしてよい。
　この構成により、受信メールから返信メールへの表示の切り替えもまた、携帯端末の変
形を以って、容易に実行することができる。
【００１３】
　また、前記第１形態は、文字入力用であって所定の複数のキー群が全て露出する形態の
ことであり、前記第２形態は、全ての前記所定の複数のキー群が自端末の筐体の少なくと
も一部により隠蔽されて露出していない形態のことであることとしてよい。
　ここで所定の複数のキー群とは、携帯端末の筐体に備えられる文字入力用のキーのこと
であり、所定の複数のキー群の中の一のキーが一の文字に対応していてもよいし、所定の
複数のキー群の中の一のキーが複数の文字に対応していてもよい。例えば、携帯端末がＰ
ＤＡ（Personal Digital Assistants）であるとすると、ＰＤＡには一のキーが一の文字
に対応しているものもあるし、例えば携帯端末が携帯電話機であるとすると、一のキーが
例えばあ行の文字５つ分と数字の１とが対応していることもある。
【００１４】
　この構成により、第１形態では、返信メールを打てる状態となっており、第２形態では
返信メールを打てない状態となっている。即ち第２形態の状態においては、返信メールを
表示しても意味がない状態といえるので、第２形態のときに受信メールを表示することは
、一見して返信メールと受信メールの何れのメールが表示されているのかが分かり、返信
メールの入力を実行できるか否かを直感的に認識できるという意味において、より実用的
といえる。
【００１５】
　携帯端末としては、携帯電話機などが挙げられるが、携帯電話機では、スライド型、折
畳み型、２軸ヒンジ型など、形態変化するものが多く、何れの型であっても文字入力用の
キーが隠蔽される形態が存在する。これらの機器において、文字入力用のキーが露出して
いるタイミングでは返信メールを表示して、返信メールの本文入力をし、文字入力用のキ
ーが露出していないタイミングでは返信メールを編集できないので、受信メールを表示す
る構成は非常に実用的である。
【００１６】
　また、前記携帯端末は更に、通話を実行するための通話手段を備え、前記所定の複数の
キー群は、発呼を行うための番号及び文字を入力するためのテンキー群であることとして
よい。
　ここでテンキー群とは、０～９及びアスタリスクキー、♯キーのことをいう。
　これにより、携帯端末は通話も可能となる。
【００１７】
　また、前記携帯端末は、前記所定の複数のキー群を備える第１の筐体と、第２の筐体と
が回動自在にヒンジ部で接続されてなる折畳み型の携帯端末であり、前記第１形態は、前
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記第１の筐体の前記所定の複数のキー群が搭載されている面と第２の筐体とが相対しない
開いた形態のことであり、前記第２形態は、前記所定の複数のキー群が前記第２筐体によ
り隠蔽される閉じた形態のことであり、前記表示手段は、前記第２の筐体に搭載され、前
記第２形態のときに前記所定の複数のキー群と正対する第１ディスプレイと、前記第２の
筐体に搭載され、前記第１ディスプレイとは反対側の面にある第２ディスプレイとを含み
、前記検出手段は、前記第１の筐体と前記第２の筐体とが所定の角度をなす場合に前記第
１形態にあることを検出し、前記表示制御手段は、自端末が前記第１形態にある場合に前
記返信メールを前記第１ディスプレイに表示させ、自端末が前記第１形態にない場合に前
記受信メールを前記第２ディスプレイに表示させることとしてよい。
【００１８】
　ここで、第１筐体と第２筐体とがなす角度とは、第１筐体の所定の複数のキー群が搭載
される面と、第２筐体の第１ディスプレイが搭載される面によって形成される角度である
（例えば、図７（ｂ）の場合であれば、角１９０で示される角度のことである）。
　これにより、携帯端末は折畳み型である場合に、折り畳まれている状態と、折り畳まれ
ていない状態とで、返信メールと受信メールの表示を切り替えるので、ユーザは、一見し
て何れのメールが表示されているのかを容易に認識することができる。
【００１９】
　また、前記表示制御手段は、前記検出手段が自端末が前記第１形態にないことを検出し
たときには、前記受信メールを前記第１ディスプレイにも表示させることとしてよい。
　これにより、例えば折畳み型携帯端末で第１の筐体と第２の筐体が開ききった状態を第
１形態であるとすると、その形態から、少しだけ第２形態寄りに変化させるだけで返信メ
ールの表示から受信メールの表示に切り替わる。従って、ユーザは完全に筐体を閉じて携
帯端末を第２形態にしなくても、受信メールをより容易に確認することができる。
【００２０】
　また、前記携帯端末は、スライド型の携帯端末であり、前記所定の複数のキー群を備え
た第１の筐体と、第２の筐体とが、相互に平行移動自在に構成され、前記第１形態は、前
記第２の筐体により前記所定の複数のキー群が隠蔽されていない形態のことであり、前記
第２形態は、前記第２の筐体により前記所定の複数のキー群が隠蔽されている形態のこと
であり、前記表示手段は、前記第２の筐体に搭載されたディスプレイを含み、前記表示制
御手段は、前記第１形態にある場合にのみ前記ディスプレイに前記返信メールを表示させ
、前記第１形態にない場合には前記ディスプレイに前記受信メールを表示させることとし
てよい。
【００２１】
　これにより、携帯端末はスライド型である場合に、第１筐体と第２筐体とがスライドし
て重なりあって文字入力用のキー群に対する入力ができない状態と、第１筐体と第２筐体
とが完全に重なりあわず、入力ができる状態とで受信メールと返信メールの表示を切り替
えるので、ユーザは、一見していずれのメールが表示されているのかを認識し、返信メー
ルへの入力が可能か否かを判断することができる。
【００２２】
　また、前記携帯端末は、前記所定の複数のキー群を備える第１の筐体と、前記第２の筐
体とが回動自在に第１ヒンジ部で接続され、前記第１ヒンジ部と直交する第２ヒンジ部に
よっても前記第１の筐体の一部または全部と、前記第２の筐体とが回動自在に変形する２
軸ヒンジ型携帯端末であって、前記表示手段は、前記第２の筐体に備えられたディスプレ
イを含み、前記第２形態は、全ての前記所定の複数のキー群が前記第２の筐体の前記ディ
スプレイを搭載している面とは反対側の面により隠蔽される閉じた形態のことであり、前
記第１形態は、、前記所定の複数のキー群が全て露出する形態で、かつ、前記第２形態時
から前記第２ヒンジ部を１８０度回転させた状態であって、前記第１の筐体と前記第２の
筐体とが前記第１ヒンジ部によりなす角度が、前記第２形態時の前記第１筐体と前記第２
筐体とが前記第１ヒンジ部により形成される角度とは異なる所定の角度であり、前記所定
の複数のキー群が露出されている開いた形態のことであり、前記表示制御手段は、前記返
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信メールを前記第１形態の場合にのみ、前記返信メールを前記ディスプレイに表示させる
こととしてよい。
【００２３】
　ここで、第１ヒンジ部の回動により、第１筐体と第２筐体とがなす角度は、上述の折畳
み型の携帯端末の場合の第１筐体と第２筐体とがなす角度に相当する（例えば、図８（ｂ
）の場合であれば、角１９１で示される角度のことである）。
　これにより、携帯端末は２軸ヒンジ型である場合に、第２ヒンジ部が所定一から少し回
転するだけで、返信メールから受信メールの表示に切り替えるので、ユーザは、第２ヒン
ジ部を少しだけ回転させるという簡単な操作だけでも、返信メールから受信メールの表示
に切り替えることができる。
【００２４】
　また、前記表示制御手段は、前記表示手段が受信メールを表示している場合において、
前記所定の複数のキー群以外のキーからユーザの入力を受け付けときには、受信メールの
本文をスクロールさせて表示させ、一度返信メールを表示した後に、再度受信メールを表
示させた場合には、前回のスクロール後の位置の受信メールを表示させることとしてよい
。
【００２５】
　これにより、ユーザが返信メール作成中に受信メールをスクロールさせて確認した場合
に、一度返信メール作成に戻り、その後に再び受信メールを確認したときには、スクロー
ル後の位置の受信メールの本文が表示される。通常、受信メールを確認しながら返信メー
ルを作成する場合には、受信メールの本文の内容を順に追いながら作成するので、この構
成は、受信メールを確認しながら返信メールを作成するユーザにとってよりユーザフレン
ドリィな構成である。
【００２６】
　また、前記携帯端末は、更に、前記表示手段が受信メールを表示している場合において
、前記所定の複数のキー群以外のキーから所定の入力を受け付けたときに、前記受信メー
ルの本文中の一部又は全部の範囲をユーザからの入力に基づいて選択する範囲選択手段を
備え、前記検出手段が、自端末が前記第１形態にあることを検出した場合に前記範囲選択
手段が選択した範囲の受信メールの本文を前記返信メールのカーソル位置に挿入すること
としてよい。
【００２７】
　これにより、返信メール表示中にメニューを選択して、選択した範囲のコピーした本文
を貼り付けることを選択するという従来だと必要になる操作手順を省けるので、受信メー
ルの本文の返信メールへのコピーアンドペーストがより簡易になる。
　また、前記携帯端末は、前記返信メールと前記受信メールとを対応付けて記憶する記憶
手段を備えることとしてよい。
【００２８】
　この構成により、携帯端末は、複数の受信メールがあったとしても、対応を間違えるこ
となく、返信メールに対応する受信メールを切り替えて表示することができる。
　また、本発明は、文字入力用であって所定の複数のキー群の少なくとも一部が露出され
ている第１形態と、文字入力用であって所定の複数のキー群が隠蔽される第２形態との間
で変形自在なように構成されている携帯端末であって、表示手段と、メールを受信する受
信手段と、自端末の形態が前記第２形態にあるか否かを検出する検出手段と、自端末が前
記第１形態にあって前記表示手段が前記受信手段が受信したメールに対する返信メールを
表示している場合において、前記検出手段が自端末の形態が前記第２形態にあると検出し
たときには、前記返信メールから前記受信メールの表示に切り替えるように前記表示手段
を制御する表示制御手段とを備えることを特徴としている。
【００２９】
　また、前記表示制御手段は、返信メールから受信メールの表示に切り替えるよう前記表
示手段を制御した後に、前記検出手段が自端末の形態が前記第２形態でなくなったことを
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検出した時には、前記受信メールの表示から前記返信メールの表示に切り替えるように前
記表示手段を制御することとしてよい。
　携帯端末としては携帯電話機が挙げられるが、現行の携帯電話機においては、
第２形態にある状態を検出する機構を既に備えているので、この構成により、新たな検出
機構を備えることなく、本構成を容易に実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
＜実施の形態１＞
　以下、本発明の携帯端末の一実施形態である携帯電話機について図面を用いて説明する
。
＜概要＞
　携帯電話機は、スライド型や折畳み型などの変形する携帯電話機において、返信メール
を打てる場合と、受信メールを打てない場合との２つの形態とで返信メールを受信メール
の表示を切り替える。具体的には、携帯電話機が開いてテンキーが露出され返信メールを
打てる状態においては、返信メールを表示し、携帯電話機が閉じてテンキーが隠蔽され返
信メールを打てない状態においては、受信メールを表示する。
＜構成＞
　図１は、携帯電話機１００の機能構成を示した機能ブロック図である。
【００３１】
　図１に示すように、携帯電話機１００は、通信部１１０と、操作部１２０と、音声処理
部１３０と、表示部１４０と、検出部１５０と、記憶部１６０と、制御部１７０とを含ん
で構成される。
　通信部１１０は、アンテナ１１１から受け取った受信信号を受話音声信号及び受信デー
タ信号に復調し、復調した受話音声信号や、受信データ信号を制御部１７０に出力する機
能を有する。また、通信部１１０は、音声処理部１３０でＡ／Ｄ変換された送話音声信号
、及び制御部１７０から与えられる電子メールなどの送信データ信号を変調し、通信用ア
ンテナ１１１から出力する機能を有する。
【００３２】
　操作部１２０は、テンキー群、オンフックキー、オフフックキー、方向キー、決定キー
、メールキー、サイドキーなどを含み、ユーザの操作を受け付け、受け付けた操作内容を
制御部１７０に出力する機能を有する。
　音声処理部１３０は、通信部１１０から出力された受話音声信号をＤ／Ａ変換してスピ
ーカ１３２に出力する機能と、マイク１３１から取得した送話音声信号をＡ／Ｄ変換し、
変換された信号を制御部１７０に出力する機能を有する。
【００３３】
　表示部１４０は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）などによって実現されるディスプ
レイを含み、制御部１７０の指示による画像をディスプレイに表示する機能を有する。
　検出部１５０は、図２に示すマグネットセンサ１５１とマグネット１５２と含んで構成
され、マグネットセンサ１５１がマグネット１５２を検出しているか否かによって、携帯
電話機１００の状態が第１形態にあるか否かを検出する機能を有する。第１形態とは携帯
電話機１００の筐体が開き、テンキー群が露出されている状態であって、上部筐体と下部
筐体が所定の関係を保つときの形態である。当該形態とその検出については、図２の外観
図を用いて後述する。
【００３４】
　記憶部１６０は、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）を含
んで構成され、小型ハードディスクや不揮発性メモリなどによって実現される。記憶部１
６０は、携帯電話機１００の動作上必要な各種データやプログラムの他、音楽データや画
像データなどを記憶する機能を有する。
　制御部１７０は、携帯電話機１００の各部を制御する機能を有し、通常の携帯電話機が
保持する機能の他、以下の機能を有する。
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【００３５】
　制御部１７０は、まず、表示部１４０に受信メールを表示させている状態で、操作部１
２０からユーザによる返信メール作成のための入力が実行されると、返信メール作成の画
面を表示部１４０に表示させる。制御部１７０は、第１形態時に返信メールの作成画面を
表示部１４０に表示させている間、検出部１５０から出力される第１形態にあるか否かを
示す信号をモニタして、第１形態でないことを示す信号を受けたときに、表示部１４０に
返信メールに対応する受信メールを表示させる。
【００３６】
　また、携帯電話機１００が第１形態でないときに、制御部１７０は、表示部１４０に受
信メールを表示させている間、検出部１５０から出力される第１形態にあるか否かを示す
信号をモニタして、第１形態であることを示す信号を受けたときに、表示部１４０に元の
返信メールを表示させる。
　制御部１７０は、一度目の受信メールの表示時には、返信メールと対応する受信メール
を記憶部１６０から読み出してから、記憶部１６０のＲＡＭの所定の領域に格納し、２度
目以降の受信メールの表示については、その所定の領域からデータを読み出して表示部１
４０に表示させる。また、返信メールについても、返信メール作成時に使用される記憶部
１６０のＲＡＭの特定の領域に格納されており、受信メールから返信メールの表示に切り
替える場合に、この特定の領域からデータを読み出して再表示させる。なお、返信メール
の作成画面の表示中においては、制御部１７０は、従来どおりユーザがキー操作してその
内容を編集できるように制御する。
【００３７】
　図２は、携帯電話機１００の外観図である。図２に示すように携帯電話機１００は、ス
ライド型携帯電話機であり、上部筐体１０１と下部筐体１０２とがスライドで相互に平行
移動自在に変形可能な携帯電話機である。図２（ａ）～図２（ｃ）に示すように、携帯電
話機１００は変形可能である。図２（ａ）に示したテンキー群が露出され、筐体が開かれ
ている状態をスライド型携帯電話機の場合の第１形態と呼称する。また、テンキー群が第
２筐体により隠蔽される図２（ｃ）の状態をスライド型携帯電話機の場合の第２形態と呼
称する。
【００３８】
　図２（ａ）に示すように、携帯電話機１００は、第１形態にあっては、上部筐体１０１
と下部筐体１０２とがずれて、テンキー群１２１が露出している状態となっている。また
、上部筐体１０１内部に備えられたマグネットセンサ１５１と下部筐体１０２内部に備え
られたマグネット１５２とが正対する構成になっており、この状態でマグネットセンサ１
５１はマグネット１５２を検出していること、つまり携帯電話機１００の形態が第１形態
にあることを示す信号を制御部１７０に出力する。また、携帯電話機１００は、サイドキ
ー１２２～１２４を含んで構成されている。
【００３９】
　図２（ｂ）や図２（ｃ）の状態にあっては、マグネットセンサ１５１はマグネット１５
２と正対しておらず、マグネット１５２を検出できないことを示す信号、即ち、携帯電話
機１００の形態が第１形態にないことを示す信号を制御部１７０に出力する。
＜データ＞
　次に、受信メールと返信メールについて説明する。
【００４０】
　まず、図３を用いて受信メールについて説明する。図３に示した受信メールは、受信メ
ールの概念的なデータ構成の一例である。図３に示すように、受信メール３００は、受信
番号欄３０１と、宛先欄３０２と、送信者欄３０３と、題目欄３０４と、本文欄３０５と
を含んで構成される。
　受信番号欄３０１は、受信メール３００を携帯電話機１００が管理、識別するための管
理番号の情報を含んでいる。ここでは、「７６０」となっている。
【００４１】
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　宛先欄３０２は、受信メール３００を宛てた先の機器を示すアドレスの情報を含んでお
り、基本的に携帯電話機１００が保持するアドレスのことである。ここでは、「Taro@doc
ono.ne.jp」となっている。
　送信者欄３０３は、受信メール３００を送信した機器が保持するアドレスの情報を含ん
でいる。ここでは、「hanako@docono.ne.jp」となっている。
【００４２】
　表題欄３０４は、受信メール３００の内容を表す送信者により付された表題の情報を含
んでいる。
　受信メール本文欄３０５は、受信メール３００の本文の情報を含んでいる。
　一方、返信メールの概念的なデータ構成の一例を図４に示した。返信メール４００は、
受信メール３００に対する返信のメールである。
【００４３】
　返信メール４００は、送信番号欄４０１と、宛先欄４０２と、送信者欄４０３と、参照
番号欄４０４と、表題欄４０５と、返信メール本文欄４０６とを含んで構成される。
　送信番号欄４０１は、返信メール４００を携帯電話機１００が管理、識別するための管
理番号の情報を含んでいる。ここでは、「８８１」となっている。
　宛先欄４０２は、返信メール４００の送信先の機器のアドレスの情報を含んでいる。こ
こでは、返信メール４００は受信メール３００に対する返信であるので、受信メール３０
０の送信者である「hanako@docono.ne.jp」となっている。
【００４４】
　送信者欄４０３は、返信メール４００を送信する機器のアドレスの情報を含んでおり、
基本的に携帯電話機１００のアドレスであり、「Taro@docono.ne.jp」となっている。
　参照番号欄４０４は、携帯電話機１００が、返信メール４００が受信メール３００に対
する返信であることを認識するためのリファレンス番号の情報を含み、受信メール３００
の受信番号「７６０」が記載されている。参照番号欄４０４があることにより、制御部１
７０は、正しく返信メールに対応する受信メールを読み出すことができる。当該番号は、
ユーザが受信メールを表示、もしくは表示している受信メールリストの中から一のメール
を選択していて、返信メールを作成するための操作を選択した場合に、そのとき表示もし
くは選択していた受信メールの受信番号欄の番号が制御部１７０により記録される。
【００４５】
　表題欄４０５は、返信メール４００の表題の情報を含んでいる。ここでは、「Re-ハイ
キング」となっている。
　返信メール本文欄４０６は、返信メール４００の本文の情報を含んでいる。
＜動作＞
　ここから、本実施の形態の動作を図５に示すフローチャートを用いて説明する。
【００４６】
　操作部１２０を介してユーザからの入力を受け付けて返信メール作成用のアプリケーシ
ョンプログラムを制御部１７０が起動すると、まず、携帯電話機１００の表示部１４０は
、返信メールの作成画面（以降、「返信メールの作成画面」を単に「返信メール」と記載
する。）をディスプレイに表示する（ステップＳ５０１）。
　返信メールを表示しているときに、携帯電話機１００の検出部１５０は、マグネットセ
ンサ１５１が、マグネット１５２を検出したか否か、つまり携帯電話機１００が第１形態
にあるか否かを判定している（ステップＳ５０３）。
【００４７】
　マグネットセンサ１５１がマグネット１５２を検出している場合には（ステップＳ５０
３のＹＥＳ）、携帯電話機１００の制御部１７０は、携帯電話機１００が第１形態にある
と認識し、返信メールの送信処理もしくは保存処理が実行されたか否かを検出する（ステ
ップＳ５０５）。
　返信メールの送信処理もしくは保存処理が実行されていない場合には（ステップＳ５０
５のＮＯ）、携帯電話機１００は、ステップＳ５０１に戻り以降の処理を実行する。
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【００４８】
　返信メールの送信処理もしくは保存処理が実行された場合には（ステップＳ５０５のＹ
ＥＳ）、携帯電話機１００の制御部１７０は、返信メール作成のためのアプリケーション
プログラムを終了する。
　マグネットセンサ１５１がマグネット１５２を検出しなくなると（ステップＳ５０３の
ＮＯ）、携帯電話機１００の制御部１７０は、返信メールの参照番号欄に記載されている
番号に対応する受信メール番号を有する受信メールを記憶部１６０から読み出し、その本
文をディスプレイに表示させる（ステップＳ５０２）。一度返信メールに対応する受信メ
ールの表示が実行されると、その受信メールの本文は記憶部１６０の所定の領域に格納さ
れ、受信メールの表示が実行されるたびに、当該所定の領域からデータを読み出してディ
スプレイに表示する。なお、返信メールと受信メールとの表示の切り替え時には、そのと
きの表示画面内の先頭行位置などを記憶しておく。そして、切り替えによって再度表示さ
れる場合には、当該先頭行位置を参照して受信メールもしくは返信メールの表示位置を制
御する。これにより、返信メールもしくは受信メールをスクロールさせた場合で、二度表
示を切り替え、再表示させた場合にはスクロール後の位置を表示させることが可能となる
。
【００４９】
　操作部１２０は、受信メールを表示している間、検出部１５０のマグネットセンサ１５
１はマグネット１５２の検出を実行している（ステップＳ５０４）。マグネットセンサ１
５１がマグネット１５２を検出しない限りは（ステップＳ５０４のＮＯ）、携帯電話機１
００は、第１形態ではないので、受信メールを表示し続ける（ステップＳ５０２）。
　マグネットセンサ１５１がマグネット１５２を検出した場合には（ステップＳ５０４の
ＹＥＳ）、携帯電話機１００は第１形態に戻ったことを示すので、制御部１７０は、表示
部１４０を受信メールの表示から、返信メールの表示に切り替えさせる（ステップＳ５０
１）。
【００５０】
　以上が、返信メールと受信メールの表示の切り替えに関する携帯電話機１００の動作で
ある。
　こうすることで、図６（ａ）と図６（ｂ）のように、携帯電話機１００の形態を変更す
ることで返信メールと受信メールの表示の切り替えを実現することができる。図６（ａ）
は、携帯電話機１００が第１形態であって、返信メールを表示している図であり、図６（
ｂ）は、携帯電話機１００が第２形態であって、受信メールを表示していることを示す図
である。図６（ａ）と図６（ｂ）とを見れば分かるように、形態を変化させることで、返
信メールと受信メールの表示の切り替えを容易にしている。これにより、返信メールを作
成しているときにユーザが受信メールを確認する場合の操作の煩雑さを排している。
【００５１】
　また、携帯電話機１００は、図２（ｂ）の状態においては、受信メールを表示するもの
とする。図２（ｂ）の状態においては、満足に返信メールを打てないので受信メールを表
示してもなんら問題はなく、また、第１形態から第２形態寄りに筐体を少しだけずらすだ
けで受信メールを表示するという構成は、ユーザのメール作成時の利便性を高めている。
＜実施の形態１の変形例１＞
　実施の形態１においては、携帯電話機１００がスライド型携帯電話機である場合を例に
説明したが、ここでは、携帯電話機１００が折畳み型携帯電話機の場合について説明して
おく。
【００５２】
　図７は、折畳み型携帯電話機の外観図を示しており、図７（ａ）は、折畳み型携帯電話
機が開いている状態を示しており、この状態を折畳み型携帯電話機の第１形態とする。図
７（ａ）に示すように、上部筐体１０１と下部筐体１０２とがヒンジ１０３で回動自在に
接続されている。ヒンジ１０３には、ヒンジを囲うように円形磁石１５４が貼接され、そ
の磁界を検出するようにホール素子１５３が下部筐体に埋設されている。なお、１５４ａ
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がＮ極側であり、１５４ｂがＳ極側である。
【００５３】
　下部筐体１０２は、サイドキー１２２～１２４を含んで構成され、サイドキー１２２は
、第２形態におけるメニュー呼び出しなどに用いられる。また、サイドキー１２３は上キ
ーに、サイドキー１２４は下キーに相当し、受信メール表示時にメール本文のスクロール
などに用いられる。
　実施の形態１と本変形例との相違点は検出部１５０の第１形態の検出の仕方である。検
出部１５０は、本変形例の場合、マグネットセンサ１５１と、マグネット１５２の代わり
にホール素子１５３と、円形磁石１５４とを含んで構成される。ホール素子１５３は磁界
を検出し、検出した磁界の強さに応じた電圧値を出力する素子である。検出部１５０は、
ホール素子１５３が所定の電圧値を出力したときに、その旨を示す信号を制御部１７０に
出力し、当該信号を以って制御部１７０は、携帯電話機１００が第１形態にあることを認
識する。当該所定の電圧値は製作時において、携帯電話機１００が図７（ａ）の状態にあ
るときにホール素子１５３が出力する電圧値を所定の電圧値として、検出部１５０に記憶
しておく。検出部１５０は、ホール素子１５３から出力される電圧値と、記憶している所
定の電圧値を比較し、一致している場合に、携帯電話機１００が第１形態にあることを示
す信号を制御部１７０に出力し、一致していない場合には、携帯電話機１００が第１形態
にないことを示す信号を制御部１７０に出力する。
【００５４】
　折畳み型携帯電話機の場合、図７（ａ）の状態にあるときに、検出部１５０のホール素
子１５３が所定の電圧値を出力するので、携帯電話機１００の制御部１７０は、表示部１
４０のディスプレイ１４２に返信メールを表示させる。
　一方、図７（ｃ）の状態を折畳み型携帯電話機における第２形態としているが、当該第
２形態においては、検出部１５０のホール素子１５３は所定の電圧値を出力しないので、
検出部１５０は、携帯電話機１００が第１形態にないことを示す信号を制御部１７０に出
力し、制御部１７０は、表示部１４０のディスプレイ１４３に受信メールを表示させる。
【００５５】
　また、制御部１７０は、図７（ｂ）の状態にあっても、ホール素子１５３は、所定の電
圧値を出力しないので、携帯電話機１００の状態が第１形態にないことを検出し、ディス
プレイ１４２にも受信メールを表示させる。この構成により、携帯電話機１００が折畳み
型の携帯電話機である場合には、携帯電話機を開いた状態から少しだけ閉じる方向に曲げ
るだけで、受信メールの表示に切り替えることができるので、ユーザにとっての利便性が
高まる。
＜実施の形態１の変形例２＞
　実施の形態１においては、携帯電話機１００がスライド型携帯電話機である場合を例に
説明したが、ここでは、２軸ヒンジ型携帯電話機の場合について説明しておく。図８及び
図９は、２軸ヒンジ型携帯電話機の外観図を示している。
【００５６】
　図８（ａ）に示すように携帯電話機１００は、２軸ヒンジ１０４により、上部筐体１０
１と下部筐体１０２とが接続される２軸ヒンジ型携帯電話機である。図中１０４ａが回転
のための第１軸であり、この軸は折畳み型携帯電話機のヒンジに相当する。軸１０４ｂは
、軸１０４ａに対して直交する第２軸であり、この軸１０４ｂにより上部筐体１０１は図
９（ａ）～図９（ｃ）などに示すような回転も実現できる。
【００５７】
　本変形例において、実施の形態１と異なる点は、検出部１５０のマグネットセンサ１５
１とマグネット１５２の配置位置であり、マグネットセンサ１５１がマグネット１５２を
検出する信号を制御部１７０に出力することにより、制御部１７０が携帯電話機１００が
第１形態にあることを認識することに変わりはない。マグネットセンサ１５１とマグネッ
ト１５２は、図８、図９に示すように配置されている。
【００５８】
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　図８（ａ）及び図９（ａ）の状態が、２軸ヒンジ型携帯電話機における第１形態であり
、マグネットセンサ１５１が、マグネット１５２を検出できる状態である。マグネットセ
ンサ１５１がマグネット１５２を検出しているときには、携帯電話機１００は、自機が第
１形態にあると認識する。図８（ａ）～（ｃ）への変化に示すように、２軸ヒンジ型携帯
電話機は、折畳み型携帯電話機と同様に折り畳んで閉じた状態にすることができる。但し
、折畳み型携帯電話機とは異なり、ディスプレイを備えた面とは反対側の面には、図８（
ｃ）のように時刻を表示するための小さな液晶が備えられることはあっても、文章を表示
できるような大きなＬＣＤを備えることはない。それは図９（ａ）～（ｄ）に示す変化の
ように、ディスプレイを表にして畳んだ状態にすることが可能だからである。
【００５９】
　図８（ａ）や図９（ａ）の状態においては、検出部１５０のマグネットセンサ１５１が
マグネット１５２を検出していることを示す信号を出力するので、制御部１７０は自己が
第１形態にあることを認識して、ディルプレイに返信メールを表示する。
　一方、図９（ｄ）の状態においては、検出部１５０のマグネットセンサ１５１はマグネ
ット１５２を検出していないことを示す信号を出力するので、制御部１７０は自己が第１
形態にないことを認識してディスプレイに受信メールを表示させる。なお、このとき、マ
グネットセンサ１５８がマグネット１５９を検出して閉じた状態になっていることを認識
した制御部１７０は、ディスプレイの表示画面の上下を変えて受信メールをユーザ側に対
して見やすくなるように表示する。
【００６０】
　また、図８（ｂ）や、図９（ｂ）、（ｃ）の状態などにおいても、マグネット線さ１５
１はマグネット１５２を検出していないことを示す信号を出力するので、制御部１７０は
自己が第１形態にないことを認識してディスプレイに受信メールを表示させる。この構成
により、携帯電話機１００が２軸ヒンジ型携帯電話機の場合にはわざわざ図９（ｄ）の形
態にまで変化させずとも、第１筐体を少しだけひねるだけで、受信メールの表示に切り替
えることができるので、ユーザにとっての利便性が高まる。
＜実施の形態２＞
　実施の形態１においては、携帯電話機の形態を変更することで、返信メールと受信メー
ルの表示を切り替えることを示した。実施の形態２においては、更に、この機能をより便
利かつ有用なものとする機能について説明する。
＜構成＞
　携帯電話機１００の機能構成は基本的に実施の形態１と同様であるので、実施の形態１
に更に加えた機能についてのみ説明する。
【００６１】
　制御部１７０は、実施の形態１で示した機能に加え、表示部１４０に受信メールを表示
させている間、ユーザからのサイドキー１２２からの入力信号を操作部１２０から受けて
、メニューを表示し、選択されたメニューに従った処理を実行する機能を有する。
　また、制御部１７０は、サイドキー１２２の押下が長押しであった場合に、ユーザから
の入力に従って受信メールの本文をコピーする処理を実行する機能を有する。そして、制
御部１７０は、受信メールの本文をコピーした場合であって、検出部１５０が第１形態に
戻ったことを検出して返信メールの表示に切り替えた場合に、返信メールから受信メール
に切り替えた時の返信メールのカーソル位置に、コピーした受信メール本文を挿入する機
能を有する。
＜動作＞
　図１０は、実施の形態２における携帯電話機１００の動作を示すフローチャートである
。本動作は、返信メール作成中において携帯電話機１００が第１形態から変形して、受信
メールを表示している場合の動作である。
【００６２】
　携帯電話機１００の制御部１７０は表示部１４０に受信メールを表示させている（ステ
ップＳ１００１）。
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　携帯電話機１００は、操作部１２０からメニューボタンの押下を示す信号が伝達されて
くるか否か、即ち、サイドキー１２２の押下があるか否かをモニタしている（ステップＳ
１００２）。
【００６３】
　制御部１７０は、操作部１２０のサイドキー１２２の押下があった場合に、当該押下が
長押しであるか否かを検出する（ステップＳ１００３）。
　サイドキー１２２の押下が長押しである場合には（ステップＳ１００３のＹＥＳ）、制
御部１７０はユーザからの入力操作に基づいて、受信メールの本文のコピー処理を実行す
る（ステップＳ１００４）。具体的には、コピーする先頭位置をサイドキー１２２の押下
により受け付け、サイドキー１２３、サイドキー１２４の押下によりカーソル位置をユー
ザに動かさせ、コピーする終端位置をサイドキー１２２の押下により受け付け、先頭位置
から終端位置までの文字列を記憶部１６０のＲＡＭに記憶する。なお、長押しは、サイド
キー１２２が所定時間、例えば１秒以上押下されることにより検出する。
【００６４】
　そして、その後、制御部１７０は、検出部１５０からマグネットセンサ１５１がマグネ
ット１５２を検出したことを示す信号が到来していないかをモニタする（ステップＳ１０
０５）。マグネットセンサ１５１がマグネット１５２を検出しない間は、制御部１７０は
表示部１４０に受信メールを表示させ続ける（ステップＳ１００５のＮＯ）。
　マグネットセンサ１５１がマグネット１５２を検出すると（ステップＳ１００５のＹＥ
Ｓ）、制御部１７０は、携帯電話機１００が第１形態に戻ったと認識する。そして、受信
メールの表示に切り替える前に、返信メールの中でカーソルがあった位置に、コピーした
受信メールの本文を挿入して、返信メールを表示する（ステップＳ１００６）。
【００６５】
　一方、サイドキー１２２の押下が長押しでなかった場合には（ステップＳ１００３のＮ
Ｏ）、制御部１７０は、受信メール表示時のメニューを表示部１４０に表示させる（ステ
ップＳ１０１１）。ここで表示されるメニューは、例えば、受信メールリスト表示のため
のメニューであったり、プロフィール表示のメニューであったりする。ここのメニューに
ついては、詳しくは後述する。
【００６６】
　制御部１７０は、表示されたメニューの中からユーザにより選択されたメニューに従っ
た表示を実行する（ステップＳ１０１２）。
　この間、制御部１７０は、マグネットセンサ１５１がマグネット１５２を検出したか否
かの信号をモニタしており（ステップＳ１０１３）、マグネットセンサ１５１がマグネッ
ト１５２を検出した場合には（ステップＳ１０１３のＹＥＳ）、制御部１７０は、携帯電
話機１００が第１形態になったと認識して、受信メールを表示部１４０に表示させる。な
お、ステップＳ１０１２において、受信メールの表示に戻るメニューが選択された場合に
は、受信メールの表示に戻る（ステップＳ１００１）。
【００６７】
　以上に説明してきた動作について、まず、コピーアンドペーストについて具体的に図１
１を用いて説明する。図１１は、図１０ステップＳ１００４～ステップＳ１００６までの
動作を実行した場合の表示画面の変遷を示している。
　まず１１（ａ）に示すように、携帯電話機１００は第１形態にあり、返信メールを表示
している。
【００６８】
　そして、形態が変化して、第２形態になり、携帯電話機は図１１（ｂ）に示すように、
受信メールを表示する。
　ここで、ユーザによりサイドキー１２２が長押しされて、図１１（ｃ）のように反転表
示されている範囲がコピー対象として選択されたとすると、携帯電話機１００は、この文
書を一時的に記憶する。
【００６９】
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　そして、携帯電話機１００が第１形態に戻ったときには、図１１（ｄ）に示すように、
図１１（ａ）のカーソル１２０１があった位置に、図１１（ｃ）で選択、コピーされた文
書が挿入されて表示される。
　このように、携帯電話機の形態を変化させるだけで、返信メールへの貼り付けなどのメ
ニュー選択処理を実行せずとも簡易に貼り付けができる。
【００７０】
　一方、図１０のフローチャートのステップＳ１０１１におけるメニュー表示について図
１２を用いて説明する。
　図１２（ａ）のように第２形態において携帯電話機１００が受信メールを表示している
場合に、ユーザからサイドキー１２２の短押しを受け付けた場合に、携帯電話機１００は
、図１２（ｂ）のようなメニューリストを表示する。そして、その中からユーザの選択に
従って処理を実行し、表示すべき情報を表示する。
【００７１】
　ここで、これらのメニューについて簡単に説明しておく。
　まず、１番目のメニューの受信済みメールリストが選択されると、携帯電話機１００は
、図１１（ａ）において表示していた受信メールを送信してきたアドレスから到来した受
信メールのみのメールリストを表示し、その後にユーザにより選択された受信メールを表
示する。これは、受信メールの送信者欄のアドレスが作成している返信メールの宛先のア
ドレスと一致する受信メールを選出することで実現できる。
【００７２】
　次に２番目のメニューの全受信済みメールリストが選択されると、携帯電話機１００は
、今まで受信した全ての受信メールについてのメールリストを表示し、その後にユーザに
より選択された受信メールを表示する。
　３番目のメニューの送信済みメールリストが選択されると、図１１（ａ）において表示
していた受信メールを送信してきた相手に対して携帯電話機１００が送信したメールのみ
のメールリストを表示し、その後にユーザにより選択された送信メールを表示する。これ
は、送信メールの宛先欄のアドレスが作成している返信メールの宛先のアドレスと一致す
る送信メールを選出することで実現できる。
【００７３】
　４番目のメニューの全送信済みメールリストが選択されると、携帯電話機１００が送信
した全ての送信メールについてのメールリストを表示し、その後にユーザにより選択され
た送信メールを表示する。
　５番目のメニューの画面メモリストが選択されると、携帯電話機１００は、今までユー
ザがインターネットを閲覧して、記憶保存していた画面メモのリストを表示し、ユーザに
より選択された画面メモの情報を表示する。
【００７４】
　６番目のメニューのプロフィールが選択されると、ユーザの選択により、携帯電話機１
００のユーザのプロフィール又は、受信メールの送信者のプロフィールが表示される。
　７番目のメニューの戻るが選択されると、図１２（ａ）の受信メールの表示に戻る。
　以上に示してきたような構成を得ることで、返信メールを作成中において受信メールの
送信者が過去に送信してきたメール携帯電話機１００の有用性は更に高まるといえる。
＜補足＞
　上記実施の形態において、本発明の実施の手法について説明してきたが、本発明がこれ
に限られないことは勿論である。以下、上記実施の形態以外に本発明の思想として含まれ
る各種の変形例について説明する。
（１）本発明は、上記実施の形態において示した返信メールを表示中における受信メール
の表示切り替え方法であってもよく、また、この表示方法を実現するために携帯電話機に
搭載されるコンピュータに読み込まれ実行される表示切り替え用のコンピュータプログラ
ムであってもよい。
【００７５】
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　また、本発明は、当該コンピュータプログラムが記憶されたメモリ、ＦＤ（Flexible D
isc）、ＭＤ（Magneto-optical Disc）、ＣＤ（Compact Disc）、ＢＤ（Blu-ray Disc）
などの記録媒体であってもよい。
（２）上記実施の形態においては、本発明に係る携帯端末を携帯電話機として説明したが
、携帯端末は携帯電話機に限定されるものではなく、変形機構を有する端末であって、メ
ールの送受信機能を有するものであればよく、例えば、ＰＤＡなどであってもよい。
（３）上記実施の形態の図３などにおいては、特に示さなかったが、受信メールのデータ
には、この他にも送信日時の情報なども含まれていてもよい。
（４）ここで、簡単にスクロールさせた場合の表示について、図面を用いて、各表示状態
を簡単に説明しておく。
【００７６】
　図１３は、画面をスクロールさせた場合であっても、再表示させたときには、前回のス
クロール後の位置を表示できることを示す具体例であり、携帯電話機１００の表示画面を
示している。
　まず、図１３（ａ）に示すように、携帯電話機１００は、第２形態にあって受信メール
を表示している。そしてユーザが受信メールの続きを読むためにスクロールさせて、図１
３（ｂ）のように表示されたとする。
【００７７】
　ここでユーザは携帯電話機１００の形態を変化させたとすると、携帯電話機１００は、
図１３（ｃ）のように返信メールを表示する。このとき、図１３（ｂ）に示すように、受
信メールの表示画面内の先頭行を記憶部１６０に記憶する。
　そして、この後で、再びユーザが携帯電話機１００の形態を変化させて第２形態にした
とすると、携帯電話機１００は、前回のスクロール後の先頭行を記憶部１６０から読み出
して、図１３（ｄ）のように、受信メールを表示する。
【００７８】
　こうすることで、受信メールを確認する際に何度もスクロールさせる必要がなくなる。
（５）上記実施の形態においては、受信メール、返信メールをスクロールさせて表示させ
た場合には、表示が切り替えられて、再度表示された場合には、スクロール後の位置を表
示する構成としたが、必ず受信メールもしくは返信メールの先頭行から表示する構成とし
てもよい。
（６）上記実施の形態においては、携帯端末が第１形態であるか否かを検出させたが、こ
れは第１形態ではなく第２形態を検出させて、返信メールと受信メールの表示の切り替え
を実現してもよい。
【００７９】
　現行の携帯電話機では、例えば２軸ヒンジ型携帯電話機の図８に示したマグネットセン
サ１５９とマグネット１５７のように、既に第２形態の方を検出できる機構を備えており
、第２形態にあるか否かを以って、返信メールと受信メールとの何れを表示するかの判断
の基準としてもよい。この構成にすれば、新たなセンサを搭載することなく、返信メール
と受信メールの表示の切り替えを形態の変化に合わせて実行できる。但し、この場合には
、折畳み型携帯電話機においては、図６（ｂ）の場合や、２軸ヒンジの場合の図９（ｂ）
の場合においても返信メールを表示する構成となる。
（７）上記実施の形態においては、返信メールを作成途中としたが、これは別に作成済み
かつ送信済みのものであってもよい。返信メールの作成中如何に関わらず、返信メールと
対応する受信メールとが、携帯端末の形態の変化により、その表示が切り替わればよい。
（８）上記実施の形態においては、テンキーをハードキーとして示していたが、これらは
ソフトウェア処理による入力を受け付けるものであってもよく、例えばタッチパネルのよ
うな入力デバイスであってもよい。
（９）上記実施の形態においては、携帯電話機１００が第１形態にあることを認識する方
法として、マグネットセンサなどを用いたが、これはその他の方法を以って検出しても良
い。
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【００８０】
　例えば、上記実施の形態１のスライド型の場合には、図２（ａ）の状態のときに上部筐
体１０１と下部筐体１０２のそれぞれに設けられた端子が接触するようにし、当該端子が
接触しているときうに、所定の電流が流れるようにして、当該所定の電流が流れているこ
とで、制御部１７０は携帯電話機１００が第１形態にあることを認識する構成としてもよ
い。
【００８１】
　また、例えば、上記実施の形態１の変形例２においては、マグネットセンサ１５１がマ
グネット１５２を検出することで、制御部１７０は携帯電話機１００が第１形態であるこ
とを認識していたが、これは、マグネットセンサ１５１を搭載せず、換わりに、２軸ヒン
ジの軸１０４ｂに回転角センサを設け、折畳み型携帯電話機におけう検出方法を用いるこ
とで検出しても良い。
【００８２】
　あるいは、マグネットセンサの代わりに特定の色を検出する光センサーなどを用いる構
成としてもよい。
（１０）上記実施の形態においては、ディスプレイをＬＣＤとして説明したが、これはＬ
ＣＤでなくともよく、例えばＰＤＰ（Plasma Display Panel）などであってもよい。
（１１）上記実施の形態においては、変形する携帯端末として、スライド型携帯電話機、
折畳み型携帯電話機、２軸ヒンジ型携帯電話機を例に説明したが、携帯端末は変形機構を
有するものであればよい。例えば、携帯電話機のテンキー部分にカバーが付設されている
ものであっても良い。
【００８３】
　あるいは、折畳み型携帯電話機の場合に示したヒンジ１０３に換えて、ヒンジ１０３に
直交するヒンジでもって上部筐体１０１と下部筐体１０２とが接続される構成の携帯電話
機であってもよい。
（１２）上記実施の形態においては、折畳み型携帯電話機の場合には、図７（ａ）の状態
を第１形態、２軸ヒンジ型携帯電話機の場合には、図８（ａ）の状態を第１形態としたが
、いずれの形態を第１形態とするかは、携帯端末の作成時の設定によって決定されるもの
であり、例えば、図７（ｂ）や、図８（ｂ）の状態を第１形態としてもよい。
（１３）上記実施の形態のスライド型携帯電話機において、受信メールをスクロールさせ
るのに、サイドキー１２３、１２４を用いることとしたが、スライド型携帯電話機の場合
、十字キー１２５は常に露出しているので、十字キー１２５を用いて受信メールをスクロ
ールさせてもよい。
（１４）上記実施の形態２の動作において、サイドキー１２２が長押しされた場合には、
受信メールの本文のコピー処理の開始とし、サイドキー１２２が長押しされず、普通に押
下された場合には、メニューを呼び出すこととしたが、これは逆であってもよい。即ち、
サイドキー１２２が長押しされた場合には、メニューを呼び出し、サイドキー１２２が長
押しされず、普通に押下された場合には、受信メールの本文のコピー処理の開始とする構
成としてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　本発明に係る携帯端末は、形態変化が可能な携帯電話機において、返信メールを作成中
に受信メールを表示する際に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】携帯電話機１００の機能構成を示した機能ブロック図である。
【図２】携帯電話機１００の外観図である。
【図３】受信メールの概念的なデータ構成の一例である。
【図４】返信メールの概念的なデータ構成の一例である。
【図５】ユーザが返信メールを作成する際の携帯電話機１００の動作を示したフローチャ
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ートである。
【図６】（ａ）は、携帯電話機１００が第１形態にあって返信メールを表示している状態
を示しており、（ｂ）は携帯電話機１００が第２形態にあって受信メールを表示している
状態を示している。
【図７】実施の形態１の変形例として、携帯電話機１００が折畳み型携帯電話機である場
合の外観図である。
【図８】実施の形態１の変形例として、携帯電話機１００が２軸ヒンジ型携帯電話機であ
る場合の外観図である。
【図９】実施の形態１の変形例として、携帯電話機１００が２軸ヒンジ型携帯電話機であ
る場合の外観図である。
【図１０】携帯電話機１００の受信メール表示時の動作を示したフローチャートである。
【図１１】携帯電話機１００の画面図であり、受信メール表示時のメニュー表示に関する
画面図である。
【図１２】携帯電話機１００の画面図であり、コピーアンドペースト実行時の画面図であ
る。
【図１３】携帯電話機１００の画面図であり、受信メールをスクロール表示させたときの
画面図である。
【符号の説明】
【００８６】
１００　携帯電話機
１１０　通信部
１１１　アンテナ
１２０　表示部
１３０　音声処理部
１３１　マイク
１３２　スピーカ
１４０　操作部
１５０　検出部
１６０　記憶部
１７０　制御部
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【図７】 【図８】



(23) JP 5140364 B2 2013.2.6
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【図１１】 【図１２】
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