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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１種記号が割り当てられ、第２種記号が割り当てられない１又は複数の第１キーと、
前記第１種記号及び前記第２種記号が割り当てられる第２キーと、を含んで構成される操
作部と、
　前記操作部の操作に応じて前記第１種記号及び前記第２種記号の少なくとも一方を表示
する表示部と、
　前記表示部への表示内容を制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　　初期画面を前記表示部に表示させている状態において、前記第１キーが操作された場
合に、当該操作された第１キーに割り当てられる前記第１種記号を前記表示部に表示させ
、前記第２キーが操作された場合に、当該操作された第２キーに割り当てられる前記第１
種記号及び前記第２種記号を前記表示部に表示させると共に、
　　前記第２キーの操作に伴い前記第１種記号及び前記第２種記号を前記表示部に表示さ
せている場合に、前記第１キーが操作されると、前記表示部に表示されている第２種記号
を消去させる
ことを特徴とする携帯電子機器。
【請求項２】
　複数の前記第１キーにより第１キー群が構成され、
　前記制御部は、前記第１キー群を構成するいずれかの第１キーが所定回数以上操作され
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る場合に、前記第２種記号の表示の消去を実行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】
　第１種記号が割り当てられ、第２種記号が割り当てられない１又は複数の第１キーと、
前記第１種記号及び前記第２種記号が割り当てられる第２キーと、を含んで構成される操
作部と、
　前記操作部の操作に応じて前記第１種記号及び前記第２種記号の少なくとも一方を表示
する表示部と、
　前記表示部への表示内容を制御する制御部と、
　前記表示部が配置される第１筐体と、
　前記操作部が配置され、前記第１筐体に対して相対的に移動することにより開状態を形
成し又は前記第１筐体と重なるように配置されることにより閉状態を形成する第２筐体と
、を備え、
　前記制御部は、
　　初期画面を前記表示部に表示させている状態において、前記第１キーが操作された場
合に、当該操作された第１キーに割り当てられる前記第１種記号を前記表示部に表示させ
、前記第２キーが操作された場合に、当該操作された第２キーに割り当てられる前記第１
種記号及び前記第２種記号を前記表示部に表示させると共に、
　　前記第１筐体と前記第２筐体とが前記開状態において前記第２キーの操作に伴い前記
第１種記号及び前記第２種記号を前記表示部に表示させている場合に、前記開状態から前
記閉状態への変化を検出すると、前記表示部に表示されている第１種記号を消去させる
ことを特徴とする携帯電子機器。
【請求項４】
　制御部は、前記開状態から前記閉状態への変化を検出した後に所定時間以内に前記開状
態への変化を検出すると、前記消去された第１種記号を表示させることを特徴とする請求
項３に記載の携帯電子機器。
【請求項５】
　第１操作部を備える第１筐体と、第２操作部を備える第２筐体とが開閉可能に連結され
、前記第２操作部は閉状態にて前記第１筐体により塞がれ、且つ、開状態にて外側に露出
すると共に、前記第１操作部は閉状態及び開状態のいずれの状態でも外側に露出させるこ
とが可能な携帯電子機器において、
　前記第１操作部又は前記第２操作部の操作に応じて第１種記号及び第２種記号の少なく
とも一方を表示する表示部と、
　前記表示部への表示内容を制御する制御部と、を備え、
　前記第１操作部は、第１種記号及び第２種記号が割り当てられる第１キーを含んで構成
され、
　前記第２操作部は、前記第１種記号が割り当てられ、前記第２種記号が割り当てられな
い第２キーと、前記第１種記号及び前記第２種記号が割り当てられる第３キーと、を含ん
で構成され、
　前記制御部は、
　　初期画面を前記表示部に表示させている状態において、前記第１キーが操作された場
合に、当該操作された第１キーに割り当てられる前記第１種記号及び前記第２種記号を前
記表示部に表示させ、前記第２キー又は前記第３キーが操作された場合に、当該操作され
た第２キー又は第３キーに割り当てられる前記第１種記号を前記表示部に表示させると共
に、
　　前記第１キーの操作に伴い前記第１種記号及び前記第２種記号を前記表示部に表示さ
せている場合に、前記第２キー又は前記第３キーが操作されると、前記表示部に表示され
ている第２種記号を消去させる
ことを特徴とする携帯電子機器。
【請求項６】
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　第１操作部を備える第１筐体と、第２操作部を備える第２筐体とが開閉可能に連結され
、前記第２操作部は閉状態にて前記第１筐体により塞がれ、且つ、開状態にて外側に露出
すると共に、前記第１操作部は閉状態及び開状態のいずれの状態でも外側に露出させるこ
とが可能な携帯電子機器において、
　前記第１操作部又は前記第２操作部の操作に応じて第１種記号及び第２種記号の少なく
とも一方を表示する表示部と、
　前記表示部への表示内容を制御する制御部と、を備え、
　前記第１操作部は、第１種記号及び第２種記号が割り当てられる第１キーを含んで構成
され、
　前記第２操作部は、前記第１種記号が割り当てられ、前記第２種記号が割り当てられな
い第２キーと、前記第１種記号及び前記第２種記号が割り当てられる第３キーと、を含ん
で構成され、
　前記制御部は、
　　初期画面を前記表示部に表示させている状態において、前記第１キーが操作された場
合に、当該操作された第１キーに割り当てられる前記第１種記号及び前記第２種記号を前
記表示部に表示させ、前記第２キー又は前記第３キーが操作された場合に、当該操作され
た第２キー又は第３キーに割り当てられる前記第１種記号を前記表示部に表示させると共
に、
　　前記第１筐体と前記第２筐体とが前記開状態において前記第１キーの操作に伴い前記
第１種記号及び前記第２種記号を前記表示部に表示させている場合に、前記開状態から前
記閉状態への変化を検出すると、前記表示部に表示されている第１種記号を消去させる
ことを特徴とする携帯電子機器。
【請求項７】
　第１種記号が割り当てられ、第２種記号が割り当てられない第１キーと、前記第１種記
号及び第２種記号が割り当てられる第２キーと、を含んで構成される操作部と、
　前記操作部の操作に応じて前記第１種記号及び前記第２種記号の少なくとも一方を表示
する表示部と、を備える携帯電子機器の表示方法であって、
　初期画面を前記表示部に表示させている状態において、前記第１キーが操作された場合
に、当該操作された第１キーに割り当てられる前記第１種記号を前記表示部に表示させ、
初期画面を前記表示部に表示させている状態において、前記第２キーが操作された場合に
、当該操作された第２キーに割り当てられる前記第１種記号及び第２種記号を前記表示部
に表示させると共に、
　前記第２キーの操作に伴い前記第１種記号及び前記第２種記号を前記表示部に表示させ
ている場合に、前記第１キーが操作されると、前記表示部に表示されている第２種記号を
消去させる
ことを特徴とする携帯電子機器の表示方法。
【請求項８】
　第１種記号が割り当てられ、第２種記号が割り当てられない第１キーと、前記第１種記
号及び第２種記号が割り当てられる第２キーと、を含んで構成される操作部と、
　前記操作部の操作に応じて前記第１種記号及び前記第２種記号の少なくとも一方を表示
する表示部と、
　前記表示部が配置される第１筐体と、
　前記操作部が配置され、前記第１筐体に対して相対的に移動することにより開状態を形
成し又は前記第１筐体と重なるように配置されることにより閉状態を形成する第２筐体と
、を備える携帯電子機器の表示方法であって、
　初期画面を前記表示部に表示させている状態において、前記第１キーが操作された場合
に、当該操作された第１キーに割り当てられる前記第１種記号を前記表示部に表示させ、
初期画面を前記表示部に表示させている状態において、前記第２キーが操作された場合に
、当該操作された第２キーに割り当てられる前記第１種記号及び第２種記号を前記表示部
に表示させると共に、
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　前記第１筐体と前記第２筐体とが前記開状態において前記第２キーの操作に伴い前記第
１種記号及び前記第２種記号を前記表示部に表示させている場合に、前記開状態から前記
閉状態への変化を検出すると、前記表示部に表示されている第１種記号を消去させる
ことを特徴とする携帯電子機器の表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文字が割り当てられ、数字が割り当てられない操作キーと、文字及び数字が
割り当てられる操作キーとを備える携帯電子機器及び携帯電子機器の表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機等を始めとする携帯電子機器には、文字が割り当てられ、数字が割り当てら
れない第１キーと、文字及び数字が割り当てられる第２キーと、を含んで構成される操作
部と、操作部の操作に応じて文字及び数字のうち少なくとも一方を表示する表示部と、表
示部への表示内容を制御する制御部とを備えるものがある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２９３９６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　携帯電話機では、着信を待ち受けている場合及びアプリケーションの起動を待ち受けて
いる場合、表示部に初期画面が表示される。ところで、携帯電話機では、初期画面が表示
部に表示されている場合に第１キーが操作されると、当該操作された第１キーに対応する
文字を表示部に表示させることができなかった。また、携帯電話機では、初期画面が表示
部に表示されている場合に第２キーが操作されると、当該操作された第２キーに対応する
数字を表示部に表示させることができるが、当該操作された第２キーに対応する文字を表
示部に表示させることはできなかった。
【０００５】
　本発明は、表示部に初期画面が表示される場合において、操作されるキーに割り当てら
れる記号に応じて、ユーザの意思を反映した記号を表示させることが可能な携帯電子機器
及び携帯電子機器の表示方法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】
　本発明に係る携帯電子機器は、第１種記号が割り当てられ、第２種記号が割り当てられ
ない１又は複数の第１キーと、前記第１種記号及び第２種記号が割り当てられる第２キー
と、を含んで構成される操作部と、前記操作部の操作に応じて前記第１種記号及び前記第
２種記号の少なくとも一方を表示する表示部と、前記表示部への表示内容を制御する制御
部と、を備え、前記制御部は、初期画面を前記表示部に表示させている状態において、前
記第１キーが操作された場合に、当該操作された第１キーに割り当てられる前記第１種記
号を前記表示部に表示させ、前記第２キーが操作された場合に、当該操作された第２キー
に割り当てられる前記第１種記号及び前記第２種記号を前記表示部に表示させることを特
徴とする。
【０００７】
　また、前記制御部は、前記第２キーの操作に伴い前記第１種記号及び前記第２種記号を
前記表示部に表示させている場合に、前記第１キーが操作されると、前記表示部に表示さ
れている第２種記号を消去させることが好ましい。
【０００８】
　また、前記携帯電子機器は、複数の前記第１キーにより第１キー群が構成され、前記制
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御部は、前記第１キー群を構成するいずれかの第１キーが所定回数以上操作される場合に
、前記第２種記号の表示の消去を実行することが好ましい。
【０００９】
　また、前記携帯電子機器は、通信部をさらに備え、前記第１種記号は英字であり、前記
第２種記号は数字であって、前記操作部は、前記英字及び前記数字のいずれも割り当てら
れない発信キーを含み、前記制御部は、前記第２キーの操作に伴い、前記英字及び前記数
字を前記表示部に表示させている場合に、前記発信キーが操作されると、前記表示部に表
示される前記数字の記号列を通信先として前記通信部を用いて発信制御することが好まし
い。
【００１０】
　また、前記携帯電子機器は、前記第１種記号は英字であり、前記第２種記号は数字であ
って、前記制御部は、前記第２キーの操作に伴い前記英字及び前記数字を前記表示部に表
示させ、当該英字を仮名に変換する際に、仮名変換が行えない場合は当該表示されている
英字の表示を消去することが好ましい。
【００１１】
　また、前記携帯電子機器は、前記表示部が配置される第１筐体と、前記操作部が配置さ
れ、前記第１筐体に対して相対的に移動することにより開状態を形成し又は前記第１筐体
と重なるように配置されることにより閉状態を形成する第２筐体と、をさらに備え、前記
制御部は、前記第１筐体と前記第２筐体とが前記開状態において前記第２キーの操作に伴
い前記第１種記号及び前記第２種記号を前記表示部に表示させている場合に、前記開状態
から前記閉状態への変化を検出すると、前記表示部に表示されている第１種記号を消去さ
せることが好ましい。
【００１２】
　また、制御部は、前記開状態から前記閉状態への変化を検出した後に所定時間以内に前
記開状態への変化を検出すると、前記消去された第１種記号を表示させることが好ましい
。
【００１３】
　また、本発明に係る携帯電子機器は、第１操作部を備える第１筐体と、第２操作部を備
える第２筐体とが開閉可能に連結され、前記第２操作部は閉状態にて前記第１筐体により
塞がれ、且つ、開状態にて外側に露出すると共に、前記第１操作部は閉状態及び開状態の
いずれの状態でも外側に露出させることが可能な携帯電子機器において、前記第１操作部
又は前記第２操作部の操作に応じて第１種記号及び第２種記号の少なくとも一方を表示す
る表示部と、前記表示部への表示内容を制御する制御部と、を備え、前記第１操作部は、
第１種記号及び第２種記号が割り当てられる第１キーを含んで構成され、前記第２操作部
は、前記第１種記号が割り当てられ、前記第２種記号が割り当てられない第２キーと、前
記第１種記号及び前記第２種記号が割り当てられる第３キーと、を含んで構成され、前記
制御部は、初期画面を前記表示部に表示させている状態において、前記第１キーが操作さ
れた場合に、当該操作された第１キーに割り当てられる前記第２種記号を前記表示部に表
示させ、前記第２キー又は前記第３キーが操作された場合に、当該操作された第２キー又
は第３キーに割り当てられる前記第１種記号を前記表示部に表示させることを特徴とする
。
【００１４】
　また、本発明に係る携帯電子機器の表示方法は、第１種記号が割り当てられ、第２種記
号が割り当てられない第１キーと、前記第１種記号及び第２種記号が割り当てられる第２
キーと、を含んで構成される操作部と、前記操作部の操作に応じて前記第１種記号及び前
記第２種記号の少なくとも一方を表示する表示部と、を備える携帯電子機器の表示方法で
あって、初期画面を前記表示部に表示させている状態において、前記第１キーが操作され
た場合に、当該操作された第１キーに割り当てられる前記第１種記号を前記表示部に表示
させ、初期画面を前記表示部に表示させている状態において、前記第２キーが操作された
場合に、当該操作された第２キーに割り当てられる前記第１種記号及び第２種記号を前記
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表示部に表示させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、表示部に初期画面が表示される場合において、操作されるキーに割り
当てられる記号に応じて、ユーザの意思を反映した記号を表示させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】携帯電子機器の第１実施形態としての携帯電話機の外観斜視図である。
【図２】携帯電子機器の第１実施形態としての携帯電話機の機能構成を示すブロック図で
ある。
【図３】表示部の表示態様の第１遷移について説明する図である。
【図４】携帯電話機の第１動作を示すフローチャートである。
【図５】表示部の表示態様の第２遷移について説明する図である。
【図６】携帯電話機の第２動作を示すフローチャートである。
【図７】表示部の表示態様の第３遷移について説明する図である。
【図８】携帯電話機の第３動作を示すフローチャートである。
【図９】表示部の表示態様の第４遷移について説明する図である。
【図１０】携帯電話機の第４動作を示すフローチャートである。
【図１１】携帯電子機器の第２実施形態としての携帯電話機の外観斜視図である。
【図１２】携帯電子機器の第２実施形態としての携帯電話機の機能構成を示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
＜第１実施形態＞
　以下に、本発明を実施するための好ましい実施形態について、図面を参照しながら説明
する。まず、本発明の携帯電子機器の第１実施形態としての携帯電話機１の基本構造につ
いて、図１を参照しながら説明する。
　図１は、携帯電子機器の第１実施形態としての携帯電話機１の外観斜視図である。
【００１８】
　携帯電話機１は、第１筐体１０と、第２筐体２０とを備える。
　第１筐体１０には、その前面１１に、表示部１２が配置される。表示部１２は、後述す
る操作部２２の操作に応じて、第１種記号及び第２種記号の少なくとも一方を表示する。
また、表示部１２は、通話の相手側の電話番号やメールアドレス、及びメールの内容等の
各種情報（文字情報や画像情報）を表示する。
【００１９】
　また、第１筐体１０には、その前面１１に、マイク１３及びレシーバ１４が配置される
。マイク１３は、携帯電話機１の使用者が通話時に発した音声を入力するために用いられ
る。レシーバ１４は、通話の相手側の音声を出力する。
　また、第１筐体１０には、その側面にスピーカ１５（図２参照）が配置される。スピー
カ１５は、携帯電話機１への着信を知らせる音声等を出力する。
【００２０】
　第２筐体２０には、その前面２１に、操作部２２が配置される。第２筐体２０の前面２
１は、第１筐体１０の背面（第１筐体１０の前面１１とは反対側の面）と向かい合う面で
ある。
　第２筐体２０は、第１筐体１０に対して相対的に移動することにより開状態を形成し、
又は第１筐体１０と重なるように配置されることにより閉状態を形成する。すなわち、携
帯電話機１は、第１筐体１０及び第２筐体２０が平面視して互いに重なるように配置され
ることにより閉状態を形成し、また図１に示すように、第２筐体２０が第１筐体１０に対
して側方に引き出されることにより（第１筐体１０が第２筐体２０に対して側方に押し出
されることにより）開状態を形成する。
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【００２１】
　操作部２２は、第１筐体１０と第２筐体２０とが相対的に移動して開状態となったとき
に操作可能となる。操作部２２は、第１種記号が割り当てられる第１キー２２１と、第１
種記号及び第２種記号が割り当てられる第２キー２２２とを備える。
【００２２】
　次に、図２を参照しながら、携帯電話機１の機能構成について説明する。
　図２は、携帯電話機１の機能構成を示すブロック図である。携帯電話機１は、操作部２
２と、マイク１３と、表示部１２と、レシーバ１４と、スピーカ１５と、ドライバＩＣ３
０と、通信部３１と、画像処理部３２と、音声処理部３３と、記憶部３４と、制御部３５
と、備える。
【００２３】
　通信部３１は、メインアンテナ３１１とＲＦ回路部３１２とを備えて構成され、所定の
通信先と通信を行う。通信部３１が通信を行う通信先としては、携帯電話機１と電話やメ
ールの送受信を行う外部の端末装置や、携帯電話機１がインターネットの接続を行う外部
のｗｅｂサーバ等の外部装置が挙げられる。
【００２４】
　メインアンテナ３１１は、所定の使用周波数帯で外部装置と通信を行う。
　ＲＦ回路部３１２は、メインアンテナ３１１によって受信した信号を復調処理し、処理
後の信号を制御部３５に供給する。また、ＲＦ回路部３１２は、制御部３５から供給され
た信号を変調処理し、メインアンテナ３１１を介して外部装置（基地局）に送信する。
【００２５】
　画像処理部３２は、制御部３５の制御にしたがって、所定の画像処理を行い、処理後の
画像データをドライバＩＣ３０に出力する。ドライバＩＣ３０は、画像処理部３２から供
給された画像データをフレームメモリ（不図示）に蓄え、所定のタイミングで表示部１２
に出力する。
【００２６】
　音声処理部３３は、制御部３５の制御にしたがって、ＲＦ回路部３１２から供給された
信号に対して所定の音声処理を行い、処理後の信号をレシーバ１４やスピーカ１５に出力
する。レシーバ１４及びスピーカ１５は、音声処理部３３から供給された信号を外部に出
力する。
【００２７】
　また、音声処理部３３は、制御部３５の制御にしたがって、マイク１３から入力された
信号を処理し、処理後の信号をＲＦ回路部３１２に出力する。ＲＦ回路部３１２は、音声
処理部３３から供給された信号に所定の処理を行い、処理後の信号をメインアンテナ３１
１に供給し、メインアンテナ３１１により電波として外部に出力させる。
【００２８】
　記憶部３４は、例えば、ワーキングメモリを含み、制御部３５による演算処理に利用さ
れる。また、記憶部３４には、携帯電話機１上で動作する様々なアプリケーションが利用
するデータやテーブル等が格納されている。なお、記憶部３４は、着脱可能な外部メモリ
であってもよい。
【００２９】
　制御部３５は、携帯電話機１の全体を制御しており、表示部１２、通信部３１、画像処
理部３２、音声処理部３３に対して所定の制御を行う。制御部３５の具体的な処理につい
ては後述する。
【００３０】
　このように構成される携帯電話機１は、表示部１２に初期画面が表示される場合におい
て、操作されるキーに割り当てられる記号に応じて、ユーザの意思を反映した記号を表示
させる機能を有する。
【００３１】
　以下に、携帯電話機１に係る上記機能を発揮するための構成と動作について詳述する。
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　先ず、本実施形態に係る携帯電話機１の上記機能を発揮するための構成について説明す
る。
【００３２】
　携帯電話機１は、操作部２２と、表示部１２とを備える。
　図１に示すように、操作部２２は、第１種記号が割り当てられ、第２種記号が割り当て
られない１又は複数の第１キー２２１と、第１種記号及び第２種記号が割り当てられる第
２キー２２２と、を含んで構成される。第１キー２２１及び第２キー２２２は、例えば、
ＱＷＥＲＴＹ配列キーである。なお、第１種記号及び第２種記号が割り当てられるキーは
、図１に示す場合に限定されることはない。
【００３３】
　表示部１２は、操作部２２の操作に応じて第１種記号及び第２種記号の少なくとも一方
を表示し、第１種記号が表示される第１種記号表示領域４１と、第２種記号が表示される
第２種記号表示領域４２の少なくとも一方を含む。初期画面４０が表示部１２に表示され
ているときに（図３（ａ）参照）、第２キー２２２が押下される場合、表示部１２の表示
領域は、第１種記号が表示される第１種記号表示領域４１と、第２種記号が表示される第
２種記号表示領域４２とに分割される（図３（ｂ）参照）。
【００３４】
　第２種記号表示領域４２に表示された第２種記号の記号列は電話番号となる。したがっ
て、第２種記号表示領域４２に電話番号が表示された状態で、発信キー２２３が押下され
る場合、携帯電話機１は、電話発信が可能となる。
【００３５】
　なお、第１種記号は、英字、英字が変換されたひらがなやカタカナや漢字等である。ま
た第２種記号は、数字や、例えば、「＃（シャープ）」、「＊（アスタリスク）」、「－
（ハイフン）」及び「Ｐ（ポーズ）」等の電話発信に利用される記号である。
【００３６】
　制御部３５は、表示部１２への表示内容を制御する。
　制御部３５は、初期画面４０を表示部１２に表示させている状態において、第１キー２
２１が操作された場合に、当該操作された第１キー２２１に割り当てられる第１種記号を
表示部１２に表示させ、第２キー２２２が操作された場合に、当該操作された第２キー２
２２に割り当てられる第１種記号及び第２種記号を表示部１２に表示させる。ここで、初
期画面４０とは、通信を待ち受けている状態でメールやメモ帳等のいずれのアプリケーシ
ョンを起動していない、いわゆる待受画面である。
【００３７】
　すなわち、制御部３５は、第１キー２２１が操作された場合に、表示部１２の第１種記
号表示領域４１に第１種記号を表示させる。また、制御部３５は、第２キー２２２が操作
された場合に、表示部１２の第１種記号表示領域４１に第１種記号を表示させると共に、
表示部１２の第２種記号表示領域４２に第２種記号を表示させる。例えば、「Ａ」及び「
４」が割り当てられる第２キー２２２が押下される場合、制御部３５は、図３（ｂ）に示
すように、表示部１２の第１種記号表示領域４１に「あ」を表示させると共に、表示部１
２の第２種記号表示領域４２に「４」を表示させる。なお、この例示の場合、制御部３５
は、仮名変換されるように設定されているため、「Ａ」が割り当てられる第２キー２２２
が押下されても表示部１２には「あ」が表示される。
【００３８】
　したがって、携帯電話機１は、表示部１２に初期画面４０が表示される場合において、
操作されるキーに割り当てられる記号に応じて、ユーザの意思を反映した記号を表示部１
２に表示させることができる。
　すなわち、携帯電話機１は、第１種記号（文字）が割り当てられる第１キー２２１が操
作される場合に、当該第１キー２２１に対応する文字を表示させる。また、携帯電話機１
は、第１種記号及び第２種記号（文字及び数字）が割り当てられる第２キー２２２が操作
される場合に、当該第２キー２２２に対応する第１種記号及び第２種記号（文字及び数字
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）を表示部１２に並列的に表示させる。これにより、携帯電話機１は、ユーザの意思を反
映した表示を行うことができる。
【００３９】
　また、制御部３５は、第２キー２２２の操作に伴い第１種記号及び第２種記号を表示部
１２に表示させている場合に、第１キー２２１が操作されると、表示部１２に表示されて
いる第２種記号を消去させる。
　すなわち、第２キー２２２が押下されることにより、第１種記号表示領域４１に第１種
記号が表示されると共に、第２種記号表示領域４２に第２種記号が表示されている場合に
、第１キー２２１が押下されると、制御部３５は、第２種記号表示領域４２を表示部１２
から消去して、第１種記号表示領域４１のみを表示部１２に表示させる（図３（ｃ）参照
）。
【００４０】
　したがって、携帯電話機１は、第１種記号及び第２種記号（文字及び数字）が割り当て
られる第２キー２２２が操作されて、当該第２キー２２２に対応する第１種記号及び第２
種記号（文字及び数字）を表示部１２に並列的に表示させている場合に、第１種記号（文
字）が割り当てられる第１キー２２１が操作されると、第１種記号（文字）のみの表示に
切り替えるので、ユーザの意思を反映した表示を行うことができる。
【００４１】
　また、制御部３５は、第２キー２２２の操作に伴い第１種記号及び第２種記号を表示部
１２に表示させている場合に、所定回数以上第１キー２２１が操作されると、表示部１２
に表示されている第２種記号を消去させる。
　すなわち、第１種記号表示領域４１と第２種記号表示領域４２とが表示部１２に表示さ
れている場合において、第１キー２２１が所定回数以上操作されると、制御部３５は、第
２種記号表示領域４２を表示部１２から消去して、第１種記号表示領域４１のみを表示部
１２に表示させる。なお、所定回数は、ユーザにより適宜設定されてもよい。
【００４２】
　したがって、携帯電話機１は、第１種記号及び第２種記号（文字及び数字）が割り当て
られる第２キー２２２が操作されて、当該第２キー２２２に対応する第１種記号及び第２
種記号（文字及び数字）を表示部１２に並列的に表示させている場合に、第１種記号（文
字）が割り当てられる第１キー２２１が所定回数以上操作されることに応じて、第１種記
号（文字）のみを表示部１２に表示させるので、誤入力による誤表示を防ぎ、ユーザの意
思を反映した表示を行うことができる。
【００４３】
　また、携帯電話機１では、複数の第１キー２２１により第１キー群２２１ａが構成され
る。また、制御部３５は、第１キー群２２１ａを構成するいずれかの第１キー２２１が所
定回数以上操作される場合に、第２種記号の表示の消去を実行する。
　すなわち、第１種記号表示領域４１と第２種記号表示領域４２とが表示部１２に表示さ
れている場合において、第１キー群２２１ａを構成するいずれかの第１キー２２１が所定
回数以上の操作がされると、制御部３５は、第２種記号表示領域４２を表示部１２から消
去して、第１種記号表示領域４１のみを表示部１２に表示させる。
【００４４】
　したがって、携帯電話機１は、第１種記号及び第２種記号（文字及び数字）が割り当て
られる第２キー２２２が操作されて、当該第２キー２２２に対応する第１種記号及び第２
種記号（文字及び数字）を表示部１２に並列的に表示させている場合に、第１種記号（文
字）が割り当てられる、第１キー群２２１ａのうちのいずれかの第１キー２２１が所定回
数以上操作されることにより、第１種記号（文字）のみを表示部１２に表示させるので、
誤入力による誤表示を防ぎ、ユーザの意思を反映した表示を行うことができる。
【００４５】
　携帯電話機１は、通信部３１をさらに備える。また、第１種記号は英字であり、第２種
記号は数字である。



(10) JP 5330934 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

【００４６】
　また、操作部２２は、英字及び数字のいずれも割り当てられない発信キー２２３（図１
参照）を含む。なお、発信キー２２３は、図１に示す位置に配置される場合に限定されず
、他の位置に配置されてもよい。すなわち、電話の発信機能は、操作部２２を構成する複
数のキーのうちのいずれかに割り当てられればよい。また、発信キー２２３は、第１筐体
１０に配置されるばかりでなく、第２筐体２０に配置されてもよい。
【００４７】
　また、制御部３５は、第２キー２２２の操作に伴い、英字及び数字を表示部１２に表示
させている場合に、発信キー２２３が操作されると、表示部１２に表示される数字の記号
列を通信先として通信部３１を用いて発信制御する。
　すなわち、第１種記号表示領域４１に英字の記号列が表示されると共に、第２種記号表
示領域４２に数字の記号列が表示されている場合に、発信キー２２３が操作されると、制
御部３５は、第２種記号表示領域４２に表示される数字の記号列を電話番号として、その
電話番号に対して発信させる。なお、第１種記号表示領域４１には、第２キー２２２の操
作に基づいて入力される英字を仮名変換した文字（ひらがなやカタカナ）、又は仮名変換
された文字を更に変換した文字（漢字）が表示されていてもよい。
【００４８】
　したがって、携帯電話機１は、英字の記号列及び数字の記号列が表示部１２に並列的に
表示されている場合でも、発信キー２２３の操作に基づいて、表示部１２に表示されてい
る数字の記号列（電話番号）に対して電話発信を行うことができる。
【００４９】
　また、第１種記号は英字であり、第２種記号は数字である。また、制御部３５は、第２
キー２２２の操作に伴い英字及び数字を表示部１２に表示させ、当該英字を仮名に変換す
る際に、仮名変換が行えない場合は当該表示されている英字の表示を消去する。
【００５０】
　ここで、仮名変換について説明する。仮名変換を行う場合、携帯電話機１の記憶部３４
には、ローマ字を仮名文字に変換するために利用される変換テーブルが記憶されている。
変換テーブルは、子音と母音とのそれぞれに対応させて仮名文字が記載されたものである
。一例として、変換テーブルには、子音「ｓ」と母音「ａ」とのそれぞれに対応させて仮
名文字「さ」が記載され、子音「ｙ」と母音「ｏ」とのそれぞれに対応させて仮名文字「
よ」が記載されている。そして、制御部３５は、第２キー２２２が押下されることにより
ローマ字が入力される場合、ローマ字の子音と母音とに対応する仮名文字を、変換テーブ
ルを参照して決定する。
【００５１】
　ところで、子音が連続して入力された場合（例えば、「ｒｃｒｓｄ」と入力された場合
）等には、仮名文字に変換することができない。このように、第２キー２２２が押下され
ることによりローマ字入力が行われた場合でも、入力されたローマ字を仮名文字に変換す
ることができない場合には、制御部３５は、第１種記号表示領域４１を表示部１２から消
去して、第２種記号表示領域４２のみを表示部１２に表示させる。
　なお、制御部３５は、子音字が所定文字以上連続して入力される場合に、第１種記号表
示領域４１を表示部１２から消去して、第２種記号表示領域４２のみを表示部１２に表示
させることもできる。
【００５２】
　したがって、携帯電話機１は、第１種記号（英字）が割り当てられる第１キー２２１、
又は、第１種記号及び第２種記号（英字及び数字）が割り当てられる第２キー２２２が操
作されて、操作されたキー対応する第１種記号及び第２種記号（英字及び数字）が表示部
１２に並列的に表示されている場合において、表示部１２の第１種記号表示領域４１に表
示されている第１種記号（英字）の仮名変換が行えないときには、表示部１２に第２種記
号表示領域４２のみを表示するので、ユーザの意思を反映した表示を行うことができる。
【００５３】
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　携帯電話機１は、第１筐体１０と、第２筐体２０とをさらに備える。
　第１筐体１０は、表示部１２が配置される。
　第２筐体２０は、操作部２２が配置される。そして、第２筐体２０は、第１筐体１０に
対して相対的に移動することにより開状態を形成し、又は、第１筐体１０と重なるように
配置されることにより閉状態を形成する。
　すなわち、携帯電話機１は、第１筐体１０及び第２筐体２０がそれぞれ相対的に移動す
るスライド型携帯電話機又はターン型携帯電話機となっている。
【００５４】
　制御部３５は、第１筐体１０と第２筐体２０とが開状態において第２キー２２２の操作
に伴い第１種記号及び第２種記号を表示部１２に表示させている場合に、開状態から閉状
態への変化を検出すると、表示部１２に表示されている第１種記号を消去させる。
　すなわち、第１筐体１０及び第２筐体２０がそれぞれ相対的に移動して開状態となり、
さらに、第１種記号表示領域４１と第２種記号表示領域４２とが表示部１２に表示される
場合に、電話を発信する等のために第１筐体１０及び第２筐体２０がそれぞれ相対的に移
動して開状態から閉状態となると、制御部３５は、第１種記号表示領域４１を表示部１２
から消去して、第２種記号表示領域４２のみを表示部１２に表示させる。
【００５５】
　なお、第１筐体１０及び第２筐体２０の開状態から閉状態への検出及び制御部３５によ
る表示制御は、例えば、次のように行われればよい。すなわち、第１筐体１０及び第２筐
体２０の少なくとも一方には、第１筐体１０と第２筐体２０とが重なり合って閉状態とな
っていることを検出する検出部（不図示）を設けておく。検出部は、第１筐体１０及び第
２筐体２０の閉状態を検出すると、検出結果を表すトリガ信号を制御部３５に供給する。
制御部３５は、検出部からトリガ信号が供給されると、第１種記号表示領域４１を表示部
１２から消去して、第２種記号表示領域４２のみを表示部１２に表示させる。
【００５６】
　したがって、携帯電話機１は、第１筐体１０と第２筐体２０とが開状態のときに、第１
種記号及び第２種記号（文字及び数字）が割り当てられる第２キー２２２を操作して、当
該第２キー２２２に対応する第１種記号及び第２種記号（文字及び数字）を表示部１２に
並列的に表示させている場合に、第１筐体１０と第２筐体２０とが開状態から閉状態にな
ると、第１種記号（文字）の表示は不要であると判断して、第２種記号（数字）のみの表
示に切替えるので、ユーザの意思を反映した表示を行うことができる。
【００５７】
　また、制御部３５は、第１筐体１０と第２筐体２０との開状態から閉状態への変化を検
出した後に所定時間以内に開状態への変化を検出すると、消去された第１種記号を表示さ
せる。
【００５８】
　すなわち、第１筐体１０及び第２筐体２０が閉状態となることにより、第２種記号表示
領域４２のみが表示部１２に表示される場合、制御部３５は、第１種記号表示領域４１に
表示されている第１種記号を記憶部３４に記憶する。そして、第１筐体１０及び第２筐体
２０が閉状態となってから所定時間以内に、再び第１筐体１０及び第２筐体２０が開状態
となった場合、上記の検出部（不図示）は、第１筐体１０と第２筐体２０とが閉状態では
なくなったこと（開状態となったこと）を検出し、検出結果をトリガ信号として制御部３
５に供給する。制御部３５は、検出部からトリガ信号が供給されると、第１種記号表示領
域４１と第２種記号表示領域４２を表示部１２に表示させ、さらに、記憶部３４に記憶さ
れる第１種記号を読み出して第１種記号表示領域４１に表示させる。
【００５９】
　したがって、携帯電話機１は、第１筐体１０と第２筐体２０とが開状態から閉状態に変
わった後の所定時間以内に、再度、第１筐体１０と第２筐体２０とが開状態に変わった場
合、第１筐体１０と第２筐体２０とが開状態から閉状態に変わったときに表示部１２から
消去された第１種記号を、再度、表示部１２の第１種記号表示領域４１に表示させるので
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、第１筐体１０と第２筐体２０との誤開閉による誤表示がされるのを防ぎ、ユーザの意思
を反映した表示を行うことができる。
【００６０】
　次に、本実施形態の携帯電話機１の動作について説明する。
　図３は、表示部１２の表示態様の第１遷移について説明する図である。図４は、携帯電
話機１の第１動作を示すフローチャートである。図５は、表示部１２の表示態様の第２遷
移について説明する図である。図６は、携帯電話機１の第２動作を示すフローチャートで
ある。図７は、表示部１２の表示態様の第３遷移について説明する図である。図８は、携
帯電話機１の第３動作を示すフローチャートである。図９は、表示部１２の表示態様の第
４遷移について説明する図である。図１０は、携帯電話機１の第４動作を示すフローチャ
ートである。
【００６１】
　まず、図３を参照しながら、表示部１２の表示態様の第１遷移について説明する。
　制御部３５は、電話着信を待ち受ける初期画面４０を表示部１２に表示させている状態
において（図３（ａ）参照）、第２キー２２２が押下された場合、押下された第２キー２
２２に割り当てられる第１種記号を第１種記号表示領域４１に表示させると共に、押下さ
れた第２キー２２２に割り当てられる第２種記号を第２種記号表示領域４２に表示させる
。例えば、「Ａ」及び「４」が割り当てられる第２キー２２２が押下された場合、制御部
３５は、図３（ｂ）に示すように、「Ａ」を仮名変換することにより得られる「あ」を第
１種記号表示領域４１に表示させると共に、「４」を第２種記号表示領域４２に表示させ
る。なお、第１種記号表示領域４１には、表示される「あ」について予測変換を行うため
に、「明日」、「あの」、「ある」、「朝」及び「あなた」が表示される。
【００６２】
　続いて、第１キー２２１が押下された場合、制御部３５は、第２種記号表示領域４２を
表示部１２から消去して、第１種記号表示領域４１のみを表示部１２に表示させる。例え
ば、「Ａ」が割り当てられる第２キー２２２に続いて、「Ｋ」、「Ｉ」及び「Ｔ」がそれ
ぞれ割り当てられる第１キー２２１、及び「Ａ」が割り当てられる第２キー２２２が押下
された場合、制御部３５は、第１キー２２１が押下されているので、図３（ｃ）に示すよ
うに、表示部１２に表示されている「４」を第２種記号表示領域４２と共に表示部１２か
ら消去し、「あきた」を第１種記号表示領域４１に表示させる。なお、制御部３５は、第
１キー２２１が押下された回数が所定回数（一例として、３回）以上の場合に、第２種記
号表示領域４２を表示部１２から消去し、第１種記号表示領域４１のみを表示部１２に表
示させてもよい。また、図３（ｃ）に示す場合、第１種記号表示領域４１には、「あきた
」について予測変換を行うために、「飽きた」、「秋田県」、「秋田」及び「秋田市」が
表示される。
【００６３】
　次に、図４を参照しながら、携帯電話機１の第１動作について説明する。
　まず、ステップＳ１１において、制御部３５は、第１種記号及び第２種記号（文字及び
数字）が割り当てられる第２キー２２２が操作されたか否か判断する。第２キー２２２が
操作された場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳ１２に進む。第２キー２２２が操作されてい
ない場合（Ｎｏ）には、再度、ステップＳ１１の判断を行う。
【００６４】
　ステップＳ１２において、制御部３５は、ステップＳ１１の処理により、操作されたと
判断された第２キー２２２に割り当てられる第１種記号及び第２種記号（文字及び数字）
を、表示部１２に表示される第１種記号表示領域４１及び第２種記号表示領域４２にそれ
ぞれ表示させる。
【００６５】
　ステップＳ１３において、制御部３５は、第１種記号（文字）のみが割り当てられる第
１キー２２１が操作されたか否か判断する。第１キー２２１が操作された場合（Ｙｅｓ）
には、ステップＳ１４に進む。第１キー２２１が操作されていない場合（Ｎｏ）には、再
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度、ステップＳ１３の判断を行う。
【００６６】
　ステップＳ１４において、制御部３５は、第１種記号（文字）のみを表示部１２に表示
させる。すなわち、制御部３５は、第２種記号表示領域４２を表示部１２から消去して、
第１種記号表示領域４１のみを表示部１２に表示させる。
　ここで、第１キー２２１の操作が所定回数以上あったことにより、制御部３５は、第１
種記号表示領域４１のみを表示部１２に表示させてもよい。なお、所定回数は、ユーザに
より適宜設定されてもよい。
【００６７】
　次に、図５を参照しながら、表示部１２の表示態様の第２遷移について説明する。
　制御部３５は、電話着信を待ち受ける初期画面４０を表示部１２に表示させている状態
において（図５（ａ）参照）、第１キー２２１が押下された場合、押下された第１キー２
２１に割り当てられる第１種記号を第１種記号表示領域４１に表示させ、第２種記号表示
領域４２を表示部１２に表示させない。例えば、図５（ｂ）に示すように、「Ｋ」、「Ｙ
」、「Ｏ」及び「Ｕ」がそれぞれ割り当てられる第１キー２２１が押下された場合、制御
部３５は、「ＫＹＯＵ」を仮名変換することにより得られる「きょう」を第１種記号表示
領域４１に表示させる。第１種記号表示領域４１には、「きょう」について予測変換を行
うために、「今日」、「業界」、「京都」及び「業務」が表示される。
【００６８】
　なお、制御部３５は、第１種記号表示領域４１及び第２種記号表示領域４２が表示部１
２に表示される状態において、第１キー２２１が押下された場合、押下された第１キー２
２１に割り当てられる第１種記号を第１種記号表示領域４１に表示させ、第２種記号表示
領域４２の表示を表示部１２から消去させることができる。
【００６９】
　次に、図６を参照しながら、携帯電話機１の第２動作について説明する。
　まず、ステップＳ２１において、制御部３５は、第１種記号（文字）のみが割り当てら
れる第１キー２２１が操作されたか否か判断する。第１キー２２１が操作された場合（Ｙ
ｅｓ）には、ステップＳ２２に進む。第１キー２２１が操作されていない場合（Ｎｏ）に
は、再度、ステップＳ２１の判断を行う。
【００７０】
　ステップＳ２２において、制御部３５は、第１種記号（文字）のみを表示部１２に表示
させる。すなわち、初期画面４０が表示部１２に表示されている場合に、第１キー２２１
の操作があったときには、制御部３５は、第１種記号表示領域４１のみを表示部１２に表
示させ、第２種記号表示領域４２を表示部１２に表示させない。また、第１種記号表示領
域４１及び第２種記号表示領域４２が表示部１２に表示されている場合に、第１キー２２
１の操作があったときには、制御部３５は、第２種記号表示領域４２を表示部１２から消
去して、第１種記号表示領域４１のみを表示部１２に表示させる。
　ここで、第１キー２２１の操作が所定回数以上あったことにより、制御部３５は、第１
種記号表示領域４１のみを表示部１２に表示させてもよい。なお、所定回数は、ユーザに
より適宜設定されてもよい。
【００７１】
　次に、図７を参照しながら、表示部１２の表示態様の第３遷移について説明する。
　制御部３５は、電話着信を待ち受ける初期画面４０を表示部１２に表示させている状態
において（図７（ａ）参照）、第２キー２２２が押下された場合、押下された第２キー２
２２に割り当てられる第１種記号を第１種記号表示領域４１に表示させると共に、押下さ
れた第２キー２２２に割り当てられる第２種記号を第２種記号表示領域４２に表示させる
。例えば、図７（ｂ）に示すように、「Ｒ、０」、「Ｑ、１」、「Ｗ、２」、「Ｅ、３」
、「Ａ、４」、「Ｓ、５」及び「Ｄ、６」がそれぞれ割り当てられる第２キー２２２が押
下された場合、制御部３５は、「ＲＱＷＥＡＳＤ」を仮名変換することにより得られる「
ｒくぇあｓｄ」を第１種記号表示領域４１に表示させると共に、「０１２３４５６」を第
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２種記号表示領域４２に表示させる。
【００７２】
　制御部３５は、「ｒくぇあｓｄ」のように、仮名変換されない文字が第１種記号表示領
域４１に表示される場合、仮名変換されない第１種記号（文字）と共に第１種記号表示領
域４１を表示部１２から消去し、第２種記号表示領域４２のみを表示部１２に表示させる
。例えば、制御部３５は、図７（ｃ）に示すように、「０１２３４５６」を第２種記号表
示領域４２に表示させる。
【００７３】
　次に、図８を参照しながら、携帯電話機１の第３動作について説明する。
　まず、ステップＳ３１において、制御部３５は、第１種記号及び第２種記号（文字及び
数字）が割り当てられる第２キー２２２が操作されたか否か判断する。第２キー２２２が
操作された場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳ３２に進む。第２キー２２２が操作されてい
ない場合（Ｎｏ）には、再度、ステップＳ３１の判断を行う。
【００７４】
　ステップＳ３２において、制御部３５は、ステップＳ３１の処理により、操作されたと
判断された第２キー２２２に割り当てられる第１種記号及び第２種記号（文字及び数字）
を、表示部１２に表示される第１種記号表示領域４１及び第２種記号表示領域４２にそれ
ぞれ表示させる。
【００７５】
　ステップＳ３３において、制御部３５は、文字として成立しないものが第１種記号表示
領域４１に表示されているか否か判断する。すなわち、制御部３５は、仮名変換されない
第１種記号（文字）が第１種記号表示領域４１に表示されているか否か判断する。仮名変
換されない第１種記号が表示される場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳ３４に進む。仮名変
換されない第１種記号が表示されていない場合（Ｎｏ）には、再度、ステップＳ３３の判
断を行う。
【００７６】
　ステップＳ３４において、第２種記号（数字）のみを表示部１２に表示させる。すなわ
ち、制御部３５は、第１種記号表示領域４１を表示部１２から消去して、第２種記号表示
領域４２のみを表示部１２に表示させる。
【００７７】
　次に、図９を参照しながら、表示部１２の表示態様の第４遷移について説明する。
　制御部３５は、電話着信を待ち受ける初期画面４０を表示部１２に表示させている状態
において（図９（ａ）参照）、第２キー２２２が押下された場合、押下された第２キー２
２２に割り当てられる第１種記号を第１種記号表示領域４１に表示させると共に、押下さ
れた第２キー２２２に割り当てられる第２種記号を第２種記号表示領域４２に表示させる
。
【００７８】
　例えば、制御部３５は、図９（ｂ）に示すように、所定の第２キー２２２が押下されて
仮名変換されることにより、第１種記号表示領域４１に「ささざわ」を表示させると共に
、第２種記号表示領域４２に「５４５４７４２４」を表示させる。なお、第１種記号表示
領域４１には、表示される「ささざわ」について予測変換を行うために、「笹沢」及び「
ササザワ」が表示される。
【００７９】
　続いて、第２キー２２２が連続して所定回数以上押下されることにより、第２種記号表
示領域４２に表示される第２種記号（数字）が所定桁数以上となる場合、制御部３５は、
第２種記号表示領域４２を表示部１２から消去し、第１種記号表示領域４１のみを表示部
１２に表示させる。なお、所定桁数は、ユーザにより適宜設定されてもよい。
【００８０】
　例えば、所定桁数を１１桁とし、さらに、「Ｓ、５」、「Ａ、４」、「Ｗ、２」、「Ａ
、４」及び「Ｅ、３」がそれぞれ割り当てられた第２キー２２２が押下された場合、制御
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部３５は、図９（ｃ）に示すように、第２種記号表示領域４２に表示される数字が１３桁
となるので、「ささざわさわえ」が記載される第１種記号表示領域４１を表示部１２に表
示させ、第２種記号表示領域４２を表示部１２から消去する。
【００８１】
　次に、図１０を参照しながら、携帯電話機１の第４動作について説明する。
　まず、ステップＳ４１において、制御部３５は、第１種記号及び第２種記号（文字及び
数字）が割り当てられる第２キー２２２が操作されたか否か判断する。第２キー２２２が
操作された場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳ４２に進む。第２キー２２２が操作されてい
ない場合（Ｎｏ）には、再度、ステップＳ４１の判断を行う。
【００８２】
　ステップＳ４２において、制御部３５は、ステップＳ４１の処理により、操作されたと
判断された第２キー２２２に割り当てられる第１種記号及び第２種記号（文字及び数字）
を、表示部１２に表示される第１種記号表示領域４１及び第２種記号表示領域４２にそれ
ぞれ表示させる。
【００８３】
　ステップＳ４３において、制御部３５は、所定桁数以上の操作が行われたか否か判断す
る。すなわち、制御部３５は、第２キー２２２が所定回数以上押下されることにより、第
２種記号表示領域４２に第２種記号（数字）が所定桁数以上表示されるか否か判断する。
所定桁数以上の操作が行われる場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳ４４に進む。所定桁数以
上の操作が行われていない場合（Ｎｏ）には、再度、ステップＳ４３の判断を行う。
【００８４】
　ステップＳ４４において、制御部３５は、第１種記号（文字）を表示部１２に表示させ
る。すなわち、制御部３５は、第２種記号表示領域４２を表示部１２から消去し、第１種
記号表示領域４１のみを表示部１２に表示させる。
【００８５】
＜第２実施形態＞
　本発明の携帯電子機器の第２実施形態としての携帯電話機の基本構造について、図１１
を参照しながら説明する。
　図１１は、携帯電子機器の第２実施形態としての携帯電話機の外観斜視図である。
【００８６】
　携帯電話機２は、開閉可能に連結される第１筐体１０と第２筐体２０とを備える。
　第１筐体１０には、その前面１１に、表示部１２及び第１操作部５０を備える。
　表示部１２は、第１操作部５０又は後述する第２操作部５１の操作に応じて、第１種記
号及び第２種記号の少なくとも一方を表示する。また、表示部１２は、通話の相手側の電
話番号やメールアドレス、及びメールの内容等の各種情報（文字情報や画像情報）を表示
する。
【００８７】
　第１操作部５０は、第１種記号及び第２種記号が割り当てられる第１キー５０１を含ん
で構成される。さらに、第１操作部５０は、各種設定機能や辞書機能やメール機能等の各
種機能を作動させるための機能設定操作キー５０２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キー５０３とを備える。第１操作部５０は、第１筐体１０と第２筐体
２０とが閉状態及び開状態のいずれの状態でも、携帯電話機２の外側に露出される。
【００８８】
　また、第１筐体１０には、その前面１１にマイク１３及びレシーバ１４が配置される。
また、第１筐体１０には、その側面にスピーカ１５（図１２参照）が配置される。
【００８９】
　第２筐体２０には、その前面２１に第２操作部５１を備える。第２筐体２０の前面２１
は、第１筐体１０の背面（第１筐体１０の前面１１とは反対側の面）と向かい合う面であ
る。第２操作部５１は、第１筐体１０と第２筐体２０とが閉状態となる場合に第１筐体１
０により塞がれ、且つ、第１筐体１０と第２筐体２０とが開状態となる場合に外側に露出
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する。したがって、第２操作部５１は、第１筐体１０と第２筐体２０とが相対的にスライ
ドして開状態となったときに、操作可能となる。第２操作部５１は、第１種記号が割り当
てられ、第２種記号が割り当てられない第２キー５１１と、第１種記号及び第２種記号が
割り当てられる第３キー５１２と、を含んで構成される。
【００９０】
　次に、図１２を参照しながら、携帯電話機２の機能構成について説明する。
　図１２は、携帯電話機２の機能構成を示すブロック図である。携帯電話機２は、第１操
作部５０と、第２操作部５１と、マイク１３と、表示部１２と、レシーバ１４と、スピー
カ１５と、ドライバＩＣ３０と、通信部３１と、画像処理部３２と、音声処理部３３と、
記憶部３４と、制御部３５と、備える。
【００９１】
　制御部３５は、初期画面を表示部１２に表示させている状態において、第１キー５０１
が操作された場合に、当該操作された第１キー５０１に割り当てられる第２種記号を表示
部１２に表示させ、第２キー５１１又は第３キー５１２が操作された場合に、当該操作さ
れた第２キー５１１又は第３キー５１２に割り当てられる第１種記号を表示部１２に表示
させる。
　ここで、第１種記号は、文字である。また、第２種記号は、数字である。なお、第２種
記号である数字には、例えば、「＃（シャープ）」、「＊（アスタリスク）」、「－（ハ
イフン）」及び「Ｐ（ポーズ）」等の電話発信に利用される記号が含まれる。
　また、制御部３５は、携帯電話機２の全体を制御しており、表示部１２、通信部３１、
画像処理部３２、音声処理部３３に対して所定の制御を行う。
【００９２】
　ドライバＩＣ３０と、通信部３１と、画像処理部３２と、音声処理部３３と、記憶部３
４とについては、それぞれの構成が図２を用いて説明したものと同様であるので、説明を
省略する。
【００９３】
　以上説明したように、携帯電話機２は、第１操作部５０における第１種記号及び第２種
記号（文字及び数字）が割り当てられる第１キー５０１が操作される場合に、当該第１キ
ー５０１に対応する第２種記号を表示部１２に表示させる。また、携帯電話機２は、第２
操作部５１における第１種記号のみが割り当てられる第２キー５１１、又は、第１種記号
及び第２種記号が割り当てられる第３キー５１２が操作される場合に、当該第２キー５１
１又は第３キー５１２に対応する第１種記号を表示部１２に表示させる。したがって、携
帯電話機２は、ユーザの意思を反映した表示を行うことができる。
【符号の説明】
【００９４】
１　携帯電話機（携帯電子機器）
２　携帯電話機（携帯電子機器）
１０　第１筐体
１２　表示部
２０　第２筐体
２２　操作部
３５　制御部
４０　初期画面
４１　第１種記号表示領域
４２　第２種記号表示領域
５０　第１操作部
５１　第２操作部
２２１　第１キー
２２２　第２キー
５０１　第１キー



(17) JP 5330934 B2 2013.10.30

５１１　第２キー
５１２　第３キー

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】
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【図１０】 【図１１】
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