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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示する表示部を有する第１の情報処理部と、前記第１の情報処理部と互いに並
列に動作可能であり、外部機器との間でデータを送受信する無線通信部を有する第２の情
報処理部とを一体に備える情報処理装置において、
　前記第１の情報処理部は、
　前記無線通信部を通じた通話処理を制御する第１の通話制御部と、
　前記第１の通話制御部を含む前記第１の情報処理部内の制御部からの要求に応じて、前
記表示部に画像を表示させる第１の表示要求部と、
　を有し、
　前記第２の情報処理部は、
　前記無線通信部を通じた通話処理を制御する第２の通話制御部と、
　前記第２の通話制御部を含む前記第２の情報処理部内の制御部からの要求に応じて、前
記表示部に画像を表示させる第２の表示要求部と、
　を有し、
　さらに、前記第１の情報処理部または前記第２の情報処理部のいずれか一方をマスター
状態とするように制御する状態制御部を有し、
　前記状態制御部により前記第１の情報処理部がマスター状態とされた場合には、前記第
１の通話制御部、前記第１の表示要求部および前記表示部が起動するとともに、前記第２
の情報処理部が前記無線通信部のみ起動したスレーブ状態となり、
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　前記状態制御部により前記第２の情報処理部がマスター状態とされた場合には、前記第
２の表示要求部、前記第２の通話制御部および前記無線通信部が起動するとともに、前記
第１の情報処理部が前記表示部のみ起動したスレーブ状態となる、
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記第１の情報処理部および前記第２の情報処理部のそれぞれの電源状態を監視する状
態監視部をさらに有し、
　前記状態制御部は、前記無線通信部に対する外部からの通話の着信を検出したときに、
前記状態監視部による監視結果に基づき、
　前記第１の情報処理部が起動状態の場合には、前記第１の情報処理部をマスター状態と
するとともに、前記第２の情報処理部をスレーブ状態とし、
　前記第１の情報処理部が停止状態の場合には、前記第２の情報処理部をマスター状態と
するとともに、前記第１の情報処理部をスレーブ状態で起動させる、
　ことを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記第１の情報処理部に対して電源供給を行う電源部をさらに有し、
　前記状態制御部は、
　前記第１の情報処理部への前記電源供給が停止されているときに、前記第１の情報処理
部を起動させるための電源スイッチへの入力操作を検出すると、前記第１の情報処理部へ
の前記電源供給を開始させて前記第１の情報処理部をマスター状態とするとともに、前記
第２の情報処理部をスレーブ状態とし、
　前記第１の情報処理部が起動状態のときに、前記電源スイッチへの入力操作を検出する
と、前記第２の情報処理部をマスター状態とするとともに、前記第１の情報処理部への前
記電源供給を停止させる、
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　画像を表示する表示部を有する第１の情報処理部と、前記第１の情報処理部と互いに並
列に動作可能であり、外部機器との間でデータを送受信する無線通信部を有する第２の情
報処理部とを一体に備える情報処理装置の制御方法において、
　状態制御部により前記第１の情報処理部をマスター状態とするように指示されると、前
記第１の情報処理部が備える第１の通話制御部、第１の表示要求部および前記表示部が起
動するとともに、前記第２の情報処理部が前記無線通信部のみ起動したスレーブ状態とな
って、前記第１の通話制御部の制御により前記無線通信部を通じた通話処理が制御され、
前記第１の通話制御部を含む前記第１の情報処理部内の制御部からの要求に応じて前記表
示部に画像が表示され、
　前記状態制御部により前記第２の情報処理部をマスター状態とするように指示されると
、前記第２の情報処理部が備える第２の表示要求部、第２の通話制御部および前記無線通
信部が起動するとともに、前記第１の情報処理部が前記表示部のみ起動したスレーブ状態
となって、前記第２の通話制御部の制御により前記無線通信部を通じた通話処理が制御さ
れ、前記第２の通話制御部を含む前記第２の情報処理部内の制御部からの要求に応じて前
記表示部に画像が表示される、
　ことを特徴とする情報処理装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は情報処理装置および情報処理装置の制御方法に関し、特に、２つのシステムを
備える情報処理装置および情報処理装置の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ハードウェアデバイスの小型化・高性能化が進んでいる。これに伴って、携帯可
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能な１つの小型端末内で複数の異なる用途のシステムを実現することが可能になってきて
いる。一般に、単一のシステム上では、ＣＰＵ（Central Processing Unit）やＲＡＭ（R
andom Access Memory）などの１式のハードウェア資源に対して１以上のオペレーティン
グシステム（Operating System：以下、ＯＳという）が実行される。しかし、上記のよう
な小型端末では、例えば、コンピュータの機能を実行する１式のハードウェア資源と携帯
電話との機能を実行する１式のハードウェア資源とが、それぞれ独立したシステムとして
搭載される。そして、各システムで、それぞれ電源が備えられ、個別のＯＳが実行され、
コンピュータと携帯電話との２つの機能が１つの小型端末によって実現される。
【０００３】
　ところで、コンピュータは、単体で多種多様な機能を実現することができるようになっ
てきた。例えば、コンピュータのマルチメディア化は近年著しく進行し、ドライブ、オー
ディオ回路、音源およびスピーカなどの搭載が一般的になってきている。このようなコン
ピュータでは、電源投入後の、例えば、音楽ＣＤ（Compact Disc）プレーヤなどの音楽再
生機構が立ち上がるまでに多くの時間を要する。そこで、コンピュータ本体用の電源とは
別に、コンピュータを音楽再生機構としてのみ起動させるスイッチを設けて、立ち上がり
までの時間を短縮する方法がある（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平９－１０１８４８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、コンピュータと携帯電話とを１つのシステムで実現する場合、コンピュータ
および携帯電話に関する画面を表示させる表示チップ（グラフィック）を、コンピュータ
側にのみ設ける構成が考えられる。しかし、このような構成によりコンピュータと携帯電
話の２つの機能が１つの小型端末で実現される場合には、次のような問題点があった。
【０００５】
　携帯電話のみに電源を投入すると、外部から着信があった場合、携帯電話のみでは、コ
ンピュータ側に表示チップがあるために画面を表示できず、例えば、着信があった電話番
号などを確認できないなどの問題点があった。
【０００６】
　また、携帯電話のみに電源を投入して、外部から着信があった場合、急いでコンピュー
タに電源を投入しても、ＯＳが立ち上がるまでに時間がかかるという問題点があった。
　一方、着信に備えて、携帯電話およびコンピュータの両方に電源を投入しておくと、特
にコンピュータの消費電力は大きいために、バッテリの減少が早まるという問題点があっ
た。
【０００７】
　本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、バッテリの消耗をできる限り抑え
て携帯電話機能を利用できる情報処理装置および情報処理装置の制御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】
【０００８】
　上記目的を達成するために、画像を表示する表示部を有する第１の情報処理部と、前記
第１の情報処理部と互いに並列に動作可能であり、外部機器との間でデータを送受信する
無線通信部を有する第２の情報処理部とを一体に備える情報処理装置が提供される。
【０００９】
　この情報処理装置において、前記第１の情報処理部は、前記無線通信部を通じた通話処
理を制御する第１の通話制御部と、前記第１の通話制御部を含む前記第１の情報処理部内
の制御部からの要求に応じて、前記表示部に画像を表示させる第１の表示要求部と、前記
第２の情報処理部は、前記無線通信部を通じた通話処理を制御する第２の通話制御部と、
前記第２の通話制御部を含む前記第２の情報処理部内の制御部からの要求に応じて、前記
表示部に画像を表示させる第２の表示要求部と、を有し、さらに、前記第１の情報処理部
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または前記第２の情報処理部のいずれか一方をマスター状態とするように制御する状態制
御部を有し、前記状態制御部により前記第１の情報処理部がマスター状態とされた場合に
は、前記第１の通話制御部、前記第１の表示要求部および前記表示部が起動するとともに
、前記第２の情報処理部が前記無線通信部のみ起動したスレーブ状態となり、前記状態制
御部により前記第２の情報処理部がマスター状態とされた場合には、前記第２の表示要求
部、前記第２の通話制御部および前記無線通信部が起動するとともに、前記第１の情報処
理部が前記表示部のみ起動したスレーブ状態となる。
【００１０】
　このような情報処理装置によれば、状態制御部によって、第１の情報処理部がマスター
状態となって、第１の通話制御部、第１の表示要求部および表示部が起動するとともに、
第２の情報処理部が無線通信部のみ起動したスレーブ状態となる。さらに、第２の情報処
理部がマスター状態となって、第２の表示要求部、第２の通話制御部および無線通信部が
起動するとともに、第１の情報処理部が表示部のみ起動したスレーブ状態となる。
【発明の効果】
【００１１】
　上記情報処理装置により、消費電力を抑制しながらも、画像を利用しながら、通話を行
うことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。但し、本発明の技
術的範囲はこれらの実施の形態に限定されるものではない。
　まず、実施の形態に概要について説明する。
【００１３】
　図１は、実施の形態の概要を説明する概念図である。
　図１に示した情報処理装置１０は、表示部１１ａを備える情報処理部１１と、情報処理
部１１と互いに並列に動作可能であって、無線通信部１２ａを備える情報処理部１２と、
状態制御部１３ａとを有する。なお、情報処理部１１，１２は、例えば、それぞれ個別の
ＣＰＵによる制御の下で、各種のアプリケーションプログラムが実行され、また、内部回
路が動作する。
【００１４】
　情報処理部１１は、表示部１１ａに加えて、表示要求部１１ｂと、通話制御部１１ｃと
をさらに有する。
　表示部１１ａは、情報処理部１１，１２がそれぞれ有する表示要求部１１ｂ，１２ｂか
らの命令に従って画像を表示させる。表示部１１ａとしては、例えば、液晶モニタが用い
られる。
【００１５】
　表示要求部１１ｂは、情報処理部１１が備える制御部（図示を省略）からの要求に応じ
て、表示部１１ａに画像を表示させる。
　通話制御部１１ｃは、情報処理部１１が備える制御部の一部であり、通話用アプリケー
ションが実行されることで実現され、情報処理部１２が備える無線通信部１２ａを通じた
通話処理を制御する。さらに、通話制御部１１ｃは、表示要求部１１ｂに画像の表示要求
を行う。
【００１６】
　なお、前述のように、情報処理部１１では例えば、ＣＰＵによる各種のアプリケーショ
ンプログラムを実行することで、それぞれのプログラムに応じた制御機能が実現される。
そして、表示要求部１１ｂは、このような制御機能の一つとして、通話制御部１１ｃから
の表示要求を受けるが、情報処理部１１内の他の制御機能からの表示要求に応じて、表示
部１１ａに対して画像を表示させることが可能でもよい。
【００１７】
　情報処理部１２は、無線通信部１２ａに加えて、表示要求部１２ｂと、通話制御部１２
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ｃと、をさらに有する。
　無線通信部１２ａは、例えば、基地局と無線通信することで、外部の情報処理機器との
間でデータの送受信を行うことが可能である。
【００１８】
　表示要求部１２ｂは、情報処理部１２が備える制御部（図示を省略）からの要求に応じ
て、表示部１１ａに画像を表示させる。
　通話制御部１２ｃは、情報処理部１２が備える制御部の一部であり、通話用アプリケー
ションが実行されることで実現され、無線通信部１２ａを通じた通話処理を制御する。さ
らに、通話制御部１２ｃは、表示要求部１２ｂに画像の表示要求を行う。
【００１９】
　なお、情報処理部１１の場合と同様に、情報処理部１２では、例えば、ＣＰＵによる各
種のアプリケーションプログラムを実行することで、それぞれのプログラムに応じた制御
機能が実現される。そして、表示要求部１２ｂは、このような制御機能の一つとして、通
話制御部１２ｃからの表示要求を受けるが、情報処理部１２内の他の制御機能からの表示
要求に応じて、表示部１１ａに対して画像を表示させることが可能でもよい。
【００２０】
　状態制御部１３ａは、情報処理部１１，１２にアクセス可能であって、情報処理部１１
，１２のいずれか一方をマスター状態とするように制御する。具体的には、状態制御部１
３ａは以下のような制御を行う。
【００２１】
　まず、情報処理部１１をマスター状態とした場合について説明する。状態制御部１３ａ
によって、情報処理部１１をマスター状態とするように制御されると、表示部１１ａ、表
示要求部１１ｂおよび通話制御部１１ｃが起動する。同時に、情報処理部１２は、無線通
信部１２ａのみが起動したスレーブ状態となる。
【００２２】
　一方、情報処理部１２をマスター状態とした場合について説明する。状態制御部１３ａ
によって、情報処理部１２をマスター状態とするように制御されると、無線通信部１２ａ
、表示要求部１２ｂおよび通話制御部１２ｃが起動する。同時に、情報処理部１１は、表
示部１１ａのみが起動したスレーブ状態となる。
【００２３】
　このような情報処理装置１０では、状態制御部１３ａによって、画像の表示に関する表
示部１１ａと、通話に関する無線通信部１２ａとが常に起動状態となるように、情報処理
部１１，１２が制御される。これにより、一方の情報処理部がマスター状態となった場合
でも、他方の情報処理部では、表示や無線通信などのための必要最小限の機能のみが動作
するようになる。このため、ユーザは、常に表示部１１ａに表示される画像を見ながら、
通話に関する操作を行うことができ、なおかつ、装置全体の消費電力が抑制される。
【００２４】
　このような制御の適用例として、無線通信部１２ａに着信があった場合のマスター／ス
レーブの状態制御について説明する。
　まず、情報処理部１１，１２がともに起動状態である場合について説明する。無線通信
部１２ａにおいて外部からの着信が検知されると、状態制御部１３ａにより、情報処理部
１１はマスター状態に制御され、情報処理部１２はスレーブ状態に制御される。したがっ
て、情報処理部１１にて、表示部１１ａを利用しながら、無線通信部１２ａを介して通話
機能が実現される。
【００２５】
　一方、情報処理部１２のみが起動状態である場合について説明する。無線通信部１２ａ
において外部からの着信が検知されると、状態制御部１３ａにより、情報処理部１２はマ
スター状態に制御されて、状態制御部１３ａにより、情報処理部１１はスレーブ状態に制
御される。したがって、情報処理部１２にて、情報処理部１１の表示部１１ａを利用しな
がら、無線通信部１２ａを介して通話機能が実現される。
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【００２６】
　このような制御により、無線通信部１２ａが外部からデータを受信した時の情報処理部
１１，１２の起動状況に応じて、状態制御部１３ａの制御により、画像を利用しながら、
通話を行うことが可能となる。このため、情報処理装置１０のバッテリの消耗を抑え、バ
ッテリの駆動時間を延ばすことができる。
【００２７】
　次に、上記概要を踏まえた実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、以
下の実施の形態では、情報処理装置の１例として携帯型情報処理装置の場合を例に挙げて
説明する。
【００２８】
　図２は、実施の形態に係る携帯型情報処理装置のハードウェア構成を示す図である。
　携帯型情報処理装置１００は、コンピュータ装置１１０と携帯電話装置１２０との２つ
の情報処理装置を並列に実行可能な携帯型装置である。コンピュータ装置１１０と携帯電
話装置１２０とは、バス１０５を介して、入力部１０１、電源部１０２、入出力切換部１
０３および状態管理部１３０に対して共通に接続されている。
【００２９】
　入力部１０１は、コンピュータ装置１１０並びに携帯電話装置１２０への入力を行う。
入力部１０１としては、例えば、キーボード並びにポインティングデバイスが用いられる
。
【００３０】
　電源部１０２は、バッテリ（図示せず）と接続されており、携帯型情報処理装置１００
の各部への電力供給を行う。
　入出力切換部１０３は、コンピュータ装置１１０と携帯電話装置１２０との操作対象を
切り換える。この切り換えによって、入力部１０１からの入力先を切り換えることができ
る。利用者は、例えば、携帯型情報処理装置１００に設けられた切換スイッチ（図示せず
）を操作することにより、入出力切換部１０３に対して、この切り換え動作の実行を指示
することができる。
【００３１】
　状態管理部１３０は、携帯電話装置１２０の外部からのデータの受信およびコンピュー
タ装置１１０の電源状態を監視している。状態管理部１３０は、携帯電話装置１２０のデ
ータの受信を検知すると、その時のコンピュータ装置１１０の電源状態によって、コンピ
ュータ装置１１０および携帯電話装置１２０のいずれか一方がマスター状態になるように
制御する。
【００３２】
　また、以上の入力部１０１、電源部１０２、入出力切換部１０３および状態管理部１３
０は、２つの情報処理装置、すなわちコンピュータ装置１１０および携帯電話装置１２０
のそれぞれによって共用される構成となっている。また、コンピュータ装置１１０と携帯
電話装置１２０との間でも、バス１０５を通じたデータの送受信が可能となっている。し
かし、各部の共用のため、あるいはコンピュータ装置１１０と携帯電話装置１２０との間
の情報転送のために、他の構成が採用されてもよい。
【００３３】
　例えば、コンピュータ装置１１０と携帯電話装置１２０との間で情報を受け渡すために
、入力部１０１などと接続するバス１０５とは別のバスが設けられてもよい。この場合、
例えば上記のようにコンピュータ装置１１０でも携帯電話の処理機能を実現可能とされて
いれば、このバスを介して、発信や着信、電子メールの送受信などを制御するためのコマ
ンドが携帯電話装置１２０との間で送受信されてもよい。
【００３４】
　次に、コンピュータ装置１１０および携帯電話装置１２０のハードウェア構成について
引き続き図２を参照しながら説明する。
　コンピュータ装置１１０は、ＣＰＵ１１１によって統括的に制御されている。ＣＰＵ１
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１１には、バス１１５を介してＲＡＭ１１２、フラッシュメモリ１１３および表示部１１
４が接続されている。
【００３５】
　ＲＡＭ１１２には、ＣＰＵ１１１に実行させるＯＳやプログラムの少なくとも一部が一
時的に格納される。また、ＲＡＭ１１２には、ＣＰＵ１１１による処理に必要な各種デー
タが格納される。
【００３６】
　フラッシュメモリ１１３には、コンピュータ装置１１０上のＯＳやアプリケーションの
プログラムが格納される。また、フラッシュメモリ１１３には、ＣＰＵ１１１による処理
に必要な各種データが格納される。
【００３７】
　表示部１１４は、コンピュータ装置１１０のＣＰＵ１１１からの命令に従って画像を表
示させるモニタである。さらに、携帯電話装置１２０のＣＰＵ１２１からの命令に従って
バス１２５，１０５，１１５を介して画像を表示させる。表示部１１４としては、例えば
、液晶モニタが用いられる。
【００３８】
　このコンピュータ装置１１０は、外部のバス１０５を介して、状態管理部１３０からの
制御信号を受信したり、あるいは、携帯電話装置１２０との間でデータを送受信すること
ができるようになっている。なお、図２では例として、コンピュータ装置１１０の内部の
各ブロックが、バス１１５を介して接続された構成としている。しかし実際には、例えば
、ＣＰＵ１１１およびＲＡＭ１１２と、フラッシュメモリ１１３と、表示部１１４とが、
チップセットを介して接続された構成とされてもよい。この場合、外部のバス１０５も、
チップセットを介してＣＰＵ１１１に接続されてもよい。
【００３９】
　携帯電話装置１２０は、ＣＰＵ１２１によって統括的に制御されている。ＣＰＵ１２１
には、バス１２５を介してＲＡＭ１２２、フラッシュメモリ１２３および無線通信モジュ
ール１２４が接続されている。また、無線通信モジュール１２４には、アンテナ１２６が
接続されている。
【００４０】
　ＲＡＭ１２２には、ＣＰＵ１２１に実行させるＯＳやプログラムの少なくとも一部が一
時的に格納される。また、ＲＡＭ１２２には、ＣＰＵ１２１による処理に必要な各種デー
タが格納される。
【００４１】
　フラッシュメモリ１２３には、携帯電話装置１２０上のＯＳやアプリケーションのプロ
グラムが格納される。また、フラッシュメモリ１２３には、ＣＰＵ１２１による処理に必
要な各種データが格納される。
【００４２】
　無線通信モジュール１２４は、無線通信のためのＲＦ（Radio Frequency）回路や、送
受信信号の変復調回路などを備える。携帯電話装置１２０は、無線通信モジュール１２４
およびアンテナ１２６を介して基地局と無線通信することで、他の携帯電話などの情報処
理機器との間でデータの送受信や音声通話を行うことが可能になる。
【００４３】
　以上の構成を有する携帯型情報処理装置１００において、コンピュータ装置１１０は、
例えば、フラッシュメモリ１１３に記憶された種々のアプリケーションプログラムがＣＰ
Ｕ１１１により実行されることで動作する、汎用的な情報処理装置である。これに対して
、携帯電話装置１２０は、例えば、主として携帯電話機能を実現するための処理に特化し
た情報処理装置である。このような構成上の違いがある場合、携帯電話装置１２０と比較
して、コンピュータ装置１１０の方が、起動処理に要する時間は長くなり、また、動作時
の消費電力も大きくなる。ただし、以下で説明するように、コンピュータ装置１１０をス
レーブ状態で起動する場合には、通常の起動時（マスター状態での起動時）よりも短時間
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で起動させることができ、起動後の消費電力を抑制できる。
【００４４】
　次に、携帯型情報処理装置１００の機能構成について説明する。
　図３は、実施の形態に係る携帯型情報処理装置の機能を説明するためのブロック図であ
る。
【００４５】
　図２で示したようなハードウェア構成を有する携帯型情報処理装置１００は、コンピュ
ータ装置１１０、携帯電話装置１２０および状態管理部１３０を含んでいる。
　コンピュータ装置１１０は、表示部１１４に加えて、表示制御部１１０ｂおよび通話制
御部１１０ｃを備えている。
【００４６】
　表示部１１４は、コンピュータ装置１１０および携帯電話装置１２０からの命令に従っ
て画像を表示させるモニタである。
　表示制御部１１０ｂは、コンピュータ装置１１０および携帯電話装置１２０がそれぞれ
備える制御部（通話制御部１１０ｃ，１２０ｃなど）からの要求に応じて、表示部１１４
に画像を表示させる。この表示制御部１１０ｂは、例えば、表示部１１４を制御するため
のドライバなどのプログラムがＣＰＵ１１１により実行されることで実現される。
【００４７】
　表示制御部１１０ｂには、例えば、コンピュータ装置１１０または携帯電話装置１２０
において各種のアプリケーションプログラムが実行された際に、コンピュータ装置１１０
のＣＰＵ１１１または携帯電話装置１２０のＣＰＵ１２１から、表示すべき画像の情報の
入力を受ける。そして、その画像情報に基づく画像を表示部１１４に表示させる。
【００４８】
　通話制御部１１０ｃは、コンピュータ装置１１０がアプリケーションプログラムを実行
することで実現される制御部の一部であって、通話用アプリケーションがＣＰＵ１１１に
より実行されることで通話機能を実現する。
【００４９】
　具体的には、通話制御部１１０ｃは、携帯電話装置１２０が備える通信制御部１２０ｂ
に対して、無線通信モジュール１２４を通じた通話のための通信処理の実行を要求する。
そして、通話相手に対する音声データを、無線通信モジュール１２４を通じて送信させる
とともに、無線通信モジュール１２４により受信された音声データを受け取る。また、送
受信する音声データのエンコード／デコード処理なども実行する。さらに、このような通
話処理中に、必要に応じて、表示制御部１１０ｂに画像の表示要求を行う。
【００５０】
　携帯電話装置１２０は、コンピュータ装置１１０と並列に動作することができ、携帯電
話機能を実現する。また、携帯電話装置１２０は、通信制御部１２０ｂおよび通話制御部
１２０ｃを備えている。なお、携帯電話装置１２０の、無線通信モジュール１２４、通信
制御部１２０ｂおよび通話制御部１２０ｃの機能は、ＣＰＵ１２１によって所定のプログ
ラムが実行されることで実現される。
【００５１】
　通信制御部１２０ｂは、通話制御部１１０ｃ，１２０ｃからの要求に応じて、無線通信
モジュール１２４に通信処理を実行させる。この通信制御部１２０ｂは、例えば、無線通
信モジュール１２４を制御するためのドライバなどのプログラムがＣＰＵ１２１により実
行されることで実現される。
【００５２】
　通話制御部１２０ｃは、携帯電話装置１２０がアプリケーションプログラムを実行する
ことで実現される制御部の一部であって、通話用アプリケーションがＣＰＵ１２１により
実行されることで通話機能を実現する。
【００５３】
　具体的には、通話制御部１２０ｃは、通信制御部１２０ｂに対して、無線通信モジュー
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ル１２４を通じた通話のための通信処理の実行を要求する。そして通話相手に対する音声
データを、無線通信モジュール１２４を通じで送信させるとともに、無線通信モジュール
１２４により受信された音声データを受け取る。また、送受信する音声データのエンコー
ド／デコード処理なども実行する。さらに、このような通話処理中に、必要に応じて、表
示制御部１１０ｂに画像の表示要求を行う。
【００５４】
　状態管理部１３０は、コンピュータ装置１１０および携帯電話装置１２０にそれぞれア
クセスすることができる。そして、状態管理部１３０は、状態制御部１３０ａおよび状態
監視部１３０ｂを備え、各構成要素を通じて状態管理部１３０の機能が実現される。
【００５５】
　状態制御部１３０ａは、コンピュータ装置１１０の電源状態などに応じて、コンピュー
タ装置１１０および携帯電話装置１２０のいずれか一方をマスター状態とするように制御
する。コンピュータ装置１１０がマスター状態とされた場合には、表示部１１４、表示制
御部１１０ｂおよび通話制御部１１０ｃが起動する。同時に、携帯電話装置１２０を、無
線通信モジュール１２４および通信制御部１２０ｂのみ起動したスレーブ状態とする。一
方、携帯電話装置１２０がマスター状態とされた場合には、無線通信モジュール１２４、
通信制御部１２０ｂおよび通話制御部１２０ｃが起動する。同時に、コンピュータ装置１
１０を表示部１１４および表示制御部１１０ｂのみ起動したスレーブ状態とする。
【００５６】
　状態監視部１３０ｂは、無線通信モジュール１２４における外部からの通話の着信を検
知すると、コンピュータ装置１１０および携帯電話装置１２０の現在の電源状態を、状態
制御部１３０ａへ通知する。また、状態監視部１３０ｂは、コンピュータ装置１１０を起
動させるために設けられた電源スイッチ１０２ａへの入力操作を検知することができる。
【００５７】
　次に、このような構成要素を含む携帯型情報処理装置１００の具体的な動作について図
面を参照しながら説明する。なお、以下の処理例では、携帯電話装置１２０はあらかじめ
起動されており、無線通信モジュール１２４によりデータの送受信を自由に行うこととす
る。
【００５８】
　＜処理例１＞
　＜処理例１＞では、無線通信モジュール１２４に通話の着信があった場合に、コンピュ
ータ装置１１０の電源状態に従って、状態制御部１３０ａにより、コンピュータ装置１１
０および携帯電話装置１２０のいずれか一方がマスター状態となるように制御される場合
を例にあげて説明する。
【００５９】
　図４は、実施の形態に係る携帯型情報処理装置のコンピュータ装置が起動状態の場合の
シーケンス図、図５は、実施の形態に係る携帯型情報処理装置のコンピュータ装置が停止
状態の場合のシーケンス図である。
【００６０】
　携帯電話装置１２０の無線通信モジュール１２４が外部からの通話の着信を検出した時
、状態制御部１３０ａによるコンピュータ装置１１０および携帯電話装置１２０の状態の
制御について図４および図５にそれぞれ示している。
【００６１】
　まず、無線通信モジュール１２４が外部からデータを受信した時に、コンピュータ装置
１１０が起動状態であった場合について、図４のシーケンス図が示す処理をステップ番号
に沿って説明する。
【００６２】
　［ステップＳ１０１］携帯電話装置１２０において、無線通信モジュール１２４が通話
の着信を受ける。すると、状態監視部１３０ｂがその旨を検知する。なお、無線通信モジ
ュール１２４において着信が検出されたことは、例えば、無線通信モジュール１２４（ま
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たは通信制御部１２０ｂの機能）により状態管理部１３０に通知される。
【００６３】
　［ステップＳ１０２］状態管理部１３０に対して、無線通信モジュール１２４での通話
の着信が通知されると、状態監視部１３０ｂは、コンピュータ装置１１０の電源状態を確
認する。
【００６４】
　［ステップＳ１０３］コンピュータ装置１１０が起動している場合、コンピュータ装置
１１０は、その旨を状態監視部１３０ｂに通知する。なお、コンピュータ装置１１０が省
電力動作状態（スタンバイ）中であれば、その旨が状態監視部１３０ｂに通知される。
【００６５】
　［ステップＳ１０４］状態管理部１３０の状態制御部１３０ａに対して、コンピュータ
装置１１０が起動していることが通知されると、状態制御部１３０ａは、コンピュータ装
置１１０に対して、マスター状態で動作するように要求する。
【００６６】
　［ステップＳ１０５］状態管理部１３０の状態制御部１３０ａは、携帯電話装置１２０
に対して、スレーブ状態で動作するように要求する。なお、ステップＳ１０３でスタンバ
イ状態が通知された場合は、状態監視部１３０ｂによってコンピュータ装置１１０の起動
状態への復帰が検知された後、同様に、携帯電話装置１２０がスレーブ状態とされてもよ
い。
【００６７】
　［ステップＳ１０６］コンピュータ装置１１０において、通話制御部１１０ｃが、携帯
電話装置１２０が備える無線通信モジュール１２４を通じた通話処理を開始する。なお、
ステップＳ１０３において、コンピュータ装置１１０がスタンバイ状態であった場合には
、コンピュータ装置１１０が通常の起動状態に復帰した後、通話制御部１１０ｃによる通
話処理が開始される。また、通話制御部１１０ｃの制御により、表示部１１４に対して画
像が表示される。
【００６８】
　［ステップＳ１０７］携帯電話装置１２０は、スレーブ状態として動作を開始する。す
なわち、携帯電話装置１２０では、無線通信モジュール１２４および通信制御部１２０ｂ
のみが起動したままとなり、通話制御部１２０ｃを含む他の機能が停止される。
【００６９】
　［ステップＳ１０８］コンピュータ装置１１０において、通話制御部１１０ｃによる通
話処理が開始されると、コンピュータ装置１１０と携帯電話装置１２０との間で、データ
の送受信が行われるようになり、通話可能状態となる。このとき、コンピュータ装置１１
０の通話制御部１１０ｃからバス１０５を通じて送信される制御情報を、通信制御部１２
０ｂが受信し、通信制御部１２０ｂは、この制御情報に従って、無線通信モジュール１２
４での通信を制御して、通話のための無線通信を実行させる。また、通話制御部１１０ｃ
と通信制御部１２０ｂとの間では、通話のための音声データがバス１０５を通じて送受信
される。
【００７０】
　一方、無線通信モジュール１２４が外部からの通話の着信を検出した時に、コンピュー
タ装置１１０が停止状態であった場合について、図５のシーケンス図が示す処理をステッ
プ番号に沿って説明する。
【００７１】
　［ステップＳ２０１］携帯電話装置１２０において、無線通信モジュール１２４がデー
タを受信する。すると、状態監視部１３０ｂがその旨を検知する。
　［ステップＳ２０２］状態管理部１３０において、無線通信モジュール１２４のデータ
の受信が通知されると、状態監視部１３０ｂは、コンピュータ装置１１０の電源状態を確
認する。
【００７２】
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　［ステップＳ２０３］コンピュータ装置１１０において、コンピュータ装置１１０が停
止しており、その旨を状態監視部１３０ｂに通知する。
　［ステップＳ２０４］状態管理部１３０において、コンピュータ装置１１０の停止状態
が通知されると、状態制御部１３０ａは、コンピュータ装置１１０をスレーブ状態として
起動させる。これにより、コンピュータ装置１１０は表示部１１４および表示制御部１１
０ｂのみ起動してスレーブ状態となる。
【００７３】
　［ステップＳ２０５］状態管理部１３０において、状態制御部１３０ａは、携帯電話装
置１２０に対して、マスター状態で動作するように要求する。
　［ステップＳ２０６］コンピュータ装置１１０において、表示部１１４および表示制御
部１１０ｂが起動する。以後、携帯電話装置１２０からの要求によって表示部１１４が利
用できるようになる。なお、このとき、通話制御部１１０ｃを始めとする、アプリケーシ
ョンプログラムの実行により実現される制御部は起動しない。また、このスレーブ状態で
は、コンピュータ装置１１０のＣＰＵ１１１が、通常より低速のクロック信号に従って動
作するようにしてもよい。
【００７４】
　［ステップＳ２０７］携帯電話装置１２０において、通話制御部１２０ｃが、無線通信
モジュール１２４を通じて通話処理を開始する。そして、音声などによる通話を行うこと
ができる。
【００７５】
　［ステップＳ２０８］携帯電話装置１２０において、通話制御部１２０ｃが、必要に応
じて、コンピュータ装置１１０が備える表示制御部１１０ｂを通じて表示部１１４への画
像の表示を要求する。
【００７６】
　［ステップＳ２０９］コンピュータ装置１１０において、表示制御部１１０ｂは、画像
の表示要求を受けて、表示部１１４に対して画像を表示する。
　このような制御により、無線通信モジュール１２４が通話の着信を検知した時のコンピ
ュータ装置１１０および携帯電話装置１２０の起動状況に応じて、状態管理部１３０の制
御により、画像を利用しながら、通話を行うことが可能となる。このとき、携帯型情報処
理装置１００のバッテリの消耗を抑え、バッテリの駆動時間を延ばすことができる。また
、コンピュータ装置１１０が停止状態であっても、コンピュータ装置１１０が備える表示
部１１４などの表示機能のみを短時間で起動させて、携帯電話装置１２０側から利用でき
る。
【００７７】
　＜処理例２＞
　＜処理例１＞では、無線通信モジュール１２４の外部からの通話の着信を検知すること
で、状態管理部１３０が電源状態を確認して、状態の制御を行った。一方、＜処理例２＞
では、コンピュータ装置１１０に対する電源供給の電源スイッチ１２０ａの入力操作によ
って、状態の制御を行う場合を例にあげて説明する。
【００７８】
　図６は、実施の形態に係るコンピュータ装置の電源状態に対する状態管理部の処理を示
すフローチャートである。
　図６に示すフローチャートはコンピュータ装置１１０に対する電源スイッチ１０２ａ（
以下、検索）の入力操作に応じた、状態管理部１３０の処理を示している。以下、このフ
ローチャートを参照しながら説明する。
【００７９】
　［ステップＳ３０１］状態管理部１３０は、コンピュータ装置１１０に対する電源投入
のための電源スイッチ１０２ａに入力操作が行われたか否か判断する。入力操作が行われ
ればステップＳ３０２へ進められ、入力操作が行われなければ、再びステップＳ３０１の
処理が行われる。
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【００８０】
　［ステップＳ３０２］状態管理部１３０は、コンピュータ装置１１０が起動状態か否か
を判断する。コンピュータ装置１１０が起動状態であれば、ステップＳ３０３へ進められ
、停止状態であれば、ステップＳ３０５へ進められる。
【００８１】
　［ステップＳ３０３］状態管理部１３０の状態制御部１３０ａは、起動状態のコンピュ
ータ装置１１０をシャットダウンさせる。
　［ステップＳ３０４］状態管理部１３０の状態制御部１３０ａは、コンピュータ装置１
１０をシャットダウンさせると、携帯電話装置１２０をマスター状態となるように制御す
る。このため、携帯電話装置１２０は待ち受け状態を継続するため、コンピュータ装置１
１０が停止状態であっても、常に外部からの通話の着信に応じることができる。なお、こ
のステップＳ３０４では、携帯電話装置１２０をスレーブ状態のままとしてもよい。
【００８２】
　この後、再びステップＳ３０１へ進められ、状態管理部１３０により電源スイッチ１０
２ａに対する入力操作が監視される。
　［ステップＳ３０５］状態管理部１３０は、停止状態のコンピュータ装置１１０を起動
させる。
【００８３】
　［ステップＳ３０６］状態制御部１３０ａは、図４で示した、ステップＳ１０４，Ｓ１
０５と同様に、コンピュータ装置１１０に対してマスター状態で、携帯電話装置１２０に
対してスレーブ状態で動作するようにそれぞれ要求する。このとき、コンピュータ装置１
１０および携帯電話装置１２０では、図４で示した、ステップＳ１０６，Ｓ１０７と同様
の処理がそれぞれ実行されて、通話制御部１１０ｃが、携帯電話装置１２０が備える無線
通信モジュール１２４を通じた通話処理を開始する。したがって、コンピュータ装置１１
０において、通話制御部１１０ｃによる通話処理が開始されると、コンピュータ装置１１
０と携帯電話装置１２０との間で、データの送受信が行われるようになり、通話可能状態
となる。なお、ステップＳ３０６のブロック内では、携帯電話装置１２０を“携帯”とし
て、コンピュータ装置１１０を“ＰＣ”としてそれぞれ表記している。
【００８４】
　この後、ステップＳ３０１へ進められ、状態管理部１３０により電源スイッチ１０２ａ
に対する入力操作が監視される。
　このような制御により、無線通信モジュール１２４に外部から通話の着信があった時の
コンピュータ装置１１０および携帯電話装置１２０の起動状況に応じて、状態管理部１３
０の制御により、画像を利用しながら、通話を行うことが可能となる。
【００８５】
　上記については単に本発明の原理を示すものである。さらに、多数の変形、変更が当業
者にとって可能であり、本発明は上記に示し、説明した正確な構成および応用例に限定さ
れるものではなく、対応するすべての変形例および均等物は、添付の請求項およびその均
等物による本発明の範囲とみなされる。
【００８６】
　以上の実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
　（付記１）　画像を表示する表示部を有する第１の情報処理部と、前記第１の情報処理
部と互いに並列に動作可能であり、外部機器との間でデータを送受信する無線通信部を有
する第２の情報処理部とを一体に備える情報処理装置において、
　前記第１の情報処理部は、
　前記無線通信部を通じた通話処理を制御する第１の通話制御部と、
　前記第１の通話制御部を含む前記第１の情報処理部内の制御部からの要求に応じて、前
記表示部に画像を表示させる第１の表示要求部と、
　を有し、
　前記第２の情報処理部は、
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　前記無線通信部を通じた通話処理を制御する第２の通話制御部と、
　前記第２の通話制御部を含む前記第２の情報処理部内の制御部からの要求に応じて、前
記表示部に画像を表示させる第２の表示要求部と、
　を有し、
　さらに、前記第１の情報処理部または前記第２の情報処理部のいずれか一方をマスター
状態とするように制御する状態制御部を有し、
　前記状態制御部により前記第１の情報処理部がマスター状態とされた場合には、前記第
１の通話制御部、前記第１の表示要求部および前記表示部が起動するとともに、前記第２
の情報処理部が前記無線通信部のみ起動したスレーブ状態となり、
　前記状態制御部により前記第２の情報処理部がマスター状態とされた場合には、前記第
２の表示要求部、前記第２の通話制御部および前記無線通信部が起動するとともに、前記
第１の情報処理部が前記表示部のみ起動したスレーブ状態となる、
　ことを特徴とする情報処理装置。
【００８７】
　（付記２）　前記第１の情報処理部および前記第２の情報処理部のそれぞれの電源状態
を監視する状態監視部をさらに有し、
　前記状態制御部は、前記無線通信部に対する外部からの通話の着信を検出したときに、
前記状態監視部による監視結果に基づき、
　前記第１の情報処理部が起動状態の場合には、前記第１の情報処理部をマスター状態と
するとともに、前記第２の情報処理部をスレーブ状態とし、
　前記第１の情報処理部が停止状態の場合には、前記第２の情報処理部をマスター状態と
するとともに、前記第１の情報処理部をスレーブ状態で起動させる、
　ことを特徴とする付記１記載の情報処理装置。
【００８８】
　（付記３）　前記状態制御部は、前記状態監視部による監視結果に基づき、前記第１の
情報処理部が省電力動作状態である場合には、前記第１の情報処理部が起動状態に復帰し
た後に、前記第１の情報処理部をマスター状態とするとともに、前記第２の情報処理部を
スレーブ状態とすることを特徴とする付記１記載の情報処理装置。
【００８９】
　（付記４）　前記第１の情報処理部に対して電源供給を行う電源部をさらに有し、
　前記状態制御部は、
　前記第１の情報処理部への前記電源供給が停止されているときに、前記第１の情報処理
部を起動させるための電源スイッチへの入力操作を検出すると、前記第１の情報処理部へ
の前記電源供給を開始させて前記第１の情報処理部をマスター状態とするとともに、前記
第２の情報処理部をスレーブ状態とし、
　前記第１の情報処理部が起動状態のときに、前記電源スイッチへの入力操作を検出する
と、前記第２の情報処理部をマスター状態とするとともに、前記第１の情報処理部への前
記電源供給を停止させる、
　ことを特徴とする付記１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【００９０】
　（付記５）　画像を表示する表示部を有する第１の情報処理部と、前記第１の情報処理
部と互いに並列に動作可能であり、外部機器との間でデータを送受信する無線通信部を有
する第２の情報処理部とを一体に備える情報処理装置の制御方法において、
　状態制御部により前記第１の情報処理部をマスター状態とするように指示されると、前
記第１の情報処理部が備える第１の通話制御部、第１の表示要求部および前記表示部が起
動するとともに、前記第２の情報処理部が前記無線通信部のみ起動したスレーブ状態とな
って、前記第１の通話制御部の制御により前記無線通信部を通じた通話処理が制御され、
前記第１の通話制御部を含む前記第１の情報処理部内の制御部からの要求に応じて前記表
示部に画像が表示され、
　前記状態制御部により前記第２の情報処理部をマスター状態とするように指示されると
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、前記第２の情報処理部が備える第２の表示要求部、第２の通話制御部および前記無線通
信部が起動するとともに、前記第１の情報処理部が前記表示部のみ起動したスレーブ状態
となって、前記第２の通話制御部の制御により前記無線通信部を通じた通話処理が制御さ
れ、前記第２の通話制御部を含む前記第２の情報処理部内の制御部からの要求に応じて前
記表示部に画像が表示される、
　ことを特徴とする情報処理装置の制御方法。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】実施の形態の概要を説明する概念図である。
【図２】実施の形態に係る携帯型情報処理装置のハードウェア構成を示す図である。
【図３】実施の形態に係る携帯型情報処理装置の機能を説明するためのブロック図である
。
【図４】実施の形態に係る携帯型情報処理装置のコンピュータ装置が起動状態の場合のシ
ーケンス図である。
【図５】実施の形態に係る携帯型情報処理装置のコンピュータ装置が停止状態の場合のシ
ーケンス図である。
【図６】実施の形態に係るコンピュータ装置の電源状態に対する状態管理部の処理を示す
フローチャートである。
【符号の説明】
【００９２】
　１０　情報処理装置
　１１，１２　情報処理装置
　１１ａ　表示部
　１１ｂ，１２ｂ　表示要求部
　１１ｃ，１２ｃ　通話制御部
　１２ａ　無線通信部
　１３ａ　状態制御部
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