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(57)【要約】
【課題】利便性を向上したマルチ・ユース・モードの電
子機器を提供する。
【解決手段】
　ノートＰＣ１００は、ヒンジ機構を０度から３６０度
までの間の所定の開閉角度にして、使用モードを変更す
ることができる。使用モードには、クローズ・モード、
ラップトップ・モード、テント・モード、スタンド・モ
ード、ブック・モードおよびタブレット・モードを含む
。ノートＰＣ１００は、ディスプレイ１０１とシステム
筐体１０５の開閉角度θを検出する角度センサと、開閉
角度の範囲に設定した複数の角度レンジと、角度レンジ
に関連づけた使用モードの識別子とデバイスを制御する
ための制御データを含む制御テーブルを備える。ノート
ＰＣ１００は、開閉角度と制御テーブルに基づいてデバ
イスの動作を制御する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体の回動により複数の使用モードで利用することが可能な電子機器であって、
　ディスプレイを実装するディスプレイ筐体と、
　前記ディスプレイ筐体にヒンジ機構で結合したシステム筐体と、
　前記ディスプレイ筐体と前記システム筐体の開閉角度を検出する角度センサと、
　所定の前記開閉角度の範囲に設定した複数の角度レンジと各角度レンジに関連付けた前
記使用モードの識別子とデバイスを制御するための制御データを含む制御テーブルと、
　前記開閉角度と前記制御テーブルに基づいて認識したいずれかの前記使用モードに適応
するように前記デバイスの動作を制御する制御部と
を有する電子機器。
【請求項２】
　前記制御テーブルが、前記制御部を構成するプログラムから独立したデータ構造で、か
つ、前記プログラムから独立して書き換えが可能なように不揮発性メモリに記憶されてい
る請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記使用モードが前記ディスプレイを閉じたクローズ・モードと前記ディスプレイ筐体
と前記システム筐体の背面が対向するタブレット・モードを含み、前記ヒンジ機構が前記
クローズ・モードと前記タブレット・モードの間で前記ディスプレイ筐体を連続的に回動
させることが可能な請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記識別子がさらに前記ディスプレイ筐体の天地方向に関連付けられている請求項３に
記載の電子機器。
【請求項５】
　前記電子機器が前記ディスプレイ筐体および前記システム筐体またはいずれか一方の側
面に形成した通気口を通じて放熱をする放熱ファンを含み、前記制御テーブルが前記開閉
角度と前記電子機器の発熱量を関連付けた制御データを含む請求項３に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記電子機器がプロセッサを含み、前記制御テーブルが前記開閉角度と前記プロセッサ
のパフォーマンス・レベルを関連付けた制御データを含む請求項５に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記制御テーブルが所定の前記角度レンジと前記ディスプレイ筐体の回動方向に対して
関連付けた画面の表示または非表示を示す制御データを含む請求項３に記載の電子機器。
【請求項８】
　前記所定の角度レンジが前記クローズ・モードの角度レンジに隣接し、前記制御データ
は前記回動方向が閉方向のときは前記画面の非表示を示し前記回動方向が開方向のときは
前記画面の表示を示す請求項７に記載の電子機器。
【請求項９】
　前記制御テーブルが１８０度の前記開閉角度を含む所定の前記角度レンジと前記ディス
プレイ筐体の所定の回動方向に関連付けた画面の表示方向の反転を示す制御データを含む
請求項３に記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記使用モードが前記システム筐体に搭載するキーボードからの操作に適したラップト
ップ・モードを含み、前記制御テーブルが１８０度の前記開閉角度を含む所定の前記角度
レンジと前記ディスプレイ筐体の所定の回動方向に関連付けた画面の表示方向を前記ラッ
プトップ・モードでの表示方向に一致させる制御データを含む請求項３に記載の電子機器
。
【請求項１１】
　前記使用モードが前記ディスプレイ筐体と前記システム筐体を左右に開いた状態のブッ
ク・モードを含み、前記制御テーブルは前記ブック・モードでかつ第１の前記角度レンジ
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のときに画面の自動回転機能をディスエーブルに設定し、前記第１の角度レンジより前記
開閉角度が大きい第２の角度レンジのときに前記自動回転機能をイネーブルに設定する制
御データを含む請求項３に記載の電子機器。
【請求項１２】
　前記電子機器が前記ディスプレイ筐体の端部にアンテナと物体の接近を検出する近接セ
ンサを搭載し、前記使用モードが前記ディスプレイと前記システム筐体が搭載するキーボ
ードを上に向けて机上面にテント状に配置したテント・モードを含み、前記制御テーブル
が前記テント・モードのときに前記近接センサの出力で前記アンテナの出力を低下させる
ＳＡＲ対策機能をディスエーブルにする制御データを含む請求項３に記載の電子機器。
【請求項１３】
　前記電子機器が振動センサを搭載し、前記制御テーブルが前記タブレット・モードの間
に前記振動センサの出力から前記電子機器が移動中と判断したときに前記電子機器をスリ
ープ状態に遷移させる制御データを含む請求項３に記載の電子機器。
【請求項１４】
　筐体の回動により複数の使用モードで利用することが可能な電子機器であって、
　筐体から放熱する放熱ファンと、
　側面に前記放熱ファンが生成した空気流が通過する通気口を形成したシステム筐体と、
　前記システム筐体の端部にヒンジ機構で結合したディスプレイ筐体と、
　前記ディスプレイ筐体と前記システム筐体の開閉角度を検出する角度センサと、
　前記通気口に閉塞状態をもたらす所定の前記開閉角度を認識したときに、前記電子機器
の発熱量を低下させる制御部と
を有する電子機器。
【請求項１５】
　筐体の回動により複数の使用モードで利用することが可能な電子機器であって、
　システム筐体と、
　ディスプレイを搭載し前記システム筐体にヒンジ機構で結合してクローズ状態から開く
ことが可能なディスプレイ筐体と、
　前記ディスプレイ筐体と前記システム筐体の開閉角度を検出する角度センサと、
　前記ディスプレイ筐体が前記クローズ状態と所定の前記開閉角度の範囲にあるときに、
前記ディスプレイ筐体の回動方向に基づいて前記ディスプレイの画面を表示または非表示
に制御する制御部と
を有する電子機器。
【請求項１６】
　筐体の回動により複数の使用モードで利用することが可能な電子機器であって、
　ディスプレイを搭載するディスプレイ筐体と、
　前記ディスプレイ筐体にヒンジ機構で結合したシステム筐体と、
　前記ディスプレイ筐体と前記システム筐体の開閉角度を検出する角度センサと、
　前記ディスプレイ筐体の重力に対する向きを検出する方向センサと、
　前記角度センサの出力と前記方向センサの出力から前記ディスプレイ筐体と前記システ
ム筐体が左右に開かれた状態を認識したときに画面の自動回転機能をディスエーブルにす
る制御部と
を有する電子機器。
【請求項１７】
　筐体の回動により複数の使用モードで利用することが可能な電子機器であって、
　ディスプレイを搭載するディスプレイ筐体と、
　前記ディスプレイ筐体の端部に配置したアンテナと、
　前記アンテナに対する物体の接近を検出する近接センサと、
　前記ディスプレイ筐体にヒンジ機構で結合したシステム筐体と、
　前記ディスプレイ筐体と前記システム筐体の開閉角度を検出する角度センサと、
　前記ディスプレイ筐体の重力に対する向きを検出する方向センサと、
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　前記角度センサの出力と前記方向センサの出力から前記近接センサの出力により前記ア
ンテナの出力を自動的に低下させるＳＡＲ対策機能をディスエーブルにする制御部と
を有する電子機器。
【請求項１８】
　筐体の回動によりラップトップ・モードとタブレット・モードを含む複数の使用モード
で利用することが可能な電子機器であって、
　ディスプレイを搭載するディスプレイ筐体と、
　前記ディスプレイ筐体にヒンジ機構で結合したシステム筐体と、
　前記電子機器に生じた振動を検出する振動センサと、
　前記ディスプレイ筐体と前記システム筐体の開閉角度を検出する角度センサと、
　前記角度センサの出力から前記タブレット・モードを認識し、前記振動センサの出力か
ら前記電子機器が移動中であると認識したときに前記電子機器をスリープ状態に遷移させ
る制御部と
を有する電子機器。
【請求項１９】
　システム筐体とディスプレイを実装するディスプレイ筐体がヒンジ機構で結合され前記
ヒンジ機構を回動させて複数の使用モードで利用することが可能な電子機器が搭載するデ
バイスを前記電子機器が制御する方法であって、
　前記ディスプレイ筐体と前記システム筐体の開閉角度を検出するステップと、
　所定の前記開閉角度の範囲に設定した複数の角度レンジと各角度レンジに関連付けた前
記使用モードの識別子と前記デバイスを制御するための制御データを含む制御テーブルを
提供するステップと、
　前記開閉角度と前記制御テーブルに基づいて認識したいずれかの前記使用モードに適応
するように前記デバイスを制御するステップと
を有する方法。
【請求項２０】
　システム筐体とディスプレイを実装するディスプレイ筐体がヒンジ機構で結合され前記
ヒンジ機構を回動させて複数の使用モードで利用することが可能な電子機器に、
　前記ディスプレイ筐体と前記システム筐体の開閉角度を検出する機能と、
　所定の前記開閉角度の範囲に設定した複数の角度レンジと各角度レンジに関連付けた前
記使用モードの識別子とデバイスを制御するための制御データを含む制御テーブルを参照
する機能と、
　前記開閉角度と前記制御テーブルに基づいて認識したいずれかの前記使用モードに適応
するように前記デバイスを制御する機能と
を実現させるためのコンピュータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、筐体を回動させて複数の使用モードで利用することができる電子機器のデバ
イスを制御して利便性を向上する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ノートブック型パーソナル・コンピュータ（ノートＰＣ）やタブレット端末のような電
子機器は、それぞれ特徴的な用途に適している。機械式のキーボードを備えたノートＰＣ
は入力を伴う文章作成、画像編集、およびプログラミングなどに適している。他方で、タ
ッチスクリーンで操作するタブレット端末は軽量で可搬性にすぐれており、動画やＷｅｂ
サイトの閲覧、およびゲームなどに適している。近年、２つの特徴を１つの電子機器に組
み込んだ、いわゆる２－ｉｎ－１（ツーインワン）といわれる電子機器が登場している。
【０００３】
　一般的なツーインワンの電子機器は、キーボードとタッチスクリーンを備えており、ノ
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ートＰＣのように機械式のキーボードから入力するラップトップ・モードと、タブレット
端末のようにタッチスクリーンから入力するタブレット・モードを切り換える機構を備え
ている。典型的な切り換え機構には、ディスプレイ着脱式と、ディスプレイ回転式がある
。前者は、タブレット・モードで使用するときに、ディスプレイ筐体をシステム筐体から
取り外す。後者は、タブレット・モードで使用するときに筐体がタブレット状態になるよ
うに回転させる。
【０００４】
　特許文献１は、平板状の筐体の表面と裏面に表示装置を設けた携帯型画像表示装置にお
いて、筐体の姿勢の変化に応じてユーザに向けられる表示装置に表示する画像を変化させ
る発明を開示する。同文献は、加速度センサ、ジャイロ・センサなどで筐体の姿勢の変化
を検出することを記載している。特許文献２は、各々が表示部を備える２つの筐体をヒン
ジで結合した端末装置において、筐体の状態に応じて画面を変更する発明を開示する。同
文献は、加速度センサで筐体の姿勢を検知し、ロータリタイプのスイッチで回転するヒン
ジの見開き角度を検出することを記載している。
【０００５】
　特許文献３は、ユーザが保持する筐体の姿勢に応じて画面の表示方向を変更する携帯式
電子機器を開示する。同文献は、加速度センサで筐体の姿勢を検出することを記載してい
る。特許文献４は、人体にアンテナが接近することによるＳＡＲ（Specific Absorption 
Rate）を低減するために、筐体の姿勢に応じて筐体の辺に設けたアンテナの動作を制御す
る携帯式コンピュータを開示する。同文献は、加速度センサで筐体を保持する人体に接近
している筐体の辺を検出することを記載している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－０２６０６４号公報
【特許文献２】特開２０１１－２３２８４３号公報
【特許文献３】特開２００８－１３９７１１号公報
【特許文献４】特開２００８－０９０３４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本願の出願人は、図１２に示すようなタブレット・モードとラップトップ・モードを含
む４つの使用モードで利用できるノートＰＣ１０を提供している。ノートＰＣ１０は、デ
ィスプレイ筐体１１とシステム筐体１５がヒンジ機構で結合している。ディスプレイ筐体
１１は、表面にタッチスクリーン１３を搭載し、システム筐体１５は表面にキーボード１
７を搭載する。
【０００８】
　ノートＰＣ１０はヒンジ機構を回動させて、ディスプレイ筐体１１とシステム筐体１５
の開閉角度θを変化させ、４つの使用モードのいずれかで使用することができる。図１２
（Ａ）は、ノートＰＣ１０を閉じた状態で開閉角度θは０度である。図１２（Ａ）では、
ディスプレイ１３とキーボード１７が対向するようにディスプレイ筐体１１が閉じており
、システム筐体１５の背面１５ａとディスプレイ筐体１１の背面１１ａが外側に面してい
る。図１２（Ａ）の状態をクローズ・モードという。図１２（Ｂ）は、開閉角度θ１が一
例として０度＜θ１≦１９０度の範囲にあるラップトップ・モードを示している。
【０００９】
　ラップトップ・モードは背面１５ａを机上に置いてキーボード１７から入力することが
できるため、文書入力や動画編集に便利な使用モードである。図１２（Ｃ１）は、開閉角
度θ２が一例として１９０度＜θ２≦３５０度の範囲にあるテント・モードまたはスタン
ド・モードを示している。テント・モードは、図１２（Ｃ２）に示すようにディスプレイ
筐体１１とシステム筐体１５をテント状にして机上面に置く使用モードである。テント・
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モードでは、ディスプレイ１３をユーザから見やすいように傾斜させることができるため
プレゼンテーションに便利である。
【００１０】
　スタンド・モードは、図１２（Ｃ３）に示すようにシステム筐体１５のキーボード１７
を机上面に接触させ、ディスプレイ１３がユーザを向くように置く使用モードである。ス
タンド・モードは、ディスプレイの前側にキーボード１７がないため、たとえばキーボー
ド１７から入力する必要がないビデオ会議のときに便利である。図１２（Ｄ１）は、開閉
角度θ３を一例として３６０としたタブレット・モードを示している。タブレット・モー
ドは、図１２（Ｄ２）のようにディスプレイ１３を顔に向けながら手で保持して使用でき
る使用モードで、Ｗｅｂサイトの閲覧やＳＮＳの利用に便利である。
【００１１】
　ノートＰＣ１０は、開閉角度θと机上面に対する姿勢から特定の使用モードを認識した
ときに、自動的に周辺デバイスが変更後の使用モードに適した状態になるように制御する
。現在は、画面の自動回転制御、左右のスピーカーのパンニング（panning）の変更、音
声通信に最適なマイクロフォン・ペアの選択、入力操作デバイスの制御などを行っている
。入力操作デバイスの制御では、テント・モード、スタンド・モードおよびタブレット・
モードのいずれかに移行したときに、自動的にキーボード１７をディスエーブルにすると
ともに、タッチスクリーン１３にソフトウェア・キーボードを表示する。
【００１２】
　ノートＰＣ１０は、使用モードの変化に適応するようにデバイスの動作を自動的に制御
することができるが、使用モードを十分に活用する上では、現在の制御方法は十分とはい
えない。たとえば、ディスプレイ筐体１１が特定の開閉角度になると、筐体内部の放熱を
する排気口が塞がれて放熱効率が低下し温度が上昇する。また、ユーザが開閉角度θを変
化させた場合には、これまでのシステムでは認識できない特別な利用の意図が存在する場
合がある。
【００１３】
　ノートＰＣ１０は、通常、クローズ・モードのときにスリープ状態に遷移する。たとえ
ば、クローズ・モードからディスプレイ筐体をわずかに開いた場合はユーザが画面を一時
的に確認したい場合であり、ラップトップ・モードから同じ開閉角度まで閉じたときは、
自動的にスリープ状態に遷移させないためであると想定できる。前者は画面を表示するこ
とが望ましく、後者はパワー・オン状態を維持しながら画面を消すことが望ましい。
【００１４】
　ラップトップ・モードから開閉角度が１８０度になるようにディスプレイ筐体を開いた
場合は、対面する相手に画面を見せたい場合が多いため画面を反転させることが便利で、
テント・モードまたはスタンド・モードから１８０度にしたときは、ラップトップ・モー
ドにしたほうが都合がよい。また、ディスプレイ筐体を本のように左右に開いた状態には
、ラップトップ・モードで使用していたユーザがわずかに筐体を閉じてノートＰＣ１０を
持ち運ぶ場合と、上下に長い画面を表示して本のように閲覧したい場合がある。前者のと
きに、画面の天地方向を自動的に変更する機能をイネーブルにしておくと、持ち運んでか
らラップトップ・モードで使用する際に画面の天地方向が変化して煩わしさを与える。
【００１５】
　ディスプレイ筐体１１の周辺部には、アンテナが放射する電磁波に対するＳＡＲ対策の
ための近接センサを設ける場合があるが、テント・モードのときは机上面の材質によって
近接センサが動作する。テント・モードでは、アンテナに人体が接近する可能性がないに
もかかわらず、アンテナの送信出力が低下する。タブレット・モードは、クローズ・モー
ドと同様に携帯に便利な姿勢である。しかし、タブレット・モードは、ノートＰＣがパワ
ー・オン状態であるため、持ち運んでいる間は使用していないにもかかわらず電力を消費
する。
【００１６】
　このように、複数の使用モードの利便性を一層向上させるには、開閉角度を変化させる
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ときのユーザの意図を推測して決めの細かい制御をする必要がある。さらに、個々のユー
ザの事情に基づいて、ユーザがデバイス制御の方法をカスタマイズできるようにしておく
ことが望ましい。そこで本発明の目的は、利便性を向上したマルチ・ユース・モードの電
子機器を提供することにある。さらに本発明の目的は、デバイス制御のカスタマイズが可
能な電子機器を提供することにある。さらに本発明の目的は、ユーザの操作意図を推測し
たデバイス制御が可能な電子機器を提供することにある。さらに本発明の目的は、開閉角
度に応じたきめの細かいデバイス制御が可能な電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は、筐体の回動により複数の使用モードで利用することが可能な電子機器を提供
する。電子機器は、ディスプレイを実装するディスプレイ筐体と、ディスプレイ筐体にヒ
ンジ機構で結合されたシステム筐体と、ディスプレイ筐体とシステム筐体の開閉角度を検
出する角度センサと、所定の開閉角度の範囲に設定した複数の角度レンジと各角度レンジ
に関連付けた使用モードの識別子とデバイスを制御するための制御データを含む制御テー
ブルと、開閉角度と制御テーブルに基づいて認識したいずれかの使用モードに適応するよ
うにデバイスの動作を制御する制御部とを有する。
【００１８】
　この構成によれば、制御テーブルが使用モードと角度レンジに関連するに制御データを
記述しているため、複数の使用モードのそれぞれに対して適応できるきめの細かいデバイ
スの制御をすることができる。制御テーブルは、制御部を構成するプログラムから独立し
たデータ構造で、かつ、独立して書き換えが可能なように不揮発性メモリに記憶すること
ができる。この構成によれば制御データを書き換えることで、使用モードに対するデバイ
スの制御をユーザごとにカスタマイズすることができる。
【００１９】
　使用モードが、ディスプレイを閉じたクローズ・モードとディスプレイ筐体とシステム
筐体の背面が対向するタブレット・モードを含み、ヒンジ機構がクローズ・モードとタブ
レット・モードの間でディスプレイ筐体を連続的に回動させることが可能な構成にするこ
とができる。その他の使用モードは、開閉角度がクローズ・モードとタブレット・モード
の間に定義することができる。このとき使用モードの識別子を、さらにディスプレイ筐体
の天地方向に関連付けることができる。
【００２０】
　電子機器がディスプレイ筐体およびシステム筐体またはいずれか一方の側面に形成した
通気口を通じて放熱をする放熱ファンを含み、制御テーブルが開閉角度と電子機器の発熱
量を関連付けた制御データを含むことができる。この構成により、制御部は検出した開閉
角度に応じて電子機器の発熱量を低減できるため、開閉角度の変動で側面の空気流が妨げ
られても温度上昇を防ぐことができる。通気口は、排気口および吸気口またはいずれか一
方とすることができる。
【００２１】
　電子機器がプロセッサを含む場合は、制御テーブルは開閉角度とプロセッサのパフォー
マンス・レベルを関連付けた制御データを含んでもよい。制御テーブルが所定の角度レン
ジとディスプレイ筐体の回動方向に対して関連付けた画面の表示または非表示を示す制御
データを含んでもよい。この構成により、所定の角度レンジと回動方向から、ユーザの操
作意図を推測して、ユーザの希望に添った画面の制御をすることができる。このときの所
定の角度レンジをクローズ・モードに隣接する角度レンジとし、制御データは、回動方向
が閉方向のときは画面の非表示を示し回動方向が開方向のときは画面の表示を示すように
することができる。
【００２２】
　制御テーブルは、１８０度の開閉角度を含む所定の角度レンジとディスプレイ筐体の所
定の回動方向に関連付けた画面の表示方向の反転を示す制御データを含んでもよい。この
とき制御部が認識した回動方向は開方向とすることができる。この構成によりラップトッ
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プ・モードで使用しているときに、ディスプレイ筐体を１８０度近辺まで回動させて対面
するユーザに画面を閲覧させることができる。
【００２３】
　使用モードがシステム筐体に搭載するキーボードからの操作に適したラップトップ・モ
ードを含み、制御テーブルが１８０度の開閉角度を含む所定の角度レンジとディスプレイ
筐体の所定の回動方向に関連付けた画面の表示方向をラップトップ・モードの表示方向に
一致させる制御データを含むことができる。このとき制御部が認識した回動方向は閉方向
とすることができる。開閉角度が１８０度の近辺では、重力の検出による画面の自動回転
制御とユーザの希望が合致しない場合があるが、この構成により、常にラップトップ・モ
ードにすることでユーザの希望に添った表示をすることができる。
【００２４】
　使用モードが、ディスプレイ筐体とシステム筐体を左右に開いた状態のブック・モード
を含み、制御テーブルが、ブック・モードでかつ第１の角度レンジのときに画面の自動回
転機能をディスエーブルに設定し、第１の角度レンジより開閉角度が大きい第２の角度レ
ンジのときに自動回転機能をイネーブルに設定する制御データを含むことができる。この
構成により、ブック・モードのときに、開閉角度の違いによりユーザの意図に添った画面
の制御をすることができる。
【００２５】
　電子機器がディスプレイ筐体の端部にアンテナと物体の接近を検出する近接センサを搭
載し、使用モードがディスプレイとシステム筐体が搭載するキーボードを上に向けて机上
面にテント状に配置したテント・モードを含み、制御テーブルがテント・モードのときに
近接センサの出力でアンテナの出力を低下させるＳＡＲ対策機能をディスエーブルにする
制御データを含むようにしてもよい。この構成により、ユーザがアンテナに接近する可能
性がない場合に、アンテナの出力を低下させないで、通信のスループットを維持すること
ができる。電子機器が振動センサを搭載し、制御テーブルがタブレット・モードの間に振
動センサの出力から電子機器が移動中と判断したときに電子機器をスリープ状態に遷移さ
せる制御データを含むことができる。この構成により、タブレット・モードで移動してい
る間の消費電力を低減することができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明により、利便性を向上したマルチ・ユース・モードの電子機器を提供することが
できた。さらに本発明の一態様により、デバイス制御のカスタマイズが可能な電子機器を
提供することができた。さらに本発明の一態様により、ユーザの操作意図を推測したデバ
イス制御が可能な電子機器を提供することができた。さらに本発明の一態様により、開閉
角度に応じたきめの細かいデバイス制御が可能な電子機器を提供することができた。
【００２７】
　さらに本発明の一態様により、いずれの使用モードでも適切なサーマル・マネジメント
をすることが可能な電子機器を提供することができた。さらに本発明の一態様により、画
面の表示／非表示および自動回転制御を適切に行うことが可能な電子機器を提供すること
ができた。さらに本発明の一態様により、アンテナのパフォーマンスを適切に制御するこ
とが可能な電子機器を提供することができた。さらに本発明の一態様により、スリープ制
御を適切に行うことが可能な電子機器を提供することができた。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】マルチ・ユース・モードを備えるノートＰＣ１００の外形を示す斜視図である。
【図２】ノートＰＣ１００の概略的な機能ブロック図である。
【図３】ノートＰＣ１００の使用モードを説明するための図である。
【図４】制御テーブル２０５の構成の一例を説明するための図である。
【図５】制御レジスタ２０７の構成の一例を説明するための図である。
【図６】使用モード制御の一部を構成するサーマル・マネジメントについて説明するため
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の図である。
【図７】排気口１２３が閉塞状態に陥る様子を説明するための図である。
【図８】角度レンジ１における画面の制御について説明するための図である。
【図９】角度レンジ４における画面の制御について説明するための図である。
【図１０】ブック・モードにおける画面の制御について説明するための図である。
【図１１】ノートＰＣ１００が使用モード制御をするときの動作手順を示すフローチャー
トである。
【図１２】従来の使用モード制御を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　［マルチ・ユース・モードのノートＰＣ］
　本発明は、マルチ・ユース・モードを備える電子機器に関する。ここにマルチ・ユース
・モードとは、ディスプレイ筐体の表面とシステム筐体の表面が形成する角度を複数の使
用モードで利用できる機能をいう。使用モードは、開閉角度と必要に応じて電子機器の天
地方向の向きで決まる。マルチ・ユース・モードを備える電子機器の一例には、ノートＰ
Ｃ、タブレット端末、またはスマートフォンなどを揚げることができる。図１は、マルチ
・ユース・モードを備えるノートＰＣ１００の外形を示す斜視図で、図２は、ノートＰＣ
１００の概略的な機能ブロック図である。
【００３０】
　ノートＰＣ１００は、ディスプレイ筐体１０１とシステム筐体１０５がヒンジ機構１２
１ａ、１２１ｂで結合している。ディスプレイ筐体１０１は、側面１０１ａ～１０１ｄと
背面１０１ｅを備えており、箱状に形成した内部には、表面からタッチ操作ができるよう
にタッチスクリーン１０３を搭載している。側面１０１ａに沿った縁枠の内部には、ＷＡ
Ｎ、ＬＡＮなどのアンテナ１２９ａ～１２９ｄ、人体の接近を検出する近接センサ１３３
、マイクロフォン・ペア１２５ａ、１２５ｂ、カメラ１２７などを搭載している。さらに
、背面１０１ｅの側面１０１ａに近い位置にマイクロフォン・ペア１２６ａ、１２６ｂを
搭載している。
【００３１】
　システム筐体１０５は、側面１０５ａ～１０５ｄと背面１０５ｅとを備えており、内部
には図２に示すようなＣＰＵ１５１、ＧＰＵ１５３、Ｉ／Ｏコントローラ１６３などのシ
ステム・デバイス、および放熱ファン１８３などを実装している。また、システム筐体１
０５の表面にはキーボード１０７、タッチパッド１０９およびスピーカー１３１ａ～１３
１ｄを搭載している。側面１０５ｃには放熱ファン１８３の排気口１２３を形成している
。
【００３２】
　図１では隠れているがディスプレイ筐体１０５の背面１０５ｅには、放熱ファン１８３
の吸気口を形成している。放熱ファン１８３の吸気口は、さらに側面１０５ａ～１０５ｄ
のいずれかに形成してもよい。放熱ファン１８３は、吸気口から取り入れた空気を排気口
１２３から放出することでシステム筐体１０５から放熱する。ディスプレイ筐体１０１の
表面とシステム筐体１０５の表面が形成する角度を開閉角度θという。ヒンジ機構１２１
ａ、１２１ｂは、開閉角度が０度から３６０度までの範囲でディスプレイ筐体１０１を回
動させることができるとともに、適度なトルクを付与して任意の開閉角度で筐体の姿勢を
維持することができる。
【００３３】
　図２において、Ｉ／Ｏコントローラ１６３には、ＣＰＵ１５１、ＧＰＵ１５３、マイク
ロフォン１２５ａ、１２５ｂ、１２６ａ、１２６ｂおよびスピーカー１３１ａ～１３１ｄ
を含むオーディオ・デバイス１５７、アンテナ１２９ａ～１２９ｄに接続される無線モジ
ュール１５９、ＨＤＤ１６１、およびエンベデッド・コントローラ（ＥＣ）１７１が接続
されている。ＣＰＵ１５１には、システム・メモリ１５５が接続され、ＧＰＵ１５３には
、タッチスクリーン１０３を構成するディスプレイが接続されている。タッチスクリーン
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１０３は一例において、ディスプレイと透明なタッチパネルを積層した構造を採用してい
るが、本発明においてタッチパネルの検出原理を限定する必要はない。
【００３４】
　ＣＰＵ１５１、ＧＰＵ１５３（以後、両者を総称するときはプロセッサという。）は、
ノートＰＣ１００が搭載するデバイスの中で最も消費電力が大きく発熱量も多い。一例に
おいてプロセッサは、スピード・ステップという技術およびスロットリングという技術に
対応している。本実施の形態では、これらの技術を、排気口１２３の空気抵抗が増加した
ときに、プロセッサの処理能力をステップ状に変化させて発熱量を調整するために利用す
る。
【００３５】
　以後、スピード・ステップおよびスロットリングまたはいずれか一方により変化するプ
ロセッサの処理能力の各ステージを、パフォーマンス・レベルということにする。パフォ
ーマンス・レベルが１００％のときは、処理能力が低下していない状態であり、特にこの
状態をプロセッサの通常状態ということにする。また、パフォーマンス・レベルを通常状
態よりも低下させることをパフォーマンス制御ということにする。
【００３６】
　プロセッサは、パフォーマンス・レベルが高いほど、かつ、使用率が高いほど発熱量が
多くなる。ＥＣ１７１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、およびプログラマブルなロジック回
路などで構成されたマイクロ・コンピュータで、ＣＰＵ１５１とは独立して動作して主と
してノートＰＣ１００の内部の動作環境を管理する。一例においてＥＣ１７１は、タッチ
パネル・コントローラおよびキーボード・コントローラを含む。
【００３７】
　ＥＣ１７１には、温度センサ１７３ａ～１７３ｅ、加速度センサ１７５ａ、１７５ｂ、
キーボード１０７およびタッチパッド１０９を含む入力デバイス１７７、ホール・センサ
１７９、タッチスクリーン１０３を構成するタッチパネル、放熱ファン駆動回路１８１、
近接センサ１３３、ＤＣ／ＤＣコンバータ１８９の信号線および電源ユニット１９１の信
号線が接続されている。
【００３８】
　温度センサ１７３ａ～１７３ｅは、図６に模式的に例示するようにシステム筐体１０５
の内部に配置され、主要なデバイスや筐体の温度を検出する。加速度センサ１７５ａ、１
７５ｂは、それぞれ３つの検出軸を備え、図１０（Ａ）に示すようにそれぞれディスプレ
イ筐体１０３とシステム筐体１０５に取り付けられている。加速度センサ１７５ａ、１７
５ｂにより、ディスプレイ筐体１０３とシステム筐体１０５の重力に対する方向を検出す
ることで、ＥＣ１７１は開閉角度θを計算することができる。加速度センサ１７５ａ、１
７５ｂは、角度を検出する一般的な角度センサの例示であり、ヒンジ機構１２１ａ、１２
１ｂの回転角度や筐体の開閉角度θを検出する他の角度センサを採用してもよい。
【００３９】
　ノートＰＣ１００をユーザが保持しながら移動しているときは、筐体に比較的高い周波
数の振動が発生し、また、そのときの振動振幅は不規則に大きく変化する。これに対して
、ノートＰＣ１００をユーザが手に保持して使用しているときは、移動中に比べて低い周
波数の振動が発生し、また、そのときの振動振幅は移動中に比べて小さい。ＥＣ１７１は
、加速度センサ１７５ａ、１７５ｂの少なくとも一方の出力から、振動パターンを分析し
てノートＰＣ１００が移動中であるか、ユーザが手に保持して使用しているか、あるいは
机上に置かれて静止しているかを識別することができる。
【００４０】
　ホール・センサ１７９は、後に説明するクローズ・モードおよびタブレット・モードに
対応する開閉角度θを検出する。放熱ファン駆動回路１８１には放熱ファン１８３が接続
されている。放熱ファン駆動回路１８１は、ＥＣ１７１の指示で放熱ファン１８３の回転
速度をＰＷＭ制御して、所定の回転速度にステップ状に変化させる。近接センサ１３３は
人体の接近を検出する。ＤＣ／ＤＣコンバータ１８９は、ＥＣ１７１の指示で動作して各
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デバイスに所定の電圧の電力を供給する。ＥＣ１７１は、ノートＰＣ１００をスリープ状
態に遷移させる際に、システムから準備完了のイベントを受け取ると、所定のデバイスの
電源を停止するようにＤＣ／ＤＣコンバータ１８９に指示する。
【００４１】
　電源ユニット１９１は、電池、充電器、ＡＣ／ＤＣアダプタなどを含み、ＤＣ／ＤＣコ
ンバータ１８９に電力を供給する。ＥＣ１７１は使用モードに適応するようにデバイスの
動作を制御するためのファームウェア２０１を格納したＲＯＭを含む。ＥＣ１７１がファ
ームウェア２０１を実行して行うデバイスの制御を使用モード制御という。使用モード制
御は、ＣＰＵ１５１がＨＤＤ１６１に格納したプログラムを実行して行うこともできる。
【００４２】
　ＥＣ１７１はＲＯＭに、サーマル・アクション・テーブル（ＴＡＴ）２０３を格納して
いる。ファームウェア２０１は、ＴＡＴ２０３を参照して、放熱ファン１８３の回転速度
およびプロセッサのパフォーマンス・レベルを制御するサーマル・マネジメントを行うた
めのモジュールを含む。ＥＣ１７１は、使用モード制御をするための制御テーブル２０５
を格納する不揮発性メモリを備える。
【００４３】
　制御テーブル２０５は、一例として図４に示すように、複数の制御テーブル２０５ａ～
２０５ｅで構成している。制御テーブル２０５を格納する不揮発性メモリは、ＥＣ１７１
の外に設けてもよい。制御テーブル２０５は、ファームウェア２０１から独立して設けて
いるため、製造者がノートＰＣ１００のモデルに応じてパラメータを変更できる。また、
ユーザがノートＰＣ１００の利用を開始したあとに、システム・ファームウェアまたはア
プリケーション・プログラムを通じてパラメータを書き換えてデバイスの制御をカスタマ
イズすることもできる。
【００４４】
　ＥＣ１７１は、使用モード制御のために取得または計算したデータを記憶する制御レジ
スタ２０７を有する。図５は、制御レジスタ２０７の構成の一例を説明するための図であ
る。ＥＣ１７１は、スリープ状態およびパワー・オン状態のときに、加速度センサ１７５
ａ、１７５ｂの出力から計算した開閉角度θおよび制御テーブル２０５から抽出した当該
開閉角度θに対応する角度レンジをそれぞれ制御レジスタ２０７に記憶する。
【００４５】
　ＥＣ１７１は、加速度センサ１７５ａの出力から側面１０１ａ～１０１ｄの天地方向を
検出して天を向く４つの側面１０１ａ～１０１ｄの識別子のいずれかをタッチスクリーン
方向として制御レジスタ２０７に記憶する。ＥＣ１７１は、角度レンジとタッチスクリー
ン方向から使用モードを認識して、その識別子を制御レジスタ２０７に記憶する。ＥＣ１
７１は、加速度センサ１７５ａ、１７５ａの出力から計算した開閉角度θの時間的変化を
追跡し、制御レジスタ２０７に開閉角度θが拡大する開方向を示す制御データまたは縮小
する閉方向を示す制御データを記憶する。
【００４６】
　ＥＣ１７１は、所定のサンプリング周期で制御レジスタ２０７のデータを更新する。Ｄ
Ｃ／ＤＣコンバータ１８９は、ＥＣ１７１が使用モード制御をするために必要なデバイス
やＥＣ１７１の機能ブロックに対して、スリープ状態のときも電力を供給する。図１、図
２、図５に示した構成は、本発明を説明するための例示であり、デバイスの配置、デバイ
スの接続、およびデバイスの種類などを本発明の趣旨を逸脱しない範囲で変更した電子機
器も本発明の範囲に含む。
【００４７】
　［使用モード］
　図３は、ノートＰＣ１０が備える使用モードを説明するための図である。使用モードは
、ラップトップ・モード、テント・モード、スタンド・モード、タブレット・モードおよ
びブック・モードを含む。図３（Ａ）は、開閉角度が一例としての０度に対応するクロー
ズ・モードを示している。クローズ・モードでは、タッチスクリーン１０３およびキーボ
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ード１０７が対向する。クローズ・モードでは、通常の設定において、ノートＰＣ１００
がパワー・オフ状態またはスリープ状態に遷移して動作を停止する。クローズ・モードの
他の設定の例では、ノートＰＣ１００に外部ディスプレイ、外部マウス、および外部キー
ボードなどが接続されてパワー・オン状態に遷移する。
【００４８】
　図３（Ｂ）は、開閉角度θが一例としての０度＜θ＜１９０度に対応する、ラップトッ
プ・モードを示している。ラップトップ・モードでは、ノートＰＣ１００をキーボード１
０７およびタッチパッド１０９を使って操作することができる。ラップトップ・モードで
は、タッチスクリーン１０３に入力することもできる。図３（Ｃ）は開閉角度θが一例と
しての１９０度≦θ＜３６０度の範囲に対応するテント・モードを示し、図３（Ｄ）は開
閉角度θがテント・モードと同じ範囲のスタンド・モードを示している。
【００４９】
　テント・モードとスタンド・モードは、ディスプレイ筐体１０１の天地方向が異なる。
ＥＣ１７１は加速度センサ１７５ａの出力から、相対的に側面１０１ａが天を向いている
ときはスタンド・モードと判断し、相対的に側面１０１ｃが天を向いているときはテント
・モードと判断することができる。図３（Ｅ）は、開閉角度が一例としての３６０度に対
応するタブレット・モードを示している。タブレット・モードでは、背面１０１ｅ、１０
５ｅが対向する。ブック・モードについては後に図１０を参照して説明する。
【００５０】
　ＥＣ１７１は、開閉角度θおよびタッチスクリーン方向から新たな使用モードを認識す
ると、基本的なデバイスに対して使用モード制御をする。ＥＣ１７１は、新たな使用モー
ドを認識したときに、必要に応じてタッチスクリーン方向に画面の上下方向が一致するよ
うに自動回転制御をする。ＥＣ１７１は、新たな使用モードを認識したときに、必要に応
じてスピーカー１３１ａ～１３１ｄのパンニングを変更する。
【００５１】
　またＥＣ１７１は、新たな使用モードを認識したときに、必要に応じてマイクロフォン
・ペア１２５ａ、１２５ｂとマイクロフォン・ペア１２６ａ、１２６ｂのいずれかを選択
して、一方をイネーブルに設定し、他方をディスエーブルに設定する。さらにＥＣ１７１
は、テント・モード、スタンド・モードおよびタブレット・モードのいずれかを認識した
ときは、キーボード１０７およびタッチパネル１０９をディスエーブルに設定するととも
に、タッチスクリーン１０３に自動的にソフトウェア・キーボードを表示する。ＥＣ１７
１は、このような基本的なデバイスの使用モード制御に加えて、以下に説明するように制
御テーブル２０５と制御レジスタ２０７を使った本実施の形態にかかる特別な使用モード
制御をする。
【００５２】
　［制御テーブル］
　図４は、制御テーブル２０５の構成の一例を説明するための図である。制御テーブル２
０５は、制御テーブル２０５ａ～２０５ｅを含んでいる。制御テーブル２０５ａは、変動
する開閉角度θに対して複数の角度レンジを関連づけている。制御テーブル２０５ａは、
一例として角度レンジ０～８に対して、エントリー角度、イグジット角度、調整幅、およ
び保持時間のフィールドを備えている。
【００５３】
　エントリー角度は、対応する角度レンジを画定する開閉角度θの最低の基準値を示し、
イグジット角度は対応する角度レンジを画定する開閉角度θの最大の基準値を示している
。調整幅は、隣接する角度レンジとの間で開閉角度θが変動する際のヒステリシスを提供
する。たとえば制御テーブル２０５ａは、角度レンジ３についてエントリー側とイグジッ
ト側にそれぞれ１０度の調整幅を有する。開閉角度θが増加して角度レンジ２から角度レ
ンジ３に遷移する際にＥＣ１７１は、角度レンジ３のエントリー角度１３５度に上限幅１
０度を適用した１４５度になったときに角度レンジを３に特定する。
【００５４】
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　ＥＣ１７１は、一旦角度レンジを３に特定した後は、開閉角度θが角度レンジ３のエン
トリー角度１３５度に下限幅１０度を適用した１２５度になるまで角度レンジ３を維持し
、開閉角度θが１２５度未満になったときに角度レンジを２に特定する。角度レンジ３と
角度レンジ４の間の遷移には、同様に角度レンジ４のエントリー角度１７２度に調整幅を
適用する。したがって、各角度レンジに対する開閉角度θは、エントリー角度に対して調
整幅を適用した範囲に存在することになる。
【００５５】
　調整幅を設けることで、角度レンジの境界で頻繁に開閉角度θが変動する場合にも、角
度レンジがそれに応じて変化することを防ぐことができる。保持時間は、一旦特定の角度
レンジを認識した後に、他の角度レンジを認識するまでの遅延時間に相当する。保持時間
は、たとえば、開閉角度θが０度から３６０度まで連続的に所定の速度で変化する際にＥ
Ｃ１７１が、途中の角度レンジを認識しないようにする。
【００５６】
　制御テーブル２０５ｂは、開閉角度θとプロセッサのパフォーマンス・レベルを関連づ
けた制御データを記述する。サーマル・マネジメントについては、図６、図７を参照して
後に説明する。制御テーブル２０５ｃはＥＣ１７１が、使用モードの特定おおび画面の表
示制御をするために参照する。制御テーブル２０５ｃは、各角度レンジに対して、タッチ
スクリーン方向、回動方向と画面制御、およびブック・モード画面制御のフィールドを含
んでいる。
【００５７】
　タッチスクリーン方向のフィールドは、４つの側面１０１ａ～１０１ｄのいずれかのタ
ッチスクリーン方向と角度レンジに関連づけた使用モードの識別子を記述している。回動
方向と画面制御のフィールドは、ディスプレイ筐体１０１の回動方向と、角度レンジ１に
おける画面の表示／非表示を関連づけた制御データおよび角度レンジ４における画面の表
示方向を関連づけた制御データを記述している。ブック・モード画面制御のフィールドは
、角度レンジ６における画面の自動回転機能のディスエーブルを示す制御データおよび角
度レンジ７における画面の自動回転機能のイネーブルを示す制御データを含んでいる。角
度レンジ１、４、６、７における画面制御については後に説明する。
【００５８】
　制御テーブル２０５ｃは角度レンジが０のときに、いずれのタッチスクリーン方向でも
、クローズ・モードであることを記述している。角度レンジ１～４と角度レンジ６、７は
開閉角度θが重複している。したがって、特定の開閉角度θのときは、複数の角度レンジ
が対応する場合がある。制御テーブル２０５ｃは、角度レンジが１～４のときに、ディス
プレイ筐体１０１の側面１０１ａ、１０１ｃのいずれかが天を向いているときはラップト
ップ・モードであることを記述している。制御テーブル２０５ｃは角度レンジが６または
７のときに、側面１０１ｂ、１０１ｄのいずれかが天を向いているときはブック・モード
であることを記述している。
【００５９】
　通常のラップトップ・モードの開閉角度θでは、側面１０１ａが天を向くが、側面１０
１ｃが天を向く場合は、テント・モードと角度レンジで区別してラップトップ・モードと
している。ただし、角度レンジ４で側面１０１ｃが点を向く場合にテント・モードにする
ことでもよい。制御テーブル２０５ｃは角度レンジが５のときに、ディスプレイ筐体１０
１の側面１０１ａが天を向いているときはスタンド・モードで、側面１０１ｃが天を向い
ているときはテント・モードであることを記述している。制御テーブル２０５ｃ、角度レ
ンジが８のときに、いずれのタッチスクリーン方向でも、タブレット・モードであること
を記述している。
【００６０】
　制御テーブル２０５ｄは、テント・モードのときに、近接センサ１３３の出力でアンテ
ナが放射する電磁波を自動的に抑制するＳＡＲ対策機能をディスエーブルにする制御デー
タを記述している。アンテナの制御については後に説明する。制御テーブル２０５ｅは、
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タブレット・モードのときに、特別なスリープ制御と通信制御をイネーブルにする制御デ
ータを記述している。特別なスリープ制御と通信制御については後に説明する。
【００６１】
　制御テーブル２０５を構成するレコードおよびフィールドの項目および制御データは、
本発明の説明のための例示であり、本発明の思想を逸脱しない範囲で他の値を採用するこ
とができる。制御テーブル２０５は、ＥＣ１７１が使用モード制御のために実行するファ
ームウェア２０１のデータ構造から分離して構成しているが、変更する可能性が少ない保
持時間などは制御テーブル２０５に記述しないで、ファームウェア２０１のコードに組み
込むようにしてもよい。
【００６２】
　［サーマル・マネジメント］
　つぎに、使用モード制御の一部を構成するサーマル・マネジメントについて説明する。
ノートＰＣ１００は、排気口１２３が側面１０５ｃに形成されており、図７（Ａ）、に示
すように、開閉角度θが１８０度に近付くと、排気口１２３から放出する空気の流れが対
向するディスプレイ筐体１０１の側面１０１ｃで妨げられる。図７（Ｂ）に示すように、
開閉角度θが１８０度のときに排気口１２３の閉塞率が最大になる。排気口１２３が閉塞
状態に陥って空気抵抗が増加すると、放熱ファン１８３の放熱能力が低下する。
【００６３】
　排気口１２３からの空気の放出が妨げられない状態をサーマル・マネジメントに関する
標準状態という。ファームウェア２０１を実行するＥＣ１７１は、ノートＰＣ１００が標
準状態で存在するときにＴＡＴ２０３を参照して、サーマル・マネジメントを行う。ファ
ームウェア２０１は、排気口１２３が閉塞状態のときに制御テーブル２０５ｂを参照して
サーマル・マネジメントを行うコードを含む。なお、側面１０５ｃに吸気口が形成されて
いる場合も閉塞状態が発生するため、ＥＣ１７１は以下に説明する方法と同じようにサー
マル・マネジメントをすることができる。
【００６４】
　図６は、放熱システム３００をシステム筐体１５の内部に配置した様子を模式的に示す
平面図である。放熱システム３００は、温度センサ１７３ａ～１７３ｅ、ファン・チャン
バ３０１、遠心式の放熱ファン１８３、ヒート・パイプ３０３、ヒート・シンク３０５、
受熱部３０７、３０９を含んで構成されている。受熱部３０７、３０９の下面には、ＣＰ
Ｕ１５１、ＧＰＵ１５３が接触し、上面にはヒート・パイプ３０３が接触している。ヒー
ト・パイプ３０３は、ヒート・シンク３０５の上板にも接触している。
【００６５】
　放熱ファン１８３が生成した空気流は、背面１０５ａの吸気口、筐体内部、ファン・チ
ャンバ３０１、ヒート・シンク３０５、および排気口１２３で構成する空気流路を通過す
る。放熱ファン１８３は、受熱部３０７、３０９から受け取った熱だけでなく、システム
筐体１０５の内部に収納された他のデバイスの熱も放出する。図６は本発明の適用が可能
な放熱システムの一例を示しており、本発明はここに示す構造に限定する必要はない。た
とえば、放熱ファン１８３のタイプは遠心式に限定する必要はない。さらに、放熱ファン
１８３の数や受熱部の数も図６に例示するものに限定する必要はない。ここに示した温度
センサ１７３ａ～１７３ｅの位置および数は例示であり、システムに応じて位置および数
を自由に選定することができる。
【００６６】
　放熱ファン１８３が回転するとシステム筐体１０５の内部が負圧になり、それらの開口
部から空気が流入して生成された空気流が電子デバイスの熱を拡散し、排気口１２３を通
じて放出される。ＴＡＴ２０３には、標準状態でのサーマル・マネジメントのために、温
度センサ１７３ａ～１７３ｅの閾値と放熱ファン１８３のステップ状の回転速度が関連付
けられている。ＴＡＴ２０３を利用したパフォーマンス優先のサーマル・マネジメントで
は、ＥＣ１７１は、いずれかの温度センサの検出温度が閾値の上限を超えると放熱ファン
１８３の回転速度を上昇させ、すべての温度センサの検出温度が閾値未満になったときに
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回転速度を低下させる。回転速度を最大にしても温度が上昇するときは、パフォーマンス
制御をする。
【００６７】
　静寂性または消費電力を優先したサーマル・マネジメントでは、ＥＣ１７１は、いずれ
かの温度センサの検出温度が閾値の上限を超えるとパフォーマンス・レベルを低下させ、
すべての温度センサの検出温度が閾値未満になったときにパフォーマンス・レベルを復帰
させる。パフォーマンス・レベルを所定値まで下げても温度が上昇するときは、放熱ファ
ン１８３の回転速度を上昇させる。
【００６８】
　排気口１２３および吸気口は、ノートＰＣ１００が標準状態のときに、放熱システム３
００が所定の放熱能力を有するように開口面積が決定されている。排気口１２３が閉塞状
態になると放熱能力が低下して、デバイスが故障したりシステム筐体１０５の表面温度が
上昇したりする。しかし、閉塞状態を認識しないで行うＴＡＴ２０３を利用した標準状態
のサーマル・マネジメントでは、放熱ファン１８３の回転速度を上昇させたり、パフォー
マンス・レベルを下げたりしても、デバイスやシステム筐体１０５の温度を基準値以下に
収めることはできない。
【００６９】
　制御テーブル２０５ｂは、一例において開閉角度θが１６５度以下および１９６度以上
のときは、標準状態と認識してパフォーマンス・レベルを低下させない。制御テーブル２
０５ｂには、開閉角度θが１６６～１９５度の範囲でパフォーマンス・レベルを低下させ
る制御データを記述している。制御テーブル２０５ｂは開閉角度θが１８０度に近い１７
６度～１８５度の範囲では、パフォーマンス・レベルを最低にする制御データを記述して
いる。制御テーブル２０５ｂはまた、開閉角度θが１８０度に近付くにしたがって、パフ
ォーマンス・レベルが低下するような制御データを記述している。ＥＣ１７１は、開閉角
度θが１６６度から１９５度の範囲のときに、制御テーブル２０５ｂを参照して所定の値
までパフォーマンス・レベルを低下させる。
　［画面の制御］
【００７０】
　つぎに、図８、図９、図１０を参照して使用モード制御の一部を構成する画面制御につ
いて説明する。ノートＰＣ１００は、図８に示すように角度レンジ１でディスプレイ筐体
１０１がわずかに開いた状態の場合がある。この状態に至るまでには２つのユーザ・シナ
リオを想定することができる。ユーザは、クローズ・モードにするときにノートＰＣを使
用しない場合が一般的であるため、システムがＳ３ステートまたはＳ４ステートのような
スリープ状態に遷移するようにノートＰＣ１００を設定する。たとえばラップトップ・モ
ードで使用していたノートＰＣ１００を、オフィスから会議室まで持ち運ぶとき、クロー
ズ・モードにするとシステムがスリープ状態に遷移するため会議室で使用する際にレジュ
ーム時間が煩わしいと感じる。
【００７１】
　ユーザはその都度、クローズ・モードのときにスリープ状態に遷移しないような設定を
することにもわずらわしさを感じる。このときユーザはスリープ状態への遷移を避けるた
め、図８に示すように、ラップトップ・モードで使用している状態から、ディスプレイ筐
体１０１を矢印Ｂ方向に回動させて、ディスプレイ筐体１０１をわずかに開けた状態で持
ち運ぶことがある。
【００７２】
　この状態では、ユーザが画面をみる必要がないと想定することができる。ＥＣ１７１は
、制御テーブル２０５ｃと制御レジスタ２０７を参照して角度レンジが１で回動方向が閉
方向と認識したときは、それまでタッチスクリーン１０３に表示していた画面を消す。こ
のときＥＣ１７１は角度レンジが０にならない限りシステムのパワー・オン状態を維持す
る。これによりノートＰＣ１００は、スリープ状態への遷移を回避しながら、移動中の消
費電力を低減することができる。その後角度レンジが１から２に遷移するときは、ＥＣ１
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７１はタッチスクリーン１０３に画面を表示する。
【００７３】
　他のユーザ・シナリオでは、ユーザがクローズ・モードでかつスリープ状態に遷移して
いるノートＰＣ１００を持ち運んでいるような場合に、ディスプレイ筐体１０１を矢印Ａ
方向に回動させてディスプレイ筐体１０１を角度レンジ１となるようにわずかだけ開放し
てから画面を確認する場合がある。クローズ・モードからディスプレイ筐体１０１がわず
かに開かれたときは、ユーザが画面をみたい状況であると想定することができる。ＥＣ１
７１は、制御テーブル２０５ｃと制御レジスタ２０７を参照して角度レンジが１で回動方
向が開方向と認識したときは、それまでクローズ・モードで消えていたタッチスクリーン
１０３に画面を表示する。クローズ・モードのときにスリープ状態に遷移しているときに
、ＥＣ１７１はシステムをウェイクアップさせてから画面を表示する。
【００７４】
　ノートＰＣ１００は、ラップトップ・モードにおいて図９に示すように、角度レンジ４
の状態でノートＰＣ１００を使用する場合がある。このときも回動方向により２つのユー
ザ・シナリオを想定することができる。ひとつは、ラップトップ・モードで使用していた
ユーザ４０１が、画面を対面しているユーザ４０３に見せたい場合に、ディスプレイ筐体
１０１を矢印Ａ方向に回動させて開閉角度θを大きくし、角度レンジ４にする場合を想定
することができる。このとき、タッチスクリーン１０３が表示する画面の方向がユーザ４
０１からユーザ４０３を向くように自動的に反転すると都合がよい。
【００７５】
　ＥＣ１７１は、制御テーブル２０５ｃと制御レジスタ２０７を参照して角度レンジが４
で回動方向が開方向と認識したときは、それまで側面１０１ａが上になるように表示して
いた画面、すなわち側面１０１ａを向く画面を、側面１０１ｃを向くように制御する。こ
れにより、ユーザ４０１がラップトップ・モードでそれまで見ていた画面をユーザ４０３
にみせるときに、ノートＰＣ１００の全体を回転させる必要がなくなる。
【００７６】
　角度レンジ４に関する他のユーザ・シナリオとして、テント・モードまたはスタンド・
モードからラップトップ・モードに遷移する状態を想定することができる。テント・モー
ドまたはスタンド・モードからラップトップ・モードに遷移する場合は、ディスプレイ筐
体１０１が矢印Ｂのように閉方向に回動する。テント・モードでは画面が側面１０１ｃを
向くように表示され、スタンド・モードでは画面が側面１０１ａを向くように表示される
。角度レンジ４は、開閉角度θが１８０度の上下近辺にあり、自動回転制御ではタッチス
クリーン方向の検出が安定しなかったり、ユーザの意図が反映できなかったりする。
【００７７】
　本実施の形態においては、ラップトップ・モードのなかで開閉角度θが最も大きい角度
レンジ４に閉方向の回動で遷移したときは、ユーザがラップトップ・モードの方向の画面
をみたい場合であると想定する。ＥＣ１７１は、制御テーブル２０５ｃと制御レジスタ２
０７を参照して、角度レンジが４で回動方向を閉方向と認識したときは、自動回転機能を
ディスエーブルにして画面が側面１０１ａを向くように制御する。このようにＥＣ１７１
は角度レンジ１、４に遷移するときの回動方向からユーザの操作の意図を推定して、希望
に合致するように画面の表示を制御することができる。
【００７８】
　ノートＰＣ１００は、図１０（Ａ）、（Ｂ）に示すようにディスプレイ筐体１０１とシ
ステム筐体１０５が左右に開いてタッチスクリーン１０３がユーザに対して縦長に向く場
合がある。クローズ・モードまたはタブレット・モード以外の使用モードで、側面１０１
ｂまたは側面１０１ｄが天を向く姿勢をブック・モードという。一例で、加速度センサ１
７５ａはＸ－Ｙ平面をディスプレイ筐体１０１の平面に平行に配置し、加速度センサ１７
５ｂはＸ－Ｙ平面をシステム筐体１０５の表面に平行になるように配置している。ＥＣ１
７１は、加速度センサ１７５ａの出力からディスプレイ筐体１０１の４つの側面１０１ａ
～１０１ｄのいずれが天を向いているかを判断して画面の自動回転制御をする。
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【００７９】
　ブック・モードに至るときは、角度レンジの違いにより２つのユーザ・シナリオを想定
することができる。図１０（Ａ）は、角度レンジが６のときに、側面１０１ｄが天を向い
ている様子を示している。このとき、開閉角度θは角度レンジ７に比べて狭い。ユーザは
オフィスにおいてラップトップ・モードで使用しているときに、角度レンジ６にしてから
会議室に持ち込み、開閉角度θを大きくしてラップトップ・モードで使用することを想定
することができる。
【００８０】
　自動回転制御では、ブック・モードのときに画面が側面１０１ｂ、１０１ｄを向く。側
面１０１ｄが天を向いているタッチスクリーン１０３に画面を表示した状態から、ラップ
トップ・モードに遷移して側面１０１ａが天になると、システムは自動回転機能で画面の
方向を変更する。このときラップトップ・モードでただちに使用したいユーザに煩わしさ
を与える。ＥＣ１７１は、制御テーブル２０５ｃと制御レジスタ２０７を参照して角度レ
ンジ６でかつブック・モードを認識したときは、画面の向きをブック・モードに遷移する
前の状態に維持するように自動回転機能をディスエーブルにする。
【００８１】
　ブック・モードでは、加速度センサ１７５ａ、１７５ｂは、それぞれのＸ－Ｙ平面の重
力方向に対する角度が等しくなって開閉角度θが計算できなくなる。ＥＣ１７１は、ディ
スプレイ筐体１０１の天地方向の向きと、開閉角度θが計算できなくなる直前の加速度セ
ンサ１７５ａ、１７５ｂの出力から、ブック・モードを認識することができる。
【００８２】
　他のユーザ・シナリオとして、図１０（Ｂ）は、角度レンジが７のときに、側面１０１
ｄが天を向いている様子を示している。この場合は、角度ＩＤ６に比べて開閉角度θが大
きいため、ユーザは画面を縦長に表示して、例えば、縦書きの文章を表示したり、縦長表
示に適したコンテンツを閲覧したりしていると想定することができる。ＥＣ１７１は制御
テーブル２０５ｃと制御レジスタ２０７を参照して、角度レンジ７でかつブック・モード
を認識したときは、画面の自動回転機能をイネーブルにして、画面の方向がディスプレイ
筐体１０１の側面１０１ｂまたは１０１ｄの方向に一致するように制御する。
【００８３】
　［アンテナの制御］
　つぎに、使用モード制御の一部を構成するアンテナの制御について説明する。ＥＣ１７
１はＳＡＲを低減するために、近接センサ１３３が人体を検出したときに送信出力を低下
させたり、送信を停止したりするように無線モジュール１５９を制御する。近接センサ１
３３は人体以外に導電性の物体にも反応する。テント・モードでは、側面１０１ａが机上
面に接触しているため、机上面の材質によっては近接センサ１３３が動作する。しかしテ
ント・モードでは、人体がアンテナ１２９ａ～１２９ｄに接触する可能性はないと想定で
きる。ＥＣ１７１は、テント・モードのときは、近接センサ１３３が動作しても送信能力
を低下させないで、不必要な通信パフォーマンスの低下を防ぐことができる。
【００８４】
　［スリープ制御］
　つぎに、使用モード制御の一部を構成するタブレット・モードでのスリープ制御を説明
する。タブレット・モードは、タッチスクリーン１０３は表面にあるがクローズ・モード
と似たような外形であるため、鞄に入れたり、手で持ち運んだりするのに都合がよい。タ
ブレット・モードは、パワー・オン状態であることが基本であるため、使用していないと
きは消費電力が無駄になる。ＥＣ１７１は、加速度センサ１７５ａ、１７５ｂの振動パタ
ーンや入力イベントなどから、ユーザが手に持って使用しているか、あるいは、使用しな
いで持ち運んでいるかを判断する。ＥＣ１７１は、タブレット・モードで、かつ、持ち運
んでいると判断したときは、システムをスリープ状態に遷移させることができる。
【００８５】
　このときＥＣ１７１は、Windows 8（Windowsは登録商標）で搭載しているコネクテッド
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・スタンバイ（Connected Standby）を有効にするようにシステムに指示することができ
る。コネクテッド・スタンバイが有効になると、スリープ状態のときに、システムが一定
時間ごとにウェイクアップして通信を行い、通信が終了するとスリープ状態に遷移するこ
とで、バックグラウンドの通信を維持することができる。
【００８６】
　［使用モード制御の手順］
　図１１は、ノートＰＣ１００が使用モード制御をするときの動作手順を示すフローチャ
ートである。ブロック５０１でノートＰＣ１００は、いずれかの使用モードに遷移してお
り、制御レジスタ２０７はＥＣ１７１が取得したその時点での制御データを記憶している
。ＥＣ１７１は、制御レジスタ２０７と制御テーブル２０５を参照してデバイスの制御を
している。
【００８７】
　ブロック５０３でユーザが、ノートＰＣ１００の開閉角度θを変更したり、天地方向を
変更したりする。ブロック５０５でＥＣ１７１は制御レジスタ２０７に制御データを定期
的に記憶する。ブロック５０７でＥＣ１７１は、制御テーブル２０５ａを参照して、開閉
角度θが所定の角度レンジのエントリー角よりも大きくなり、かつ、保持時間が経過した
と判断したときに当該角度レンジを新たな角度レンジと認識して制御レジスタ２０７に識
別子を記憶する。特定の開閉角度θが複数の角度レンジに帰属する場合は、制御レジスタ
２０７に複数の角度レンジの識別子を記憶する。
【００８８】
　ＥＣ１７１はブロック５０９で、制御テーブル２０５ｃを参照して、新たな使用モード
を特定し制御レジスタ２０７にその識別子を記憶する。ブロック５１１でＥＣ１７１は基
本的なデバイスに対して必要な範囲で使用モード制御をする。ブロック５１３でＥＣ１７
１は、制御レジスタ２０７と制御テーブル２０５ｂを参照して、開閉角度θに基づく特別
なサーマル・マネジメントが必要だと判断したときはブロック５５１に移行する。
【００８９】
　ブロック５５１でＥＣ１７１は、開閉角度θの大きさに応じたパフォーマンス・レベル
を選択し、パフォーマンス制御をする。ＥＣ１７１は、選択したパフォーマンス・レベル
を設定したあとは、ＴＡＴ２０３に基づいてサーマル・マネジメントを行うことができる
。ブロック５１５でＥＣ１７１は、制御レジスタ２０７と制御テーブル２０５ｃを参照し
て、角度レンジ１、４、６、７のいずれかを認識し、さらに特別な画面の制御が必要だと
判断したときはブロック５５３に移行する。
【００９０】
　ブロック５５３でＥＣ１７１は、角度レンジが１または４のときは、さらに回動方向を
判断して画面の制御をする。また、ブック・モードで角度レンジが６または７のときは、
画面の自動回転機能をイネーブルまたはディスエーブルに設定する。ブロック５１７でＥ
Ｃ１７１は、制御レジスタ２０７と制御テーブル２０５ｄを参照してテント・モードを認
識し、さらに特別なアンテナ制御が必要だと判断したときは、ブロック５５５に移行する
。ブロック５５５でＥＣ１７１は、近接センサ１３３の動作により無線モジュール１５９
の出力を低下させるＳＡＲ対策機能をディスエーブルに設定する。
【００９１】
　ブロック５１９でＥＣ１７１は、制御レジスタ２０７と制御テーブル２０５ｅを参照し
てタブレット・モードを認識し、さらに特別なスリープ制御が必要だと判断したときはブ
ロック５５７に移行する。ブロック５５７でＥＣ１７１は、加速度センサ１７５ａまたは
１７５ｂの出力や入力デバイス１７７からの入力イベントがないことなどからユーザがノ
ートＰＣ１００を持ち運んでいると判断したときは、スリープ状態に遷移させることがで
きる。さらに、ＥＣ１７１は、コンネクティッド・スタンバイを有効にすることができる
。
【００９２】
　図１１に示した手順は、本実施の形態の一例を示すものであり、すべてが本発明にとっ
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て必須の要素ではなく、また、順番も本発明の思想を逸脱しない範囲で変更することがで
きる。たとえば、ブロック５１３からブロック５１９までの手順の順番は任意に決めるこ
とができる。また、制御テーブル２０５が記述するレコード、フィールド、または制御デ
ータを変更することで、ＥＣ１７１はそれに応じた使用モード制御を行うことができる。
【００９３】
　これまで本発明について図面に示した特定の実施の形態をもって説明してきたが、本発
明は図面に示した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の効果を奏する限り、こ
れまで知られたいかなる構成であっても採用することができることはいうまでもないこと
である。
【符号の説明】
【００９４】
１００　マルチ・ユース・モードのノートＰＣ
１０１　ディスプレイ筐体
１０１ａ　ディスプレイ筐体の背面
１０１ｂ～１０１ｅ　ディスプレイ筐体の側面
１０３　タッチスクリーン
１０５　システム筐体
１２１ａ、１２１ｂ　ヒンジ機構
１２３　排気口
１３３　近接センサ
２０５、２０５ａ～２０５ｅ　制御テーブル
２０７　制御レジスタ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年7月21日(2016.7.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイを実装するディスプレイ筐体と該ディスプレイ筐体にヒンジ機構で結合し
たシステム筐体とを含み、前記ディスプレイ筐体を閉じたクローズ・モードと前記ディス
プレイ筐体と前記システム筐体の背面が対向するタブレット・モードを含む複数の使用モ
ードで利用することが可能な電子機器であって、
　前記ディスプレイ筐体および前記システム筐体またはいずれか一方の側面に形成した通
気口を通じて放熱をする放熱ファンと、
　前記ディスプレイ筐体と前記システム筐体の開閉角度を検出する角度センサと、
　所定の前記開閉角度の範囲に設定した複数の角度レンジと各角度レンジに関連付けた前
記使用モードの識別子と前記開閉角度と前記電子機器の発熱量を関連付けた制御データを
含む制御テーブルと、
　前記開閉角度と前記制御テーブルに基づいて前記放熱ファンの動作を制御する制御部と
を有する電子機器。
【請求項２】
　前記制御テーブルが、前記制御部を構成するプログラムから独立したデータ構造で、か
つ、前記プログラムから独立して書き換えが可能なように不揮発性メモリに記憶されてい
る請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　プロセッサを含み、前記発熱量が前記プロセッサのパフォーマンス・レベルに関連付け
られている請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
　ディスプレイを実装するディスプレイ筐体と該ディスプレイ筐体にヒンジ機構で結合し
たシステム筐体とを含み、前記ディスプレイ筐体を閉じたクローズ・モードと前記ディス
プレイ筐体と前記システム筐体の背面が対向するタブレット・モードを含む複数の使用モ
ードで利用することが可能な電子機器であって、
　前記ディスプレイ筐体と前記システム筐体の開閉角度を検出する角度センサと、
　所定の前記開閉角度の範囲に設定した複数の角度レンジと各角度レンジに関連付けた前
記使用モードの識別子と所定の前記角度レンジと前記ディスプレイ筐体の回動方向に対し
て関連付けた画面の表示または非表示を示す制御データを含む制御テーブルと、
　前記開閉角度と前記制御テーブルに基づいて前記ディスプレイの表示を制御する制御部
と
を有する電子機器。
【請求項５】
　前記所定の角度レンジが前記クローズ・モードの角度レンジに隣接し、前記制御テーブ
ルは前記回動が閉方向のときは前記画面の非表示を示し前記回動が開方向のときは前記画
面の表示を示す制御データを含む請求項４に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記使用モードが前記システム筐体に搭載するキーボードからの操作に適したラップト
ップ・モードを含み、前記制御テーブルが１８０度の前記開閉角度を含む所定の前記角度
レンジと前記ディスプレイ筐体の開方向の回動に関連付けた画面の表示方向の反転を示す
制御データを含む請求項４に記載の電子機器。
【請求項７】
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　前記使用モードが前記システム筐体に搭載するキーボードからの操作に適したラップト
ップ・モードを含み、前記制御テーブルが１８０度の前記開閉角度を含む所定の前記角度
レンジと前記ディスプレイ筐体の閉方向の回動に関連付けた画面の表示方向を前記ラップ
トップ・モードでの表示方向に一致させることを示す制御データを含む請求項４に記載の
電子機器。
【請求項８】
　前記使用モードが前記ディスプレイ筐体と前記システム筐体を左右に開いた状態のブッ
ク・モードを含み、前記制御テーブルは前記ブック・モードでかつ第１の前記角度レンジ
のときに画面の自動回転機能をディスエーブルに設定し、前記第１の角度レンジより前記
開閉角度が大きい第２の角度レンジのときに前記自動回転機能をイネーブルに設定するこ
とを示す制御データを含む請求項４に記載の電子機器。
【請求項９】
　ディスプレイを実装するディスプレイ筐体と該ディスプレイ筐体にヒンジ機構で結合し
たシステム筐体とを含み、前記ディスプレイ筐体を閉じたクローズ・モードと前記ディス
プレイ筐体と前記システム筐体の背面が対向するタブレット・モードと前記ディスプレイ
と前記システム筐体が搭載するキーボードを上に向けて机上面にテント状に配置したテン
ト・モードを含む複数の使用モードで利用することが可能な電子機器であって、
　前記ディスプレイ筐体と前記システム筐体の開閉角度を検出する角度センサと、
　アンテナと物体の接近を検出するために前記ディスプレイ筐体の端部に配置した近接セ
ンサと、
　所定の前記開閉角度の範囲に設定した複数の角度レンジと各角度レンジに関連付けた前
記使用モードの識別子と前記テント・モードのときに前記近接センサの出力で前記アンテ
ナの出力を低下させるＳＡＲ対策機能をディスエーブルにすることを示す制御データを含
む制御テーブルと、
　前記開閉角度と前記制御テーブルに基づいて前記アンテナの出力を制御する制御部と
を有する電子機器。
【請求項１０】
　ディスプレイを実装するディスプレイ筐体と該ディスプレイ筐体にヒンジ機構で結合し
たシステム筐体とを含み、前記ディスプレイ筐体を閉じたクローズ・モードと前記ディス
プレイ筐体と前記システム筐体の背面が対向するタブレット・モードを含む複数の使用モ
ードで利用することが可能な電子機器であって、
　前記ディスプレイ筐体と前記システム筐体の開閉角度を検出する角度センサと、
　前記電子機器に生じた振動を検出する振動センサと、
　所定の前記開閉角度の範囲に設定した複数の角度レンジと各角度レンジに関連付けた前
記使用モードの識別子と前記タブレット・モードの間に前記振動センサの出力から前記電
子機器が移動中と判断したときに前記電子機器をスリープ状態に遷移させることを示す制
御データを含む制御テーブルと、
　前記開閉角度と前記制御テーブルに基づいて前記電子機器の動作を制御する制御部と
を有する電子機器。
【請求項１１】
　筐体の回動により複数の使用モードで利用することが可能な電子機器であって、
　筐体から放熱する放熱ファンと、
　側面に前記放熱ファンが生成した空気流が通過する通気口を形成したシステム筐体と、
　前記システム筐体の端部にヒンジ機構で結合したディスプレイ筐体と、
　前記ディスプレイ筐体と前記システム筐体の開閉角度を検出する角度センサと、
　前記通気口に閉塞状態をもたらす所定の前記開閉角度を認識したときに、前記電子機器
の発熱量を低下させる制御部と、
　前記制御部が参照可能で、所定の前記開閉角度の範囲に設定した複数の角度レンジと各
角度レンジに関連付けた前記使用モードの識別子と前記開閉角度と前記電子機器の発熱量
を関連付けた制御データを含み、前記制御部を構成するプログラムから独立したデータ構
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造で、かつ、前記プログラムから独立して書き換えが可能なように不揮発性メモリに記憶
されている制御テーブルと
を有する電子機器。
【請求項１２】
　筐体の回動により複数の使用モードで利用することが可能な電子機器であって、
　システム筐体と、
　ディスプレイを搭載し前記システム筐体にヒンジ機構で結合してクローズ状態から開く
ことが可能なディスプレイ筐体と、
　前記ディスプレイ筐体と前記システム筐体の開閉角度を検出する角度センサと、
　前記ディスプレイ筐体が前記クローズ状態と所定の前記開閉角度の範囲にあるときに、
前記ディスプレイ筐体の回動方向に基づいて前記ディスプレイの画面を表示または非表示
に制御する制御部と、
　前記制御部が参照可能で、所定の前記開閉角度の範囲に設定した複数の角度レンジと各
角度レンジに関連付けた前記使用モードの識別子と所定の前記角度レンジと前記ディスプ
レイ筐体の回動方向に対して関連付けた画面の表示または非表示を示す制御データを含み
、前記制御部を構成するプログラムから独立したデータ構造で、かつ、前記プログラムか
ら独立して書き換えが可能なように不揮発性メモリに記憶されている制御テーブルと
を有する電子機器。
【請求項１３】
　筐体の回動により複数の使用モードで利用することが可能な電子機器であって、
　ディスプレイを搭載するディスプレイ筐体と、
　前記ディスプレイ筐体にヒンジ機構で結合したシステム筐体と、
　前記ディスプレイ筐体と前記システム筐体の開閉角度を検出する角度センサと、
　前記ディスプレイ筐体の重力に対する向きを検出する方向センサと、
　前記角度センサの出力と前記方向センサの出力から前記ディスプレイ筐体と前記システ
ム筐体が左右に開かれた状態を認識したときに画面の自動回転機能を制御する制御部と、
　前記制御部が参照可能で、所定の前記開閉角度の範囲に設定した複数の角度レンジと各
角度レンジに関連付けた前記使用モードの識別子と前記ディスプレイ筐体と前記システム
筐体を左右に開いた状態のブック・モードでかつ第１の前記角度レンジのときに前記自動
回転機能をディスエーブルに設定し、前記第１の角度レンジより前記開閉角度が大きい第
２の角度レンジのときに前記自動回転機能をイネーブルに設定することを示す制御データ
を含み、前記制御部を構成するプログラムから独立したデータ構造で、かつ、前記プログ
ラムから独立して書き換えが可能なように不揮発性メモリに記憶されている制御テーブル
と
を有する電子機器。
【請求項１４】
　筐体の回動により複数の使用モードで利用することが可能な電子機器であって、
　ディスプレイを搭載するディスプレイ筐体と、
　前記ディスプレイ筐体の端部に配置したアンテナと、
　前記アンテナに対する物体の接近を検出する近接センサと、
　前記ディスプレイ筐体にヒンジ機構で結合したシステム筐体と、
　前記ディスプレイ筐体と前記システム筐体の開閉角度を検出する角度センサと、
　前記ディスプレイ筐体の重力に対する向きを検出する方向センサと、
　前記角度センサの出力と前記方向センサの出力から前記近接センサの出力により前記ア
ンテナの出力を自動的に低下させるＳＡＲ対策機能をディスエーブルにする制御部と、
　前記制御部が参照可能で、所定の前記開閉角度の範囲に設定した複数の角度レンジと各
角度レンジに関連付けた前記使用モードの識別子と前記ディスプレイと前記システム筐体
が搭載するキーボードを上に向けて机上面にテント状に配置したテント・モードのときに
前記近接センサの出力で前記ＳＡＲ対策機能をディスエーブルにすることを示す制御デー
タを含み、前記制御部を構成するプログラムから独立したデータ構造で、かつ、前記プロ
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グラムから独立して書き換えが可能なように不揮発性メモリに記憶されている制御テーブ
ルと
を有する電子機器。
【請求項１５】
　筐体の回動によりラップトップ・モードとタブレット・モードを含む複数の使用モード
で利用することが可能な電子機器であって、
　ディスプレイを搭載するディスプレイ筐体と、
　前記ディスプレイ筐体にヒンジ機構で結合したシステム筐体と、
　前記電子機器に生じた振動を検出する振動センサと、
　前記ディスプレイ筐体と前記システム筐体の開閉角度を検出する角度センサと、
　前記角度センサの出力から前記タブレット・モードを認識し、かつ前記振動センサの出
力から前記電子機器が移動中であると認識したときに前記電子機器をスリープ状態に遷移
させる制御部と、
　前記制御部が参照可能で、所定の前記開閉角度の範囲に設定した複数の角度レンジと各
角度レンジに関連付けた前記使用モードの識別子と前記タブレット・モードの間に前記振
動センサの出力で前記電子機器をスリープ状態に遷移させることを示す制御データを含み
、前記制御部を構成するプログラムから独立したデータ構造で、かつ、前記プログラムか
ら独立して書き換えが可能なように不揮発性メモリに記憶されている制御テーブルと
を有する電子機器。
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