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(57)【要約】
【課題】
移動通信端末装置における表示部の表示内容を簡易な操
作で変化させる。
【解決手段】
　センサユニット２５が、携帯電話装置の姿勢及び加速
度を検出する。引き続き姿勢データ処理部３３が、検出
された姿勢が、非回転状態又は回転状態のいずれである
か検出する。回転状態であった場合には領域制御部３６
が、回転状態に対応して表示対象画像における表示対象
領域を変化させる。また、加速度データ処理部３４は、
検出された加速度により、携帯電話装置が加速状態又は
非加速状態のいずれの状態にあるか検出する。加速状態
であった場合には、倍率制御部３７が、加速度の方向に
基づいて表示倍率を変化させる。そして、領域制御部３
６及び倍率制御部３７から報告された表示対象領域及び
表示倍率に基づいて、表示データ生成部３５が、表示画
像を生成し、これを表示部１３に表示させる。
【選択図】　図３



(2) JP 2008-26798 A 2008.2.7

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信端末装置において使用される画像の表示処理方法であって、
　前記移動通信端末装置の姿勢を検出する姿勢検出工程と；
　前記姿勢検出工程において検出された姿勢が、基準姿勢を含む所定姿勢範囲の外側であ
るか否かを判定する所定範囲外判定工程と；
　前記姿勢判定工程における判定の結果が肯定的であった場合に、前記検出された姿勢と
前記基準姿勢範囲との関係に対応して、前記移動通信端末装置の表示部に表示される前記
画像の表示対象領域を連続的に変化させる領域制御工程と；を備える表示処理方法。
【請求項２】
　前記領域制御工程では、前記姿勢検出工程において検出された姿勢と基準姿勢との差の
値に対応する速度で、前記差の値に対応する方向に沿って、前記表示対象領域を変化させ
ることを特徴とする請求項１に記載の表示処理方法。
【請求項３】
　前記表示部の表示面と直交する方向の加速度を検出する加速度検出工程と；
　前記加速度検出工程において検出された加速度の大きさが、所定値を超えたか否かを判
定する加速度判定工程と；
　前記加速度判定工程における判定の結果が肯定的であった場合に、前記加速度の方向に
対応して、前記表示部における表示倍率を変化させる倍率制御工程と；を更に備える、こ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の表示処理方法。
【請求項４】
　前記倍率制御工程では、前記加速度の大きさに基づいて前記表示倍率を定める、ことを
特徴とする請求項３に記載の表示処理方法。
【請求項５】
　前記基準姿勢における前記表示部の表示面と直交する方向に関する前記移動通信端末装
置の位置を検出する位置検出工程と；前記位置検出工程において検出された位置に対応し
て、前記表示部における表示倍率を変化させる倍率制御工程と；を更に備える、ことを特
徴とする請求項１又は２に記載の表示処理方法。
【請求項６】
　前記所定姿勢範囲は、前記基準姿勢における表示縦軸及び表示横軸の少なくとも一方の
軸回りの初期姿勢からの回転角が所定値以下の範囲である、ことを特徴とする請求項１～
５のいずれか一項に記載の表示処理方法。
【請求項７】
　前記基準姿勢は、前記表示部の表示面が水平となる姿勢である、ことを特徴とする請求
項６に記載の表示処理方法。
【請求項８】
　前記姿勢角検出工程に先立って、前記移動通信端末装置の前記初期姿勢を検出する初期
姿勢検出工程を更に備え、
　前記基準姿勢は、前記初期姿勢である、ことを特徴とする請求項６に記載の表示処理方
法。
【請求項９】
　画像を表示する表示部と；
　姿勢を検出する姿勢検出手段と；
　前記姿勢検出手段により検出された姿勢が、所定姿勢範囲の外側にあるか否かを判定す
る所定範囲外判定手段と；
　前記所定範囲外判定手段による判定の結果が肯定的であった場合に、前記姿勢と前記所
定姿勢範囲との関係に対応して、前記表示部の表示対象領域を連続的に変化させる領域制
御手段と；を備える移動通信端末装置。
【請求項１０】
　前記領域制御手段は、前記姿勢検出手段により検出された姿勢が前記所定姿勢範囲の外
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側に存在する状態である場合に、前記姿勢検出手段において検出された姿勢に対応する速
度及び前記姿勢と前記所定姿勢範囲との関係に対応して、前記表示部の表示対象領域を連
続的に変化させる、ことを特徴とする請求項９に記載の移動通信端末装置。
【請求項１１】
　前記表示部の表示面と直交する方向の加速度を検出する加速度検出手段と；
　前記加速度検出手段により検出された加速度の大きさが、所定値を超えたか否かを判定
する加速度判定手段と；
　前記加速度の方向に対応して、前記表示部の表示倍率を変化させる倍率制御手段と；を
更に備える、ことを特徴とする請求項９又は１０に記載の移動通信端末装置。
【請求項１２】
　前記倍率制御手段では、前記加速度の大きさに基づいて、前記表示倍率を定めることを
特徴とする、請求項１１に記載の移動通信端末装置。
【請求項１３】
　基準姿勢における前記表示部の表示面と直交する方向に関する前記移動通信端末装置の
位置を検出する位置検出手段と；
　前記位置検出手段において検出された位置に対応して、前記表示部における表示倍率を
変化させる倍率制御手段と；を更に備える、ことを特徴とする請求項９又は１０に記載の
移動通信端末装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信端末装置の表示部への表示処理方法、及び、当該表示処理方法を使
用する移動通信端末装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、携帯電話装置等の移動通信端末装置が広く普及している。こうした移動通信
端末装置に関する技術の進歩は目覚しく、近年においては、通常の通話機能や電子メール
機能等の他にも、ウェブブラウザ機能や、ネットワーク経由で、又は、記録媒体を介して
取得したデジタルコンテンツ画像を表示する機能を搭載した機種も実用化されている。
【０００３】
　かかるウェブブラウザ機能やデジタルコンテンツ画像の機能を実行する際には、移動通
信端末装置においては、まず、パーソナルコンピュータ等の場合と同様に、表示部にウェ
ブページ画像やデジタルコンテンツ画像の一部又は全部が表示される。そして、表示部に
表示された当該画像の表示領域とは異なる領域の内容を表示させようとする場合には、利
用者は入力デバイスを操作して、表示対象領域を変化させる手法が一般的に採用されてい
る。以下の特許文献１においては、画面スクロールにより表示対象領域を変化させる例が
示されている。また、表示倍率を変化させようとする場合にも利用者は入力デバイスを操
作して、表示対象領域を変化させる手法が一般的に採用されている。以下の特許文献２に
おいては、十字キーとその長押しにより表示内容の拡大縮小を行う方法が示されている。
【特許文献１】特開２００１－２４９６５８号公報
【特許文献２】特開２００４－２６０４３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した従来から採用されている手法は、十分に大きな表示面を有する表示部を有する
とともに、キーボードやマウスを標準的に接続できるパーソナルコンピュータ等に整合し
た技術である。また、ウェブページ画像やデジタルコンテンツ画像の多くは、パーソナル
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コンピュータにおける表示面のサイズに適合するように作成されている。
【０００５】
　こうしたパーソナルコンピュータにおける表示面のサイズに適合した表示対象画像を、
携帯電話装置等の移動通信端末装置のように小さな表示面しか利用できない環境で表示す
る場合には、表示対象画像のごく一部しか表示できない。このため、表示対象画像におけ
る所望の領域を移動通信端末装置の表示面に表示させるためには、表示対象領域を変化さ
せることが必要となる事態がしばしば発生することになる。
【０００６】
　こうした場合に、マウス等のポインティングデバイスが利用できれば、表示対象領域を
変化させることを比較的容易に行うことができると考えられるが、携帯電話装置等の小型
の移動通信端末装置は、通常、入力デバイスとして、一般に、複数の小さなキーを備える
ストロークデバイスしか備えていない。したがって、携帯電話装置等の小型の移動通信端
末装置において表示対象領域を所望の領域へ変化させるには、小さなキーを多数回押下す
ることが必要な場合が、しばしば発生していた。こうした小さなキーを多数回押下するこ
とは利用者にとって大変不便であった。
【０００７】
　本発明は、上記の事情を鑑みてなされたものであり、移動通信端末装置の表示部におけ
る表示内容を簡易に変化させることができる表示処理方法を提供することを目的とする。
【０００８】
　また、本発明は、表示部における表示内容を簡易に変化させることができる移動通信端
末装置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】
【０００９】
　本発明は、第１の観点からすると、移動通信端末装置において使用される画像の表示処
理方法であって、前記移動通信端末装置の姿勢を検出する姿勢検出工程と；前記姿勢検出
工程において検出された姿勢が、基準姿勢を含む所定姿勢範囲の外側であるか否かを判定
する所定範囲外判定工程と；前記姿勢判定工程における判定の結果が肯定的であった場合
に、前記検出された姿勢と前記基準姿勢範囲との関係に対応して、前記移動通信端末装置
の表示部に表示される前記画像の表示対象領域を連続的に変化させる領域制御工程と；を
備える表示処理方法である。
【００１０】
　ここで、「姿勢が、所定姿勢範囲の内側」にあるとは、例えば、所定姿勢範囲が、移動
通信端末装置の基準姿勢からの傾き角が－１０°以上、１０°以下である場合には、傾き
角の値をθとしたときに、－１０°≦θ≦１０°を満たす場合をいう。また、「姿勢が、
所定姿勢範囲の外側」にあるとは、例えば、所定姿勢範囲が、移動通信端末装置の基準姿
勢からの傾きが－１０°以上、１０°以下である場合には、傾き角の値をθとしたときに
、θ＜－１０°、又は、θ＞１０°を満たす場合をいう。本明細書においては、この意味
で、「姿勢範囲の内側」及び「姿勢範囲の外側」の用語を用いるものとする。
【００１１】
　この表示処理方法では、姿勢検出工程において、移動通信端末装置の姿勢が検出される
。引き続き、所定範囲外判定工程において、姿勢検出工程において検出された姿勢が、所
定姿勢範囲の外側にあるか否かが判定される。ここで、所定姿勢範囲は、操作性の観点か
ら、実験や経験によって定められる。なお、所定姿勢範囲は、予め固定的に設定されるよ
うにしてもよいし、利用者が設定可能としてもよい。
【００１２】
　所定範囲外判定工程における判定の結果が肯定的であった場合には、領域制御工程にお
いて、姿勢の変化方向に対応して、移動通信端末装置の表示部に表示される表示対象領域
を連続的に変化させる。このため、利用者は、移動通信端末装置の姿勢を変化させるとい
う簡易な操作で、表示部に表示される表示対象領域を連続的に変化させることができる。
したがって、本発明の表示処理方法によれば、表示対象領域を連続的に変化させることを
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簡易に行うことができる。
【００１３】
　本発明の表示処理方法では、前記領域制御工程において、前記姿勢検出工程で検出され
た姿勢と前記姿勢範囲の内側からの差の値に対応する速度で、前記差の値に対応する方向
に沿って、前記表示対象領域を変化させるようにすることができる。
【００１４】
　ここで、「差の値」とは、移動通信端末装置が所定姿勢範囲の外側にある場合に、移動
通信端末装置の傾き角の値から、姿勢範囲の内側と姿勢範囲の外側の境界にあたる傾き角
の値を差し引いた符号付きの値である。例えば、差の値が、プラスである場合には、移動
通信端末装置が基準姿勢から右方向へ回転したことが示され、マイナスである場合には、
移動通信端末装置が基準姿勢から左方向へ回転したことが示される。本明細書においては
、この意味で、「差の値」の用語を用いるものとする。
【００１５】
　この場合には、姿勢が所定姿勢範囲の外側である場合に、領域制御工程において、現時
点の姿勢と基準姿勢との差の値に対応する速度で、差の値に対応する方向に沿って、表示
部における表示対象領域を連続的に変化させる。このため、移動通信端末装置の基準姿勢
からの傾きの方向と大きさを調整することにより、所望の方向に所望の速度で、表示対象
領域を連続的に変化させることができる。
【００１６】
　また、本発明の表示処理方法では、前記表示部の表示面と直交する方向の加速度を検出
する加速度検出工程と；前記加速度検出工程において検出された加速度の大きさが、所定
値を超えたか否かを判定する加速度判定工程と；前記加速度判定工程における判定の結果
が肯定的であった場合に、前記加速度の方向に対応して、前記移動通信端末装置の表示部
における表示倍率を変化させる倍率制御工程と；を更に備えるようにすることができる。
【００１７】
　この場合には、加速度検出工程において、移動通信端末装置の表示部の表示面と直交す
る方向の加速度が検出される。引き続き、加速度判定工程において、加速度検出工程にお
いて検出された加速度の大きさが所定値を超えたか否かが判定される。ここで、所定値は
、操作性の観点から、実験や経験によって定められる。なお、所定値は、予め固定的に設
定されるようにしてもよいし、利用者が設定可能としてもよい。
【００１８】
　加速度判定工程における判定の結果が肯定的であった場合には、倍率制御工程において
、まず、現時点における表示倍率と加速度の方向とに基づいて新たな表示倍率を決定する
。そして、新たな表示倍率で画像表示を行う。このため、移動通信端末装置を所定値を超
える加速度で表示面と直交する方向に移動通信端末装置を動かすという簡単な操作により
、表示倍率を変化させることができる。
【００１９】
　ここで、前記倍率制御工程では、前記加速度の大きさに対応した倍率で、前記移動通信
端末装置の表示部の表示倍率を変化させるようにすることができる。この場合には、移動
通信端末装置の表示面と直交する方向に沿った運動の加速度を調整することにより、表示
倍率の変化量を調整することができる。
【００２０】
　また、本発明の表示処理方法では、前記基準姿勢における前記表示部の表示面と直交す
る方向に関する前記移動通信端末装置の位置を検出する位置検出工程と；前記位置検出工
程において検出された位置に対応する表示倍率による表示を行う前記倍率制御工程と；を
更に備えるようにすることができる。
【００２１】
　この場合には、位置検出工程において基準姿勢における移動通信端末装置の表示面と直
交する方向に関する位置を検出し、その位置に対応する倍率で表示部の表示を連続的に変
化させる。このため、移動通信端末装置の表示面と直交する方向に関する位置を変化させ
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ることにより、簡易に、表示倍率を連続的に変化させることができる。
【００２２】
　また、本発明の表示処理方法では、前記所定姿勢範囲を、前記移動通信端末装置の基準
姿勢における表示縦軸及び表示横軸の少なくとも一方の軸回りの前記基準姿勢からの回転
角が所定値以下の範囲とすることができる。
【００２３】
　ここで、前記基準姿勢を、前記表示部の表示面が水平となる姿勢とすることができる。
また、前記姿勢角検出工程に先立って、前記移動通信端末装置の前記初期姿勢を検出する
初期姿勢検出工程を更に備え、前記基準姿勢を前記初期姿勢とすることができる。
【００２４】
　本発明は、第２の観点からすると、画像を表示する表示部と；姿勢を検出する姿勢検出
手段と；前記姿勢検出手段により検出された姿勢が、所定姿勢範囲の外側にあるか否かを
判定する所定範囲外判定手段と；前記所定範囲外判定手段による判定の結果が肯定的であ
った場合に、前記姿勢と前記所定姿勢範囲との関係に対応して、前記表示部の表示対象領
域を連続的に変化させる領域制御手段と；を備える移動通信端末装置である。
【００２５】
　この移動通信端末装置では、姿勢検出手段が、移動通信端末装置の姿勢を検出する。引
き続き、所定範囲外判定手段が、姿勢検出手段により検出された姿勢が、所定姿勢範囲の
外側にあるか否かを判定する。そして、所定範囲外判定手段による判定の結果が肯定的で
あった場合には、領域制御手段が、姿勢と所定姿勢範囲との関係に対応して、表示部にお
ける表示対象領域を連続的に変化させる。
【００２６】
　すなわち、本発明の移動通信端末装置は、上述した本発明の表示処理方法を使用して、
表示部の表示対象領域を連続的に変化させることができる。したがって、本発明の移動通
信端末装置によれば、表示対象領域を所望の方向に、連続的に変化させることを簡易に行
うことができる。
【００２７】
　本発明の移動通信端末装置では、前記領域制御手段は、所定範囲外判定手段の判定の結
果が肯定的であった場合に、前記姿勢検出工程において検出された姿勢と前記基準姿勢と
の差の値に対応する速度で、前記差の値に対応する方向に沿って、前記表示対象領域を変
化させるようにすることができる。
【００２８】
　この場合には、所定範囲外判定手段の判定の結果が肯定的であった場合に、領域制御手
段は、姿勢検出工程において検出された姿勢と基準姿勢との差の値に対応する速度で、差
の値に対応する方向に沿って、表示部に表示される表示対象領域を連続的に変化させる。
このため、移動通信端末装置の基準姿勢からの傾きの方向と大きさを調整することにより
、所望の方向に所望の速度で、表示対象領域を連続的に変化させることができる。
【００２９】
　また、本発明の移動通信端末装置では、前記移動通信端末装置の前記表示部の表示面と
直交する方向の加速度を検出する加速度検出手段と；前記加速度検出手段において検出さ
れた加速度の大きさが、所定値を超えたか否かを判定する加速度判定手段と；前記加速度
の方向に対応して、前記表示部の表示倍率を変化させることを特徴とする倍率制御手段と
；を更に備えることができる。
【００３０】
　この場合には、加速度検出手段が、移動通信端末装置の表示部の表示面と直交する方向
の加速度を検出する。引き続き、加速度判定手段が、加速度検出手段により検出された加
速度が所定値を上回っているか否かを判定する。この判定結果が肯定的であった場合には
、倍率制御手段が、移動通信端末装置の加速度の方向に対応して表示倍率を変化させる。
このため、移動通信端末装置を所定値を超える加速度で表示面と直交する方向に移動通信
端末装置を動かすという簡単な操作により、表示倍率を変化させることができる。
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【００３１】
　ここで、前記倍率制御手段は、前記加速度の大きさ及び加速度の方向に基づいて、前記
表示倍率を定めるようにすることができる。この場合には、移動通信端末装置の表示面と
直交する方向に沿った運動の加速度を調整することにより、表示倍率の変化量を調整する
ことができる。
【００３２】
　また、本発明の移動通信端末装置では、基準姿勢における前記表示部の表示面と直交す
る方向に関する前記移動通信端末装置の位置を検出する位置検出手段と；前記位置検出手
段において検出された位置に対応して、前記表示部における表示倍率を変化させる倍率制
御手段と；を更に備えるようにすることができる。
【００３３】
　この場合には、位置検出手段が、基準姿勢における前記表示部の表示面と直交する方向
に関する前記移動通信端末装置の位置を検出する。そして、倍率制御手段が、位置検出手
段において検出された位置に対応する表示倍率で表示部への画像の表示を行う。このため
、移動通信端末装置の表示面と直交する方向に関する位置を変化させることにより、簡易
に、表示倍率を連続的に変化させることができる。
【発明の効果】
【００３４】
　以上説明したように、本発明の表示処理方法によれば、移動通信端末装置における表示
部への表示内容を簡易に変化させることができるという効果を奏する。
【００３５】
　また、本発明の移動通信端末装置によれば、表示部への表示内容を簡易に変化させるこ
とができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、本発明の一実施形態を、図１～９を参照しつつ説明する。なお、これらの図にお
いては、同一又は同等の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００３７】
　［構成］
　図１には、移動通信端末装置である携帯電話装置１０の外観構成が概略的に示されてい
る。ここで、図１（Ａ）には、携帯電話装置１０の外観の正面図が示され、図１（Ｂ）に
は、携帯電話装置１０の外観の背面図が示されている。
【００３８】
　図１（Ａ）、図１（Ｂ）に総合的に示されるように、携帯電話装置１０は、（ａ）携帯
電話本体１１と、（ｂ）電話番号を入力するためのテンキー、及び、動作モードの切換等
の各種指令を、後述する制御部２１（図２参照）に入力するためのファンクションキーを
有する操作部１２と、（ｃ）操作案内、動作状況、受信メッセージ等を表示する液晶表示
装置を有する表示手段としての表示部１３とを備えている。また、携帯電話装置１０は、
（ｄ）通話時に通信相手から送られてきた音声信号を再生する通話用スピーカ１４と、（
ｅ）集音時に音を入力したり、通話時に音声を入力したりするためのマイクロフォン１５
と、（ｆ）着信音や案内音を発生するための案内用スピーカ１６と、（ｇ）基地局との間
で無線信号を授受するためのアンテナ１７とを備えている。なお、携帯電話装置１０につ
いては、図１に示されるようにＸ軸、Ｙ軸及びＺ軸で表される固有のＸＹＺ座標系が定義
されている。
【００３９】
　携帯電話本体１１の内部には、図２に示されるように、（ｉ）携帯電話装置１０全体の
動作を統括制御する制御部２１と、(ii)アンテナ１７を介して、基地局との間で無線信号
の送受信を行う送受信部２２と、（iii）制御部２１で実行されるプログラムや各種デー
タを格納する、読出専用メモリ（ＲＯＭ）素子やランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）素子
を有する記憶部２３とを備えている。また、携帯電話本体１１の内部には、（iv）携帯電



(8) JP 2008-26798 A 2008.2.7

10

20

30

40

50

話装置１０の姿勢及び携帯電話装置１０に作用する加速度を計測する姿勢検出手段として
のセンサユニット２５を備えている。ここで、記憶部２３内には、一時記憶領域２４Ｔと
、表示コンテンツ記憶領域２４Ｆとが用意されている。なお、一時記憶領域２４Ｔ及び表
示コンテンツ記憶領域２４Ｆは、書込み及び読出しが可能な領域となっている。
【００４０】
　制御部２１は、中央処理装置（ＣＰＵ）、デジタル信号処理装置（ＤＳＰ）等を備えて
おり、一般的な携帯電話機能を実現するために、様々なデータ処理を行うとともに、上述
した他の構成要素の動作制御を行うようになっている。この制御部２１において実行され
るプログラムには、図３に示される計測データ収集処理部３１と、表示制御アプリケーシ
ョン３２とが含まれている。
【００４１】
　計測データ収集処理部３１は、表示制御アプリケーション３２からのコマンドを処理す
るとともに、センサユニット２５の計測動作の制御を行う。また、計測データ収集処理部
３１は、センサユニット２５からの計測生データのうち、表示制御アプリケーション３２
から指定された収集データ条件を満たす計測データを収集し、後述する一時記憶領域２４
Ｔに格納する。そして、計測データ収集処理部３１は、一時記憶領域２４Ｔに記憶されて
いる計測データのうち、表示制御アプリケーション３２から指定された通知データ条件を
満たす計測データを表示制御アプリケーション３２へ報告する。
【００４２】
　なお、計測データ収集処理部３１は、予め測定されたオフセット補正用の情報、及び、
オフセット補正後のデータから角度や加速度といった物理量を直接的に反映したデータに
変換するための物理量変換用情報を有している。そして、計測データ収集処理部３１は、
センサユニット２５からの計測生データに対してオフセット補正及び物理量変換を順次施
して、計測データを算出するようになっている。
【００４３】
　表示制御アプリケーション３２は、姿勢検出手段及び所定範囲外判定手段としての姿勢
データ処理部３３と、加速度検出手段及び加速度判定手段としての加速度データ処理部３
４とを備えている。また、表示制御アプリケーション３２は、表示データ生成部３５と、
領域制御手段としての領域制御部３６と、倍率制御手段としての倍率制御部３７とを備え
ている。
【００４４】
　以上の表示制御アプリケーション３２の構成要素３３～３７の説明に先立って、表示制
御アプリケーション３２で採用する携帯電話装置１０の回転状態及び加速状態の定義につ
いて説明する。
【００４５】
　まず、携帯電話装置１０がＸＹ基準姿勢にあるときのＸＹＺ座標系である座標系ＸSＹS

ＺSにおけるＹS軸回りの携帯電話装置１０の回転に関する携帯電話装置１０の非回転状態
、右回転状態及び左回転状態の定義について説明する。これらの非回転状態、右回転状態
及び左回転状態は、図４（Ａ）に示されるように、ＹS軸回りの携帯電話装置１０の回転
角θYに対応して定義されている。すなわち、携帯電話装置１０のＹS軸回りの回転角θY

が右回り（時計回り）に角度θY0以上９０°以下の場合が、右回転状態と定義されている
。また、携帯電話装置１０のＹS軸回りの回転角θYが左回り（反時計回り）に角度θY0以
上９０°未満の場合が、左回転状態と定義されている。そして、右回転状態でも左回転状
態でもない場合が、非回転状態と定義されている。
【００４６】
　また、携帯電話装置１０が回転状態にある場合に、図４（Ａ）における携帯電話装置１
０のＹS軸回りの回転角θYから、角度θY0の値を差し引いた値が、ＹS軸回りの変位角θY

Dと定義されている。
【００４７】
　次に、携帯電話装置１０がＸＹ基準姿勢にあるときのＸＹＺ座標系である座標系ＸSＹS
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ＺSにおけるＸS軸回りの携帯電話装置１０の回転に関する携帯電話装置１０の非回転状態
、前回転状態及び後回転状態の定義について説明する。これらの非回転状態、前回転状態
及び後回転状態は、図４（Ｂ）に示されるように、ＸS軸回りの携帯電話装置１０の回転
角θXに対応して定義されている。すなわち、携帯電話装置１０のＸS軸回りの回転角θX

が前回り（図４（Ｂ）における時計回り）に角度θX0以上９０°以下の場合が、前回転状
態と定義されている。また、携帯電話装置１０のＸS軸回りの回転角θXが後回り（図４（
Ｂ）における反時計回り）に角度θX0以上９０°未満の場合が、後回転状態と定義されて
いる。そして、前回転状態でも後回転状態でもない場合が、非回転状態と定義されている
。
【００４８】
　また、携帯電話装置１０が回転状態にある場合に、図４（Ｂ）における携帯電話装置１
０のＸS軸回りの回転角θXから、角度θX0の値を差し引いた値が、ＸS軸回りの変位角θX

Dと定義されている。
【００４９】
　なお、角度θY0及びθX0は、表示制御アプリケーション３２の設計者により予め定めら
れる。本実施形態では、角度θY0及びθX0が１０°に定められている。また、本実施形態
では、座標系ＸSＹSＺSについては、ＸSＹS面が水平面であることのみが条件とされてい
る。また、以下の説明においては、角度θY及び角度θXを、傾き角θY及び傾き角θXとも
呼ぶものととする。
【００５０】
　次いで、表示制御アプリケーション３２で採用する携帯電話装置１０の加速状態につい
て説明する。加速状態とは、図５に示されるように、携帯電話装置１０がＸＹ基準姿勢に
あるときの座標系ＸSＹSＺSにおけるＺS軸に沿った加速度に対応して定義されている。す
なわち、携帯電話装置１０のＺS軸に沿った加速度αsの大きさがα0（ｍ／ｓ2）を超える
場合が、加速状態と定義されており、加速度αsの大きさがα0（ｍ／ｓ2）以下の場合は
、非加速状態と定義されている。
【００５１】
　なお、加速度α0は、表示制御アプリケーション３２の設計者により予め定められる。
本実施形態では、重力加速度をｇとして、値α0が２ｇ（ｍ／ｓ2）に定められている。
【００５２】
　姿勢データ処理部３３は、計測データ収集処理部３１からの計測データに基づいて、傾
き角θY及び傾き角θXとを算出する。引き続き、姿勢データ処理部３３は、算出された傾
き角θY及び傾き角θXに基づいて、携帯電話装置１０が、非回転状態、右回転状態、左回
転状態、前回転状態及び後回転状態のいずれに該当しているかを検出する。そして、姿勢
データ処理部３３は、携帯電話装置１０が非回転状態以外の状態にある場合には、携帯電
話装置１０の回転状態に対応する変位角θYD又はθXDを算出する。こうして得られた携帯
電話装置１０の回転状態の種類及び変位角は、領域制御部３６へ報告される。
【００５３】
　加速度データ処理部３４は、計測データ収集処理部３１からの計測データに基づいて、
携帯電話装置１０のＺS軸に沿った加速度αsを算出する。引き続き、加速度αsの大きさ
に基づいて、携帯電話装置１０が非加速状態にあるか、加速状態にあるかを検出する。そ
して、携帯電話装置１０が加速状態にある場合には、加速度αsの方向が＋ＺS方向か、－
ＺS方向かを検出する。こうして得られた「携帯電話装置１０が加速状態にある」旨の情
報、及び、加速方向は、倍率制御部３７へ報告される。
【００５４】
　領域制御部３６は、姿勢データ処理部３３からの報告結果に基づいて、表示対象画像に
おける表示対象領域を算出する。この表示対象領域の算出に際して、領域制御部３６は、
右回転状態、左回転状態、前回転状態及び後回転状態に対応して、表示対象領域を右、左
、上及び下へ連続的に移動させる。ここで、移動の速度は、変位角θYD又はθXDの大きさ
に対応する速度とされる。領域制御部３６は、算出された表示対象領域を表示データ生成
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部３５へ報告する。
【００５５】
　倍率制御部３７は、加速度データ処理部３４からの報告結果に基づいて、表示倍率を算
出する。この表示倍率の算出に際して、倍率制御部３７は、加速度方向が＋ＺS方向であ
る場合には、表示倍率を現在の表示倍率よりも一定の割合（例えば、（１／１．５）倍）
で小さくする。また、倍率制御部３７は、加速度方向が＋Ｚ方向である場合には、表示倍
率を現在の表示倍率よりも一定の割合（例えば、１．５倍）で大きくする。倍率制御部３
７は、算出された表示倍率を表示データ生成部３５へ報告する。
【００５６】
　表示データ生成部３５は、表示コンテンツ記憶領域２４Ｆに記憶された表示対象画像に
ついて、領域制御部３６から報告された表示対象領域の画像を、倍率制御部３７から報告
された表示倍率で表示するための表示データを生成する。こうして生成された表示データ
は表示部１３へ送られ、表示データに対応する画像が表示部１３に表示される。
【００５７】
　センサユニット２５は、携帯電話装置１０の姿勢角及び携帯電話装置１０に作用する加
速度を検知し、アナログ電圧信号として出力するセンサ部２６と、センサ部２６から電圧
信号の電圧値をデジタル値に変換するアナログデジタル（Ａ／Ｄ）変換器２７とを備えて
いる。そして、Ａ／Ｄ変換器２７から出力されるデジタルデータが、計測データとして制
御部２１へ通知される。また、センサユニット２５は、制御部２１からの計測開始指令に
より動作を開始し、制御部２１からの計測停止指令により動作を停止するようになってい
る。
【００５８】
　センサ部２６は、ＸＹ面が水平面であり、Ｙ方向が真北方向となるＸＹＺ基準姿勢であ
るＸＹＺ基準座標系ＸCＹCＺCにおける携帯電話装置１０のＸC軸回りの回転角（ピッチ角
φX）、ＹC軸回りの回転角（ロール角φY）及びＺC軸回りの回転角（ヨー角φZ）を検知
する。また、センサ部２６は、Ｘ方向の加速度（αX）、Ｙ方向の加速度（αY）及びＺ方
向の加速度（αz）を検知する。そして、センサユニット２５は、各計測時点において検
知されたピッチ角φX、ロール角φY、ヨー角φZ、Ｘ方向加速度αX、Ｙ方向加速度αY及
びＺ方向加速度αzを１組にし、計測生データとして制御部２１へ通知するようになって
いる。
【００５９】
　［動作］
　次に、以上のように構成された携帯電話装置１０における表示制御アプリケーション３
２による表示部１３への表示制御に主に着目して説明する。
【００６０】
　表示制御アプリケーション３２が起動されると、図６に示されるように、表示制御アプ
リケーション３２は、まずステップＳ１１において、姿勢の計測設定を行う。かかる設定
は、表示制御部３５が、計測データ収集処理部３１へ計測データ収集開始指令、及び、収
集データ条件を送ることにより行われる。
【００６１】
　計測開始指令を受けた計測データ収集処理部３１は、センサユニット２５に動作開始指
令を送る。この結果、センサユニット２５は動作を開始し、計測生データを定期的に制御
部２１へ送る動作を開始する。この後、制御部２１では、計測データ収集処理部３１が、
計測生データを受け、オフセット補正やゲイン補正をした後、収集データ条件を満たす計
測データを一時記憶領域２４Ｔに格納する動作を開始する。
【００６２】
　次に、ステップＳ１２において、表示データ生成部３５は、表示部１３の初期画面を表
示する。この初期画面では、表示コンテンツ記憶領域２４Ｆに格納されているデータを用
いて、あらかじめ決められたリソースからコンテンツを取得又は参照し、表示部１３に表
示する。
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【００６３】
　次いで、ステップＳ１３において、表示制御アプリケーション３２が、操作部１２にお
いて終了キーが押下されたか否かを判定する。この判定の結果が肯定的であった場合には
、表示制御アプリケーション３２は、処理を終了する。この結果、表示制御アプリケーシ
ョン３２の実行が終了する。
【００６４】
　ステップＳ１３における判定の結果が否定的であった場合には、処理はステップＳ１４
へ進む。このステップＳ１４では、回転状態及び加速状態が検出される。この回転状態及
び加速状態に際して、まず、表示制御アプリケーション３２が、通知データ条件を指定し
た計測データ要求を計測データ収集処理部３１へ送る。
【００６５】
　計測データ要求を受けた計測データ収集処理部３１は、通知データ条件を満たす計測デ
ータを表示制御アプリケーション３２へ報告する。表示制御アプリケーション３２におい
ては、姿勢データ処理部３３及び加速度データ処理部３４が、それぞれ計測データ収集処
理部３１から報告された計測データを受ける。
【００６６】
　計測データを受けた姿勢データ処理部３３は、携帯電話装置１０の傾き角θY及び傾き
角θXとを算出する。引き続き、姿勢データ処理部３３は、算出された傾き角θY及び傾き
角θXに基づいて、携帯電話装置１０が、非回転状態、右回転状態、左回転状態、前回転
状態及び後回転状態のいずれに該当しているかを検出する。そして、姿勢データ処理部３
３は、携帯電話装置１０が非回転状態以外の状態にある場合には、携帯電話装置１０の回
転状態に対応する変位角θYD又はθXDを算出する。こうして得られた携帯電話装置１０の
回転状態の種類及び変位角は、領域制御部３６へ報告される。
【００６７】
　また、計測データを受けた加速度データ処理部３４は、加速度αsを算出する。引き続
き、加速度データ処理部３４は、加速度αsの大きさに基づいて、携帯電話装置１０が非
加速状態にあるか、加速状態にあるかを検出する。そして、加速度データ処理部３４は、
携帯電話装置１０が加速状態にある場合には、加速度αsの方向が＋ＺS方向か、－ＺS方
向かを検出する。こうして得られた携帯電話装置１０の加速状態にあること、及び、加速
方向は、倍率制御部３７へ報告される。
【００６８】
　次に、ステップＳ１５において、表示制御アプリケーション３２による表示部１３への
画像の表示制御が行われる。この表示制御処理では、図７に示されるように、まず、ステ
ップＳ２１において、領域制御部３６が、姿勢データ処理部３３から携帯電話装置１０が
右回転状態にあることが報告されたか否かを判定する。
【００６９】
　ステップＳ２１における判定の結果が肯定的であった場合には、処理はステップＳ２２
へ進む。このステップＳ２２では、領域制御部３６は、変位角θYDの大きさに対応した速
度で移動したとした場合における変位量だけ、表示対象領域の中心点を右方向（＋Ｘ方向
）に変化（以下、「右スクロール」ともいう）させる。この後、処理はステップＳ２５へ
進む。
【００７０】
　ステップＳ２１における判定の結果が否定的であった場合には、処理はステップＳ２３
へ進む。このステップＳ２３では、領域制御部３６が、姿勢データ処理部３３から携帯電
話装置１０が左回転状態にあることが報告された否かを判定する。
【００７１】
　ステップＳ２３における判定の結果が肯定的であった場合には、処理はステップＳ２４
へ進む。このステップＳ２４では、領域制御部３６は、変位角θYDの大きさに対応した速
度で移動したとした場合における変位量だけ、表示対象領域の中心点を左方向（－Ｘ方向
）に変化（以下、「左スクロール」ともいう）させる。この後、処理はステップＳ２５へ
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進む。
【００７２】
　ステップＳ２５では、領域制御部３６が、姿勢データ処理部３３から携帯電話装置１０
が前回転状態にあることが報告されたか否かを判定する。ステップＳ２５における判定の
結果が肯定的であった場合には、処理はステップＳ２６へ進む。このステップＳ２６では
、領域制御部３６は、変位角θXDの大きさに対応した速度で移動したとした場合における
変位量だけ、表示対象領域の中心点を上方向（＋Ｙ方向）に変化（以下、「上スクロール
」ともいう）させる。この後、処理はステップＳ２９へ進む。
【００７３】
　ステップＳ２５における判定の結果が否定的であった場合には、処理はステップＳ２７
へ進む。このステップＳ２７では、領域制御部３６が、姿勢データ処理部３３から後回転
状態にあることが報告された否かを判定する。
【００７４】
　ステップＳ２７における判定の結果が否定的であった場合には、処理はステップＳ２９
へ進む。一方、ステップＳ２７における判定の結果が肯定的であった場合には、処理はス
テップＳ２８へ進む。このステップＳ２８では、領域制御部３６は、変位角θYDの大きさ
に対応した速度で移動したとした場合における変位量だけ、表示対象領域の中心点を下方
向（－Ｙ方向）に変化（以下、「下スクロール」ともいう）させる。
【００７５】
　こうして表示対象領域の中心点が求められると、領域制御部３６は、求められた表示対
象領域の中心点を表示データ生成部３５へ報告する。この後、処理はステップＳ２９へ進
む。
【００７６】
　ステップＳ２９では、倍率制御部３７が、加速度データ処理部３４から加速状態にある
ことが報告されたか否かを判定する。ステップＳ２９における判定の結果が否定的であっ
た場合には、倍率制御部３７は、現在の表示倍率を表示データ生成部３５へ報告する。そ
の後、処理はステップＳ３１へ進む。
【００７７】
　ステップＳ２９における判定の結果が肯定的であった場合には、処理はステップＳ３０
へ進む。このステップＳ３０では、倍率制御部３７が、表示倍率の変更を行う。かかる表
示倍率の変更に際して、倍率制御部３７は、加速方向が＋ＺS方向であった場合には、表
示倍率を現在の表示倍率よりも一定の割合で小さくする（以下、「縮小」ともいう）。一
方、倍率制御部３７は、加速方向が－ＺS方向であった場合には、表示倍率を現在の表示
倍率よりも一定の割合で大きくする（以下、「拡大」ともいう）。そして、倍率制御部３
７は、変更された表示倍率を、表示データ生成部３５へ報告する。その後、処理はステッ
プＳ３１へ進む。
【００７８】
　ステップＳ３１では、表示データ生成部３５が、表示部１３への表示処理を行う。この
表示処理では、表示データ生成部３５が、領域制御部３６から報告された表示対象領域の
中心と、倍率制御部３７から報告された表示倍率とに基づいて、表示部１３において表示
されるべき画像のデータ（表示データ）を生成する。表示データ生成部３５は、こうして
生成された表示データを表示部１３へ送る。この結果、表示部１３においては、当該表示
データに対応する画像が表示される。
【００７９】
　以上のようにして表示データが作成され、表示部１３に表示された画像の変化例が図８
及び図９に示されている。図８においては、右スクロール（図８（Ａ）から図８（Ｂ）へ
の表示画像の変化）及び左スクロール（図８（Ｂ）から図８（Ａ）への表示画像の変化）
の例が示されている。また、図９においては、画像拡大（図９（Ａ）から図９（Ｂ）への
表示画像の変化）及び画像縮小（図９（Ｂ）から図９（Ａ）への表示画像の変化）の例が
示されている。
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【００８０】
　こうして、表示部１３への表示処理が終了すると、ステップＳ１５の処理が終了し、処
理は図６のステップＳ１３へ戻る。以後、ステップＳ１３における判定の結果が肯定的と
なるまで、上述のステップＳ１３～Ｓ１５の処理は繰り返される。
【００８１】
　以上説明したように、本実施形態では、センサユニット２５による検出結果に基づいて
、姿勢データ処理部３３が、携帯電話装置１０の傾き角θY及び傾き角θXを算出する。引
き続き、姿勢データ処理部３３は、算出された傾き角θY及び傾き角θXに基づいて、携帯
電話装置１０が、所定姿勢範囲内である非回転状態、並びに所定姿勢範囲外である右回転
状態、左回転状態、前回転状態及び後回転状態のいずれに該当しているかを検出する。
【００８２】
　次に、領域制御部３６が、姿勢データ処理部３３による検出結果に基づいて、表示対象
画像における表示対象領域の中心点を算出する。この表示対象領域の算出に際して、領域
制御部３６は、右回転状態、左回転状態、前回転状態及び後回転状態に対応して、表示対
象領域を右、左、上及び下へ連続的に移動させる。
【００８３】
　そして、表示データ生成部３５が、領域制御部３６から報告された表示対象領域の中心
点に基づいて、表示データを作成し、表示部１３へ送る。この結果、表示部１３には、当
該表示データに対応する画像が表示される。
【００８４】
　したがって、本実施形態によれば、利用者が表示対象領域を移動させたい方向に対応す
る回転方向で携帯電話装置を傾けるという簡単な操作により、表示対象領域を所望の方向
に、連続的に変化させることを簡易に行うことができる。
【００８５】
　また、本実施形態では、姿勢データ処理部３３が、携帯電話装置１０が非回転状態以外
の状態にある場合には、携帯電話装置１０の回転状態に対応する変位角θYD又はθXDを算
出する。そして、領域制御部３６が、表示対象領域の中心を、変位角θYD又はθXDの大き
さに対応する速度で移動したとした場合における変位量だけ変化させる。ここため、利用
者は、携帯電話装置１０を傾ける方向と傾きの大きさとを調整することにより、所望の方
向に所望の速度で、表示対象領域を連続的に変化させることができる。
【００８６】
　また、本実施形態では、加速度データ処理部３４が、計測データ収集処理部３１からの
計測データに基づいて、携帯電話装置１０のＺS軸に沿った加速度αsを算出する。引き続
き、加速度αsの大きさに基づいて、携帯電話装置１０が非加速状態にあるか、加速状態
にあるかを検出する。そして、携帯電話装置１０が加速状態にある場合には、加速度αs

の方向が＋ＺS方向か、－ＺS方向かを検出する。
【００８７】
　そして、倍率制御部３７が、加速度データ処理部３４による検出結果に基づいて、表示
倍率を算出する。この表示倍率の算出に際して、倍率制御部３７は、加速度方向が＋Ｚ方
向である場合には、表示倍率を現在の表示倍率よりも一定の割合で小さくする。また、倍
率制御部３７は、加速度方向が＋Ｚ方向である場合には、表示倍率を現在の表示倍率より
も一定の割合で大きくする。
【００８８】
　そして、表示データ生成部３５が、倍率制御部３７から報告された表示倍率に対応する
表示データを作成し、表示部１３へ送る。この結果、表示部１３には、当該表示データに
対応する画像が表示される。このため、移動通信端末装置を所定値を超える加速度で表示
面と直交する方向に動かすという簡単な操作により、表示倍率を変化させることができる
。このため、利用者は、携帯電話装置１０に所定値を超える大きさの加速度を付与する方
向を調整することにより、画像の拡大又は縮小を行うことができる。
【００８９】
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　［実施形態の変形］
　なお、上記の実施形態では、角度θ0を１０°としたが、９０°以下の任意の角度とす
ることができる。
【００９０】
　また、上記の実施形態では、加速度α0の大きさを２ｇ（ｍ／ｓ2）としたが、任意の値
とすることができる。
【００９１】
　また、上記の実施形態では、表示倍率の変更を加速度方向にのみ基づいて、一定割合で
変化させるようにした。これに対し、加速度の大きさ及び加速度の方向に基づいて、前記
表示倍率を定めるようにすることができる。この場合には、利用者が、携帯電話装置１０
の運動の加速度を調整することにより、表示倍率の変化量を調整することができる。
【００９２】
　また、上記の実施形態では、携帯電話装置１０のＺS軸方向の加速度α0の大きさが２ｇ
（ｍ／ｓ2）を越えていた場合に表示倍率を変化させるようにした。これに対し、携帯電
話装置１０の基準位置からのＺS軸方向の位置に対応して、表示画面を拡大又は縮小させ
ることとすることもできる。
【００９３】
　また、上記の実施形態では、本発明を携帯電話装置に適用したが、携帯電話装置以外の
移動通信端末装置に本発明を適用することができるのは、勿論である。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　以上説明したように、本発明の表示処理方法は、移動通信端末装置における表示内容の
変化に適用することができる。また、本発明の移動通信端末装置は、表示内容を変化させ
る移動通信端末に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本発明の一実施形態に係る携帯電話装置の外観構成を概略的に示す図である。
【図２】図１の装置の内部構成を説明するためのブロック図である。
【図３】図２の制御部で動作するソフトウエアの構成を概略的に示す図である。
【図４】図３の表示制御アプリケーションにおいて定義されている非回転状態、右回転状
態、左回転状態、前回転状態及び後回転状態を説明するための図である。
【図５】図３の表示制御アプリケーションにおいて定義されている加速状態及び非加速状
態を説明するための図である。
【図６】表示制御アプリケーションによる表示変更処理を示すフローチャートである。
【図７】図６の表示制御処理を説明するためのフローチャートである。
【図８】表示変更例を示す図（その１）である。
【図９】表示変更例を示す図（その２）である。
【符号の説明】
【００９６】
　１０…携帯電話装置（移動通信端末装置）、１１…携帯電話本体、１２…操作部、１３
…表示部（表示手段）、１４…通話用スピーカ、１５…マイクロフォン、１６…案内用ス
ピーカ、１７…アンテナ、２１…制御部、２２…送受信部、２３…記憶部、２４Ｆ…表示
コンテンツ記憶領域、２４Ｔ…一時記憶領域、２５…センサユニット（姿勢検出手段の一
部、加速度検出手段の一部）、２６…センサ部、２７…アナログデジタル変換器、３１…
計測データ収集処理部（姿勢検出手段の一部、加速度検出手段の一部）、３２…表示制御
アプリケーション、３３…姿勢データ処理部（姿勢検出手段の一部、所定範囲外判定手段
）、３４…加速度データ処理部（加速度検出手段の一部、加速度判定手段）、３５…表示
データ生成部、３６…領域制御部（領域制御手段）、３７…倍率制御部（倍率制御手段）
。
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