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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯型端末装置のユーザインターフェースを自動的に切り替える方法であって、
　第１のセンサを用いることによって前記端末装置の水平方向に保持する状態又は垂直方
向に保持する状態である現在の状態を取得し、前記端末装置の背面及び／又は側面に設置
された前記端末装置のタッチセンサの現在のトリガ状態を取得するステップと、
　前記端末装置の前記現在の状態と前記タッチセンサの前記現在のトリガ状態とに従って
前記端末装置の現在の保持モードを決定するステップと、
　ユーザインターフェースを、前記端末装置の前記現在の保持モードに対応するユーザイ
ンターフェースへ切り替えるステップと
　を有し、
　前記端末装置の前記現在の状態と前記タッチセンサの前記現在のトリガ状態とに従って
前記端末装置の前記現在の保持モードを決定する前記ステップは、
　前記端末装置における現在トリガされているタッチセンサの分布に従って、前記現在ト
リガされているタッチセンサの位置分布図である第１の検知図を描くステップと、
　前記端末装置が前記水平方向に保持する状態にある場合に、前記第１の検知図を、前記
端末装置が前記水平方向に保持する状態にある場合に異なる保持モードに対応するタッチ
センサの位置分布図を含むセットされた水平保持検知図と比較し、第１の予めセットされ
た値よりも高い前記第１の検知図と前記セットされた水平保持検知図との間の最大図形類
似度を有する水平保持検知図を取得するステップと、
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　前記第１の予めセットされた値よりも高い前記第１の検知図と前記セットされた水平保
持検知図との間の前記最大図形類似度を有する前記水平保持検知図に対応する保持モード
が前記端末装置の前記現在の保持モードであると決定するステップと
　を有する、方法。
【請求項２】
　前記端末装置が前記水平方向に保持する状態にある場合に、セットされた水平保持検知
図と前記第１の検知図との間の類似度が前記第１の予めセットされた値よりも小さい場合
は、前記端末装置の前記現在の保持モードが前記端末装置のセットされたデフォルトの保
持モードであると決定するステップ
　を更に有する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記端末装置の前記現在の状態と前記タッチセンサの前記現在のトリガ状態とに従って
前記端末装置の前記現在の保持モードを決定する前記ステップは、
　前記端末装置が前記垂直方向に保持する状態にある場合に、前記第１の検知図を、前記
端末装置が前記垂直方向に保持する状態にある場合に異なる保持モードに対応するタッチ
センサの位置分布図を含むセットされた垂直保持検知図と比較し、第２の予めセットされ
た値よりも高い前記第１の検知図と前記セットされた垂直保持検知図との間の最大図形類
似度を有する垂直保持検知図を取得するステップと、
　前記第２の予めセットされた値よりも高い前記第１の検知図と前記セットされた垂直保
持検知図との間の前記最大図形類似度を有する前記垂直保持検知図に対応する保持モード
が前記端末装置の前記現在の保持モードであると決定するステップと
　を更に有する請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　携帯型端末装置のユーザインターフェースを自動的に切り替える方法であって、
　第１のセンサを用いることによって前記端末装置の水平方向に保持する状態又は垂直方
向に保持する状態である現在の状態を取得し、前記端末装置の背面及び／又は側面に設置
された前記端末装置のタッチセンサの現在のトリガ状態を取得するステップと、
　前記端末装置の前記現在の状態と前記タッチセンサの前記現在のトリガ状態とに従って
前記端末装置の現在の保持モードを決定するステップと、
　ユーザインターフェースを、前記端末装置の前記現在の保持モードに対応するユーザイ
ンターフェースへ切り替えるステップと
　を有し、
　前記端末装置の前記現在の状態と前記タッチセンサの前記現在のトリガ状態とに従って
前記端末装置の前記現在の保持モードを決定する前記ステップは、
　前記端末装置における現在トリガされているタッチセンサの分布に従って、前記現在ト
リガされているタッチセンサの位置分布図である第１の検知図を描くステップと、
　前記端末装置が前記垂直方向に保持する状態にある場合に、前記第１の検知図を、前記
端末装置が前記垂直方向に保持する状態にある場合に異なる保持モードに対応するタッチ
センサの位置分布図を含むセットされた垂直保持検知図と比較し、第２の予めセットされ
た値よりも高い前記第１の検知図と前記セットされた垂直保持検知図との間の最大図形類
似度を有する垂直保持検知図を取得するステップと、
　前記第２の予めセットされた値よりも高い前記第１の検知図と前記セットされた垂直保
持検知図との間の前記最大図形類似度を有する前記垂直保持検知図に対応する保持モード
が前記端末装置の前記現在の保持モードであると決定するステップと
　を有する、方法。
【請求項５】
　前記端末装置が前記垂直方向に保持する状態にある場合に、セットされた垂直保持検知
図と前記第１の検知図との間の類似度が前記第２の予めセットされた値よりも小さい場合
は、前記端末装置の前記現在の保持モードが前記端末装置のセットされたデフォルトの保
持モードであると決定するステップ



(3) JP 5858155 B2 2016.2.10

10

20

30

40

50

　を更に有する請求項３又は４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のセンサは、前記端末装置に設けられたジャイロスコープ又は重力センサを有
し、
　前記保持モードは、右手持ちモード、左手持ちモード、及び両手持ちモードの中のいず
れか１つを有する、
　請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　タッチセンサが端末装置の背面及び／又は側面に設置された携帯型端末装置であって、
　第１のセンサを用いることによって当該端末装置の水平方向に保持する状態又は垂直方
向に保持する状態である現在の状態を取得し、前記タッチセンサを用いることによって当
該端末装置の前記タッチセンサの現在のトリガ状態を取得するよう構成される検知モジュ
ールと、
　当該端末装置の前記現在の状態と前記タッチセンサの前記現在のトリガ状態とに従って
当該端末装置の現在の保持モードを決定するよう構成される決定モジュールと、
　ユーザインターフェースを当該端末装置の前記現在の保持モードに対応するユーザイン
ターフェースへ切り替えるよう構成される切り替えモジュールと
　を有し、
　前記決定モジュールは、
　当該端末装置における現在トリガされているタッチセンサの分布に従って、前記現在ト
リガされているタッチセンサの位置分布図である第１の検知図を描くよう構成される描画
モジュールと、
　当該端末装置が前記水平方向に保持する状態にある場合に、前記第１の検知図を、当該
端末装置が前記水平方向に保持する状態にある場合に異なる保持モードに対応するタッチ
センサの位置分布図を含むセットされた水平保持検知図と比較し、第１の予めセットされ
た値よりも高い前記第１の検知図と前記セットされた水平保持検知図との間の最大図形類
似度を有する水平保持検知図を取得するよう構成される検知図取得モジュールと、
　前記水平方向に保持する状態にある場合に、前記第１の予めセットされた値よりも高い
前記第１の検知図と前記セットされた水平保持検知図との間の前記最大図形類似度を有す
る前記水平保持検知図に対応する保持モードが当該端末装置の前記現在の保持モードであ
ると決定するよう構成されるモード決定モジュールと
　を有する、端末装置。
【請求項８】
　前記モード決定モジュールは更に、当該端末装置が前記水平方向に保持する状態にある
場合に、セットされた水平保持検知図と前記第１の検知図との間の類似度が前記第１の予
めセットされた値よりも小さい場合は、当該端末装置の前記現在の保持モードが当該端末
装置のセットされたデフォルトの保持モードであると決定するよう構成される、
　請求項７に記載の端末装置。
【請求項９】
　前記検知図取得モジュールは更に、当該端末装置が前記垂直方向に保持する状態にある
場合に、前記第１の検知図を、当該端末装置が前記垂直方向に保持する状態にある場合に
異なる保持モードに対応するタッチセンサの位置分布図を含むセットされた垂直保持検知
図と比較し、第２の予めセットされた値よりも高い前記第１の検知図と前記セットされた
垂直保持検知図との間の最大図形類似度を有する垂直保持検知図を取得するよう構成され
、
　前記モード決定モジュールは更に、前記垂直方向に保持する状態にある場合に、前記第
２の予めセットされた値よりも高い前記第１の検知図と前記セットされた垂直保持検知図
との間の前記最大図形類似度を有する前記垂直保持検知図に対応する保持モードが当該端
末装置の前記現在の保持モードであると決定するよう構成される、
　請求項７又は８に記載の端末装置。
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【請求項１０】
　タッチセンサが端末装置の背面及び／又は側面に設置された携帯型端末装置であって、
　第１のセンサを用いることによって当該端末装置の水平方向に保持する状態又は垂直方
向に保持する状態である現在の状態を取得し、前記タッチセンサを用いることによって当
該端末装置の前記タッチセンサの現在のトリガ状態を取得するよう構成される検知モジュ
ールと、
　当該端末装置の前記現在の状態と前記タッチセンサの前記現在のトリガ状態とに従って
当該端末装置の現在の保持モードを決定するよう構成される決定モジュールと、
　ユーザインターフェースを当該端末装置の前記現在の保持モードに対応するユーザイン
ターフェースへ切り替えるよう構成される切り替えモジュールと
　を有し、
　前記決定モジュールは、
　当該端末装置における現在トリガされているタッチセンサの分布に従って、前記現在ト
リガされているタッチセンサの位置分布図である第１の検知図を描くよう構成される描画
モジュールと、
　当該端末装置が前記垂直方向に保持する状態にある場合に、前記第１の検知図を、当該
端末装置が前記垂直方向に保持する状態にある場合に異なる保持モードに対応するタッチ
センサの位置分布図を含むセットされた垂直保持検知図と比較し、第２の予めセットされ
た値よりも高い前記第１の検知図と前記セットされた垂直保持検知図との間の最大図形類
似度を有する垂直保持検知図を取得するよう構成される検知図取得モジュールと、
　前記垂直方向に保持する状態にある場合に、前記第２の予めセットされた値よりも高い
前記第１の検知図と前記セットされた垂直保持検知図との間の前記最大図形類似度を有す
る前記垂直保持検知図に対応する保持モードが当該端末装置の前記現在の保持モードであ
ると決定するよう構成されるモード決定モジュールと
　を有する、端末装置。
【請求項１１】
　前記モード決定モジュールは更に、当該端末装置が前記垂直方向に保持する状態にある
場合に、セットされた垂直保持検知図と前記第１の検知図との間の類似度が前記第２の予
めセットされた値よりも小さい場合は、当該端末装置の前記現在の保持モードが当該端末
装置のセットされたデフォルトの保持モードであると決定するよう構成される、
　請求項９又は１０に記載の端末装置。
【請求項１２】
　当該端末装置が携帯電話機である場合に、該携帯電話機は、ケース、回路基板、タッチ
ディスプレイ画面、プロセッサ、無線周波数回路、マイクロホン、ラウドスピーカ、及び
電源回路を更に有し、
　前記タッチディスプレイ画面は、前記ケース上に置かれ、前記回路基板は、前記ケース
によって囲まれた空間に置かれ、前記プロセッサ及び前記無線周波数回路は、前記回路基
板上に設置され、
　前記プロセッサは、前記検知モジュール、前記決定モジュール及び前記切り替えモジュ
ールの一部又は全てを有し、
　前記無線周波数回路は、前記携帯電話機と無線ネットワークとの間の通信を確立して、
前記携帯電話機と前記無線ネットワークとの間のデータの受信及び検知を実施するよう構
成され、
　前記マイクロホンは、音響を収集し、該収集された音響を音響データに変換して、前記
携帯電話機が前記音響データを前記無線周波数回路を通じて前記無線ネットワークへ送信
できるようにするよう構成され、
　前記ラウドスピーカは、前記無線ネットワークから前記無線周波数回路を通じて前記携
帯電話機によって受信された音響データを音響へ復元し、該音響をユーザのために再生す
るよう構成され、
　前記電源回路は、前記携帯電話機の回路又は部品に給電するよう構成される、
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　請求項７から１１のいずれか一項に記載の端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、携帯型端末用途の分野に関し、特に、携帯型端末装置のユーザインターフェ
ースを自動的に切り替える方法、及び携帯型端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　科学技術の発展とともに、携帯電話機の科学技術の意味を高め、ユーザの使用に利便性
を提供し、携帯電話機の美的感覚を向上させるよう、設計者は、携帯電話機の表示画面を
タッチディスプレイパネルへとアップグレードし、すなわち、タッチパネルと液晶表示モ
ジュール（ＬＣＭ；Liquid　Crystal　Display　Module）とを重ね合わせて組み合わせる
ことによってタッチ操作を実装し、それにより、ユーザは、タッチディスプレイ画面をタ
ッチすることによって携帯電話機を直接使用することができる。
【０００３】
　先行技術において、携帯電話機の保持モードには、左手持ちモード、右手持ちモード、
及び両手持ちモードがあり、左手持ちモードは、ユーザが携帯電話機を持つために左手を
使用し且つ携帯電話機を操作するために左手を使用する場合をいい、右手持ちモードは、
ユーザが携帯電話機を持つために右手を使用し且つ携帯電話機を操作するために右手を使
用する場合をいい、両手持ちモードは、ユーザが携帯電話機を持ち且つ／あるいは携帯電
話機を操作するために左右両方の手を使用する場合をいう。タッチ式携帯電話機のユーザ
インターフェース（ＵＩ；user　interface）は一般的に、右手持ちモードのために設計
されており、ユーザの癖を鑑み、携帯電話機のＵＩは、携帯電話機を使用するユーザに利
便性を提供するようにユーザの保持モードに従って変更される必要がある。
【０００４】
　既存の携帯電話機の大部分において、ユーザは、携帯電話機の設定を変更することによ
って左手持ちモード、又は右手持ちモード、又は両手持ちモードを選択することができ、
それにより、携帯電話機は、ユーザによって選択された保持モードへユーザインターフェ
ースを切り替える。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、携帯電話機は、ユーザが携帯電話機を使用するために左手持ちモード、又は右
手持ちモード、又は両手持ちモードを採用したかどうかを自動的に識別することができな
いので、携帯電話機は、ユーザの現在の保持モードに対応するユーザインターフェースへ
ユーザインターフェースを自動的に切り替えることができない。これは、十分な柔軟性を
有さず、ユーザ経験を低める。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の実施形態は、携帯型端末装置のユーザインターフェースを自動的に切り替える
方法と、携帯型端末装置とを提供する。これらは、ユーザによって現在採用されている保
持モードを識別することができ、それにより携帯電話機は、その保持モードに対応するユ
ーザインターフェースへ自動的に切り替わることができ、そして、携帯電話機とユーザと
の間のインテリジェント・インタラクションを改善する。
【０００７】
　本開示の実施形態において、携帯型端末装置のユーザインターフェースを自動的に切り
替える方法は、第１のセンサを用いることによって前記端末装置の水平方向に保持する状
態又は垂直方向に保持する状態である現在の状態を取得し、前記端末装置の背面及び／又
は側面に設置された前記端末装置のタッチセンサの現在のトリガ状態を取得するステップ
と、前記端末装置の前記現在の状態と前記タッチセンサの前記現在のトリガ状態とに従っ
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て前記端末装置の現在の保持モードを決定するステップと、ユーザインターフェースを、
前記端末装置の前記現在の保持モードに対応するユーザインターフェースへ切り替えるス
テップとを有する。
【０００８】
　本開示の実施形態において、携帯型端末装置は、第１のセンサを用いることによって当
該端末装置の水平方向に保持する状態又は垂直方向に保持する状態である現在の状態を取
得し、当該端末装置の背面及び／又は側面に設置されたタッチセンサを用いることによっ
て当該端末装置の前記タッチセンサの現在のトリガ状態を取得するよう構成される検知モ
ジュールと、当該端末装置の前記現在の状態と前記タッチセンサの前記現在のトリガ状態
とに従って当該端末装置の現在の保持モードを決定するよう構成される決定モジュールと
ユーザインターフェースを当該端末装置の前記現在の保持モードに対応するユーザインタ
ーフェースへ切り替えるよう構成される切り替えモジュールとを有する。
【０００９】
　本開示の実施形態は次の利点を有することが、上記の技術的解決法から分かる。すなわ
ち、携帯電話機の現在の保持モードは、携帯電話機の現在の状態と、携帯電話機に設けら
れたタッチセンサの現在のトリガ状態とに従って決定され、それにより携帯電話機は、ユ
ーザインターフェースを現在の保持モードに対応するユーザインターフェースへ自動的に
切り替えることができる。これは、携帯電話機の知能を改善する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本開示の実施形態に従う、携帯型端末装置のユーザインターフェースを自動的に
切り替える方法の概略図である。
【図２】本開示の実施形態に従う、携帯型端末装置のユーザインターフェースを自動的に
切り替える方法の他の概略図である。
【図３】本開示の実施形態に従う携帯型端末装置の背面及び側面に設置されたタッチセン
サの概略図である。
【図４】本開示の実施形態に従う携帯型端末装置の概略図である。
【図５】本開示の実施形態に従う携帯型端末装置の他の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本開示の実施形態は、携帯型端末装置のユーザインターフェースを自動的に切り替える
方法と、携帯型端末装置とを提供する。これらは、携帯型端末装置が、ユーザが端末装置
を使用する場合にユーザの現在の保持モードを決定し、端末装置のユーザインターフェー
スをユーザの現在の保持モードに対応するユーザインターフェースへ自動的に切り替える
ために使用され、それにより端末装置の知能を改善する。
【００１２】
　本開示の実施形態では、携帯型端末装置は、携帯電話機、電子ブック、パーソナル・デ
ジタル・アシスタント（ＰＤＡ；Personal　Digital　Assistant）、パームトップ・コン
ピュータ、ヒューマン・マシン・インタラクション端末、又は実用的な機能を備えたその
他携帯型端末装置であってよい点が留意されるべきである。本開示の技術的解決法をより
よく理解するのを助けるよう、本開示の実施形態では、携帯型端末装置が携帯電話機であ
る例が、技術的解決法を記述するために採られる。
【００１３】
　図１を参照して、図１は、本開示の実施形態に従って携帯型端末装置のユーザインター
フェースを自動的に切り替える方法を示す。方法は、次のステップを有する：
　１０１：第１のセンサを用いることによって携帯電話機の現在の状態を取得し、携帯電
話機のタッチセンサの現在のトリガ状態を取得する。
【００１４】
　本開示の実施形態において、複数のタッチセンサが携帯電話機の背面及び／又は側面に
設置され、タッチされたことを検知した後、タッチセンサはトリガ信号を携帯電話機にお
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ける中央処理演算部（ＣＰＵ）へ転送する。従って、携帯電話機におけるＣＰＵは、携帯
電話機におけるタッチセンサの現在のトリガ状態を取得することができる。一般的なタッ
チセンサは圧力センサであってよいが、本開示はこれに制限されず、手とセンサとの間の
タッチを検出することができる如何なるセンサも利用可能である。
【００１５】
　本開示の実施形態において、携帯電話機が水平方向に保持する状態又は垂直方向に保持
する状態のいずれであるかを決定することができる第１のセンサは、携帯電話機において
設けられ、携帯電話機は、第１のセンサを用いることによって携帯電話機の現在の状態を
取得する。このとき、第１のセンサはジャイロスコープ又は重力センサであり、携帯電話
機の現在の状態は水平方向に保持する状態又は垂直方向に保持する状態を含む。携帯電話
機の現在の状態が水平方向に保持する状態又は垂直方向に保持する状態のいずれにあるか
を決定する具体的な方法に関しては、先行技術が参照されてよく、従って、ここでは記載
されない。
【００１６】
　本開示の実施形態において、ジャイロスコープ又は重力センサは、携帯電話機の現在の
状態を決定するよう構成され得る。ジャイロスコープは、携帯電話機が回転される場合に
角速度を測定してよく、取得された角速度に対して角速度積分のような処理を実行した後
、携帯電話機におけるＣＰＵは、携帯電話機が一定期間において回転された角度を取得す
ることができる。すなわち、角度は、水平方向に保持する状態に対する又は垂直方向に保
持する状態に対する携帯電話機の回転角度であり、携帯電話機におけるＣＰＵは、回転角
度を計算し解析した後、携帯電話機が水平方向に保持する状態又は垂直方向に保持する状
態のいずれにあるかを正確に決定することができる。重力センサは、携帯電話機の重力加
速度饒辺かを検出することができ、携帯電話機におけるＣＰＵはまた、重力加速度に対し
て処理を実行することによって、携帯電話機が水平方向に保持する状態又は垂直方向に保
持する状態のいずれにあるかを決定することができる。ジャイロスコープ及び重力センサ
は広く携帯電話機において適用されており、従って、ここでは記載されない。
【００１７】
　１０２：携帯電話機の現在の状態とタッチセンサの現在のトリガ状態とに従って、携帯
電話機の現在の保持モードを決定する。
【００１８】
　携帯電話機は、携帯電話機の現在の状態とタッチセンサの現在のトリガ状態とに従って
、携帯電話機の保持モードを決定する。本開示において、タッチセンサの現在のトリガ状
態は、現在トリガされているタッチセンサの分布をいい、携帯電話機の保持モードは、右
手持ちモード、左手持ちモード、及び両手持ちモードの中のいずれか１つを有する。
【００１９】
　１０３：ユーザインターフェースを、携帯電話機の現在の保持モードに対応するユーザ
インターフェースへ切り替える。
【００２０】
　本開示の実施形態において、携帯電話機の現在の状態とタッチセンサの現在のトリガ状
態とに従って携帯電話機の現在の保持モードを決定した後、携帯電話機は、ユーザインタ
ーフェースを、携帯電話機の現在の保持モードに対応するユーザインターフェースへ切り
替える。
【００２１】
　本開示の実施形態において、携帯電話機は、携帯電話機の現在の状態とタッチセンサの
現在のトリガ状態とに従って携帯電話機の現在の保持モードを決定し、ユーザインターフ
ェースをその保持モードに対応するユーザインターフェースへ切り替えることができる。
それにより携帯電話機は、ユーザの現在の保持モードに従ってユーザインターフェースを
自動調整することができる。これは、携帯電話機を使用するユーザに利便性を提供すると
ともに、携帯電話機の知能を改善する。
【００２２】
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　本開示の実施形態をよりよく理解するために、図２を参照されたし。図２は、本開示の
実施形態に従って携帯型端末装置のユーザインターフェースを自動的に切り替える方法の
実施形態を示す。方法は、次のステップを有する：
　２０１：携帯電話機のタッチセンサの現在のトリガ状態を取得し、第１のセンサを用い
ることによって携帯電話機の現在の状態を取得する。
【００２３】
　本開示の実施形態において、タッチセンサは携帯電話機の背面及び／又は側面に設置さ
れ、携帯電話機のタッチセンサの現在のトリガ状態が取得されてよく、同時に、携帯電話
機は、携帯電話機に設けられたジャイロスコープ又は重力センサである第１のセンサを用
いることによって、携帯電話機の現在の状態を取得する。
【００２４】
　本開示の実施形態では、携帯電話機においてタッチセンサを設置する複数の方法が存在
する点が留意されるべきである。例えば、タッチセンサはマトリクス配置様式において携
帯電話機の背面に設置されてよく、あるいは、複数のタッチセンサが携帯電話機の４つの
側面に設置され、あるいは、タッチセンサは携帯電話機の背面及び４つの側面に設置され
、実際の用途では、タッチセンサの設置領域並びにタッチセンサのタイプ及び柔軟性は必
要に応じて決定されてよいが、本開示はこれらに制限されない。より良く理解するために
、図３を参照されたし。図３は、マトリクス配置様式において携帯電話機の背面に設置さ
れたタッチセンサ及び携帯電話機の側面に設置されたタッチセンサの概略図であり、３０
１はタッチセンサであり、３０２は携帯電話機のケースである。
【００２５】
　本開示の実施形態において、携帯電話機の背面及び／又は側面に設置されたタッチセン
サは圧力センサであってよく、圧力センサは、ユーザが携帯電話機を持つ場合に携帯電話
機の背面及び／又は側面においてユーザの手によって発生する圧力を検出し、その圧力を
出力可能な信号に変換し、その信号を携帯電話機における制御ユニットへ転送することが
できる。従って、携帯電話機は、タッチセンサの現在のトリガ状態を取得することができ
る。
【００２６】
　２０２：携帯電話機における現在トリガされているタッチセンサの分布に従って第１の
検知図を描く。
【００２７】
　本開示の実施形態において、携帯電話機は、携帯電話機における現在トリガされている
タッチセンサの分布に従って第１の検知図を描く。このとき、第１の検知図は、現在トリ
ガされているタッチセンサの位置分布図である。
【００２８】
　２０３：携帯電話機の現在の状態が水平方向に保持する状態又は垂直方向に保持する状
態のいずれであるかを決定し、携帯電話機が水平方向に保持する状態にある場合はステッ
プ２０４を実行し、携帯電話機が垂直方向に保持する状態にある場合はステップ２０６を
実行する。
【００２９】
　本開示の実施形態において、ステップ２０１において、携帯電話機の現在の状態は第１
のセンサを用いることによって取得され、携帯電話機の現在の状態が水平方向に保持する
状態又は垂直方向に保持する状態のいずれであるかを携帯電話機が決定するステップ２０
３には、携帯電話機の方向がステップ２０１において水平方向に保持する状態の方向であ
ると決定される場合は、携帯電話機が水平方向に保持する状態にあると決定することと、
携帯電話機の方向がステップ２０１において垂直方向に保持する状態の方向であると決定
される場合は、携帯電話機が垂直方向に保持する状態にあると決定することとが含まれる
。
【００３０】
　２０４：第１の検知図をセットされた水平保持検知図と比較し、第１の予めセットされ
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た値よりも高い第１の検知図とセットされた水平保持検知図との間の最大図形類似度を有
する水平保持検知図を取得する。
【００３１】
　携帯電話機が水平方向に保持する状態にある場合に、第１の検知図は、セットされた水
平保持検知図と比較されてよく、第１の予めセットされた値よりも高い第１の検知図とセ
ットされた水平保持検知図との間の最大図形類似度を有する水平保持検知図が取得される
。本開示の実施形態において、携帯電話機におけるセットされた水平保持検知図は、携帯
電話機が水平方向に保持する状態にある場合に異なる保持モードに対応するタッチセンサ
の位置分布図を含む。本開示の実施形態では、セットされた水平保持検知図は、存在しう
る複数の共通グラフィクスであり、現在トリガされているタッチセンサの位置分布に従っ
て取得される点が留意されるべきである。共通グラフィクスは、携帯電話機が水平方向に
保持する状態にあり且つユーザが携帯電話機を使用するよう右手持ちモード、又は左手持
ちモード、又は両手持ちモードを採用する場合に携帯電話機によって取得される。
【００３２】
　２０５：第１の予めセットされた値よりも高い第１の検知図とセットされた水平保持検
知図との間の最大図形類似度を有する水平保持検知図に対応する保持モードが携帯電話機
の現在の保持モードであると決定し、ステップ２０８を実行するよう続く。
【００３３】
　第１の予めセットされた値よりも高い第１の検知図とセットされた水平保持検知図との
間の最大図形類似度を有する水平保持検知図を取得した後、携帯電話機は、第１の予めセ
ットされた値よりも高い第１の検知図とセットされた水平保持検知図との間の最大図形類
似度を有する水平保持検知図に対応する保持モードが携帯電話機の現在の保持モードであ
ると決定する。このとき、第１の予めセットされた値は、必要に応じて設定されてよく、
例えば、類似度の第１の予めセットされた値は５０％又は７０％に設定されてよく、実際
の用途では必要に応じて設定されてよいが、本開示はこれに制限されない。
【００３４】
　２０６：第１の検知図をセットされた垂直保持検知図と比較し、第２の予めセットされ
た値よりも高い第１の検知図とセットされた垂直保持検知図との間の最大図形類似度を有
する垂直保持検知図を取得する。
【００３５】
　携帯電話機が垂直方向に保持する状態にある場合に、第１の検知図は、セットされた垂
直保持検知図と比較し、第２の予めセットされた値よりも高い第１の検知図とセットされ
た垂直保持検知図との間の最大図形類似度を有する水平保持検知図を取得する。本開示の
実施形態において、携帯電話機におけるセットされた垂直保持検知図は、携帯電話機が垂
直方向に保持する状態にある場合に異なる保持モードに対応するタッチセンサの位置分布
図を含む。本開示の実施形態では、セットされた垂直保持検知図は、現在トリガされてい
るタッチセンサの位置分布に従って取得される複数の共通グラフィクスである点が留意さ
れるべきである。共通グラフィクスは、携帯電話機が垂直方向に保持する状態にあり且つ
ユーザが携帯電話機を使用するよう右手持ちモード、又は左手持ちモード、又は両手持ち
モードを採用する場合に携帯電話機によって取得される。
【００３６】
　２０７：第２の予めセットされた値よりも高い第１の検知図とセットされた垂直保持検
知図との間の最大図形類似度を有する垂直保持検知図に対応する保持モードが携帯電話機
の現在の保持モードであると決定する。
【００３７】
　第２の予めセットされた値よりも高い第１の検知図とセットされた垂直保持検知図との
間の最大図形類似度を有する垂直保持検知図を取得した後、携帯電話機は、第２の予めセ
ットされた値よりも高い第１の検知図とセットされた垂直保持検知図との間の最大図形類
似度を有する垂直保持検知図に対応する保持モードが携帯電話機の現在の保持モードであ
ると決定する。このとき、第２の予めセットされた値は、必要に応じて設定されてよく、
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例えば、類似度の第２の予めセットされた値は５０％又は７０％に設定されてよく、実際
の用途では必要に応じて設定されてよいが、本開示はこれに制限されない。
【００３８】
　２０８：ユーザインターフェースを、携帯電話機の現在の保持モードに対応するユーザ
インターフェースへ切り替える。
【００３９】
　ユーザの現在の保持モードを決定した後、携帯電話機は、ユーザインターフェースを、
携帯電話機の現在の保持モードに対応するユーザインターフェースへ切り替える。
【００４０】
　本開示の実施形態では、携帯電話機が水平方向に保持する状態にある場合に、セットさ
れた水平保持検知図と第１の検知図との間の類似度が第１の予めセットされた値よりも小
さい場合は、又は携帯電話機が垂直方向に保持する状態にある場合に、セットされた垂直
保持検知図と第１の検知図との間の類似度が第２の予めセットされた値よりも小さい場合
は、携帯電話機の現在の保持モードが携帯電話機のセットされたデフォルトの保持モード
であると決定される点が留意されるべきである。このとき、デフォルトの保持モードは、
左手持ちモード、又は右手持ちモード、又は両手持ちモードであってよい。
【００４１】
　本開示の実施形態において、携帯電話機の現在の保持モードは、携帯電話機のタッチセ
ンサの現在のトリガ状態と携帯電話機の現在の状態とを用いることによって決定され、そ
れにより携帯電話機は、現在の保持モードに対応するユーザインターフェースへ現在のユ
ーザインターフェースを自動的に切り替えることができる。これは、携帯電話機の柔軟性
及び知能を高めるとともに、ユーザ経験を改善する。
【００４２】
　図４を参照して、図４は、本開示の実施形態に従う携帯型端末装置の実施形態を示し、
タッチセンサは端末装置において設けられ、端末装置は：
　第１のセンサを用いることによって端末装置の現在の状態を取得し、端末装置の背面及
び／又は側面に設置された端末装置のタッチセンサの現在のトリガ状態を取得するよう構
成される検知モジュール４０１と、
　端末装置の現在の状態とタッチセンサの現在のトリガ状態とに従って端末装置の現在の
保持モードを決定するよう構成される決定モジュール４０２と、
　ユーザインターフェースを端末装置の現在の保持モードに対応するユーザインターフェ
ースへ切り替えるよう構成される切り替えモジュール４０３と
を有する。
【００４３】
　第１のセンサはジャイロスコープ又は重力センサであり、保持モードは左手持ちモード
、右手持ちモード、及び両手持ちモードの中のいずれか１つであり、端末装置の方向は水
平方向に保持する状態又は垂直方向に保持する状態である。
【００４４】
　本開示の実施形態において、端末装置の検知モジュール４０１は、端末装置のタッチセ
ンサの現在のトリガ状態を取得し、第１のセンサを用いることによって端末装置の現在の
状態を取得し、決定モジュール４０２は、端末装置の現在の状態とタッチセンサの現在の
トリガ状態とに従って端末装置の現在の保持モードを決定し、切り替えモジュール４０３
は、ユーザインターフェースを、端末装置の現在の保持モードに対応するユーザインター
フェースへ切り替える。
【００４５】
　本開示の実施形態において、端末装置は、端末装置の現在の状態とタッチセンサの現在
のトリガ状態とに従って端末装置の現在の保持モードを決定し、それにより端末装置は、
ユーザインターフェースを、端末装置の現在の保持モードに対応するユーザインターフェ
ースへ自動的に切り替えることができる。これは、端末装置の知能を改善する。
【００４６】
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　技術をより良く理解するよう、図５を参照して、図５は、本開示の実施形態に従う携帯
型端末装置の実施形態を示し、この携帯型端末装置は、図４で示される実施形態における
検知モジュール４０１、決定モジュール４０２、及び切り替えモジュール４０３を有し、
図４で示される実施形態において記載される内容と同様であるから、詳細はここで記載さ
れない。
【００４７】
　決定モジュール４０２は：
　端末装置における現在トリガされているタッチセンサの分布に従って、現在トリガされ
ているタッチセンサの位置分布図である第１の検知図を描くよう構成される描画モジュー
ル５０１と；
　端末装置が水平方向に保持する状態にある場合に、第１の検知図を、端末装置が水平方
向に保持する状態にある場合に異なる保持モードに対応するタッチセンサの位置分布図を
含むセットされた水平保持検知図と比較し、第１の予めセットされた値よりも高い第１の
検知図とセットされた水平保持検知図との間の最大図形類似度を有する水平保持検知図を
取得するよう構成される検知図取得モジュール５０２と、
　第１の予めセットされた値よりも高い第１の検知図とセットされた水平保持検知図との
間の最大図形類似度を有する水平保持検知図に対応する保持モードが端末装置の現在の保
持モードであると決定するよう構成されるモード決定モジュール５０３と
を有する。
【００４８】
　加えて、検知図取得モジュール５０２は更に、端末装置が垂直方向に保持する状態にあ
る場合に、第１の検知図を、端末装置が垂直方向に保持する状態にある場合に異なる保持
モードに対応するタッチセンサの位置分布図を含むセットされた垂直保持検知図と比較し
、第２の予めセットされた値よりも高い第１の検知図とセットされた垂直保持検知図との
間の最大図形類似度を有する垂直保持検知図を取得するよう構成される。
【００４９】
　モード決定モジュール５０３は更に、垂直保持状態にある場合に、第２の予めセットさ
れた値よりも高い第１の検知図とセットされた垂直保持検知図との間の最大図形類似度を
有する垂直保持検知図に対応する保持モードが端末装置の現在の保持モードであると決定
するよう構成されるとともに、端末装置が水平方向に保持する状態にある場合に、セット
された水平保持検知図と第１の検知図との間の類似度が第１の予めセットされた値よりも
小さい場合は、又は端末装置が垂直方向に保持する状態にある場合に、セットされた垂直
保持検知図と第１の検知図との間の類似度が第２の予めセットされた値よりも小さい場合
は、端末装置の現在の保持モードが端末装置のセットされたデフォルトの保持モードであ
ると決定するよう構成される。
【００５０】
　本開示の実施形態において、タッチセンサは、端末装置の背面及び／又は側面に設置さ
れ、それにより端末装置は、端末装置の現在の状態とタッチセンサの現在のトリガ状態と
に従って端末装置の現在の保持モードを決定し、ユーザインターフェースを現在の保持モ
ードに対応するユーザインターフェースへ切り替えることができる。これは、端末装置の
知能を高め且つユーザ経験を改善する。
【００５１】
　図４又は図５における端末装置は、携帯電話機、電子ブック、パーソナル・デジタル・
アシスタント（ＰＤＡ）、パームトップ・コンピュータ、ヒューマン・マシン・インタラ
クション端末、又は表示機能を備えたその他携帯型端末装置であってよい点が留意される
べきである。本開示の実施形態において、端末装置が携帯電話機である場合に、携帯電話
機は、ケース、回路基板、ディスプレイ画面、プロセッサ、無線周波数回路、マイクロホ
ン、ラウドスピーカ、及び電源回路等の部品を更に有してよい。ディスプレイ画面は、ケ
ース上に置かれ、回路基板は、ケースによって囲まれた空間に置かれ、プロセッサ及び無
線周波数回路は、回路基板上に設置される。プロセッサは、図４又は図５で示される携帯
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電話機における機能モジュールを含み、その具体的な動作原理は詳細には記載されない。
無線周波数回路は、携帯電話機と無線ネットワークとの間の通信を確立し、携帯電話機と
無線ネットワークにおけるサーバとの間のデータの受信及び検知を実施するよう構成され
る。マイクロホンは、音響を収集し、収集した音響を音響データへ変換するよう構成され
、それにより携帯電話機は、音響データを無線周波数回路を通じて無線ネットワークへ送
信する。ラウドスピーカは、無線ネットワークから無線周波数回路を通じて携帯電話機に
よって受信された音響データを音響へと復元し、音響をユーザのために再生するよう構成
される。電源回路は、携帯電話機の回路又は部品に給電するよう構成される。
【００５２】
　当業者には当然ながら、実施形態における方法のステップの全て又は一部は、関連する
ハードウェアに指示するプログラムによって実施されてよい。プログラムは、コンピュー
タにより読み取り可能な記憶媒体において記憶されてよい。記憶媒体は、読み出し専用メ
モリ、磁気ディスク、又は光ディスクであってよい。
【００５３】
　本開示によって提供される、携帯型端末装置のユーザインターフェースを自動的に切り
替える方法、及び携帯型端末装置は、上記で詳細に記載されているが、当業者にとって、
本開示の実施形態の適用範囲の考えに従って具体的な実施態様及び適用範囲に対して変更
がなされてよく、要するに、開示内容は、本開示への制限として理解されるべきではない
。

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】
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