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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部を有するディスプレイユニットにアンテナが実装された情報処理装置であって、
　前記表示部に表示される画像の向きに合わせてユーザが前記情報処理装置を使用する形
態において認識する当該画像の上側、下側、左側、右側のうち、下側に、前記アンテナが
位置する所定の状態が成立しているか否かを、少なくとも当該画像の向きを示す情報に基
づいて判定する判定手段と、
　前記所定の状態が成立していると判定された場合、前記アンテナから電波が輻射される
ことを抑制する制御手段と、
　を具備することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記所定の状態が成立していると判定された場合、前記アンテナから
の電波の輻射を停止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】
　前記制御手段は、前記所定の状態が成立していると判定された場合、前記アンテナから
の電波の輻射量を低下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４】
　前記アンテナへ信号を送出する無線モジュールをさらに具備し、
　前記制御手段は、前記所定の状態が成立していると判定された場合、前記無線モジュー
ルから前記アンテナへの信号の送信を停止する手段を含むことを特徴とする請求項１記載
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の情報処理装置。
【請求項５】
　加速度を検出する加速度センサと、
　前記加速度センサにより検出される加速度の情報に基づいて前記情報処理装置の移動を
認識し、当該情報処理装置の移動に応じて前記表示部に表示される画像の向きを切り換え
る切換手段と、をさらに具備し、
　前記制御手段は、前記切換手段によって切り換えられた画像の下方向に前記アンテナが
位置する場合、前記アンテナから電波が輻射されることを抑制す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６】
　前記制御手段は、前記アンテナによって受信される電波を送信する接続先事業者の情報
が所定のリストに記載されている場合、前記アンテナから電波が輻射されることを抑制す
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７】
　電波を輻射するアンテナが実装されるディスプレイユニットと、
　前記ディスプレイユニットの前面に設けられる表示部と、
　前記ディプレイユニットにヒンジを介して回動可能に取り付けられる本体と、
　前記ディスプレイユニットの前面と対向する背面が前記本体の上面と対向するように位
置し、且つ、前記表示部に表示される画像の向きに合わせてユーザが前記情報処理装置を
使用する形態において認識する当該画像の上側、下側、左側、右側のうち、下側に、前記
アンテナが位置する所定の状態が成立しているか否かを、前記ヒンジの状態を示す情報と
当該画像の向きを示す情報とに基づいて判定する判定手段と、
　前記所定の状態が成立していると判定された場合、前記アンテナから電波が輻射される
ことを抑制する制御手段と、
　を具備することを特徴とする情報処理装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記所定の状態が成立していると判定された場合、前記アンテナから
の電波の輻射を停止させることを特徴とする請求項７記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記所定の状態が成立していると判定された場合、前記アンテナから
の電波の輻射量を低下させることを特徴とする請求項７記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記アンテナへ信号を送出する無線モジュールをさらに具備し、
　前記制御手段は、前記所定の状態が成立していると判定された場合、前記無線モジュー
ルから前記アンテナへの信号の送信を停止する手段を含むことを特徴とする請求項７記載
の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記アンテナによって受信される電波を送信する接続先事業者の情報
が所定のリストに記載されている場合、前記アンテナから電波が輻射されることを抑制す
ることを特徴とする請求項７記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　表示部を有するディスプレイユニットにアンテナが実装された情報処理装置に適用され
る動作制御方法において、
　前記表示部に表示される画像の向きに合わせてユーザが前記情報処理装置を使用する形
態において認識する当該画像の上側、下側、左側、右側のうち、下側に、前記アンテナが
位置する所定の状態が成立しているか否かを、少なくとも当該画像の向きを示す情報に基
づいて判断し、
　前記所定の状態が成立していると判定された場合、前記アンテナから電波が輻射される
ことを抑制することを特徴とする動作制御方法。
【請求項１３】
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　前記電波の輻射の抑制においては、前記所定の状態が成立していると判定された場合、
前記アンテナからの電波の輻射を停止させることを特徴とする請求項１２記載の動作制御
方法。
【請求項１４】
　前記電波の輻射の抑制においては、前記所定の状態が成立していると判定された場合、
前記アンテナからの電波の輻射量を低下させることを特徴とする請求項１２記載の動作制
御方法。
【請求項１５】
　前記電波の輻射の抑制においては、前記所定の状態が成立していると判定された場合、
前記情報処理装置に含まれる無線モジュールから前記アンテナへの信号の送信を停止する
ことを特徴とする請求項１２記載の動作制御方法。
【請求項１６】
　前記情報処理装置に含まれる加速度センサによって加速度を検出し、
　前記検出された加速度の情報に基づいて前記情報処理装置の移動を認識し、当該情報処
理装置の移動に応じて前記表示部に表示される画像の向きを切り換え、
　前記切り換えられた画像の向きに合わせてユーザが前記情報処理装置を使用する形態に
おいて認識する当該画像の上側、下側、左側、右側のうち、下側に、前記アンテナが位置
する所定の状態が成立している場合、前記アンテナから電波が輻射されることを抑制する
ことを特徴とする請求項１２記載の動作制御方法。
【請求項１７】
　前記アンテナによって受信される電波を送信する接続先事業者の情報が所定のリストに
記載されている場合、前記アンテナから電波が輻射されることを抑制することを特徴とす
る請求項１２記載の動作制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電波を輻射するアンテナが実装されたディスプレイユニットを有する情報機
器及びその動作制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パーソナルコンピュータなどの情報機器においては、他の機器と無線通信を行えるよう
にディスプレイユニットにアンテナが実装されているものがある。例えば、特許文献１に
は、ディスプレイユニットの上部および側部にアンテナを実装することが開示されている
。
【０００３】
　また、近年では、表示部にタブレットを有するディスプレイユニットがヒンジを介して
本体に回動可能に取り付けられたタブレットＰＣと呼ばれる情報機器も普及しつつある。
この種の情報機器は、一般に、タブレット面が上方を向くようにディスプレイユニットの
背面を本体の上面に合わせることにより、タブレットモードと呼ばれるタブレット使用形
態が実現される。
【特許文献１】米国特許第６，４２６，７２３号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、電波を輻射するアンテナが実装されたタブレットＰＣを使用する場合、特に
タブレット使用形態でタブレットＰＣを使用する場合においては、当該アンテナがユーザ
の体（腹部など）に接近する状況が生じる場合がある。このような場合、情報機器が電波
に関連する法令に定められる基準を満たさない可能性がある。わが国においては、総務省
令・無線設備規則により、人体が吸収する電磁波のエネルギーの度合いを表す物理量であ
る比吸収率（SAR: Specific Absorption Rate）の上限値が定められており、これを遵守
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することが義務付けられている。
【０００５】
　本発明は上記実情に鑑みてなされたものであり、電波に関する法令に定められる基準を
満たす情報機器及びその動作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】
【０００６】
　本発明に係る情報処理装置は、表示部を有するディスプレイユニットにアンテナが実装
された情報処理装置であって、前記表示部に表示される画像の向きに合わせてユーザが前
記情報処理装置を使用する形態において認識する当該画像の上側、下側、左側、右側のう
ち、下側に、前記アンテナが位置する所定の状態が成立しているか否かを、少なくとも当
該画像の向きを示す情報に基づいて判定する判定手段と、前記所定の状態が成立している
と判定された場合、前記アンテナから電波が輻射されることを抑制する制御手段と、を具
備することを特徴とする。
【０００７】
　本発明に係る動作制御方法は、表示部を有するディスプレイユニットにアンテナが実装
された情報処理装置に適用される動作制御方法において、前記表示部に表示される画像の
向きに合わせてユーザが前記情報処理装置を使用する形態において認識する当該画像の上
側、下側、左側、右側のうち、下側に、前記アンテナが位置する所定の状態が成立してい
るか否かを、少なくとも当該画像の向きを示す情報に基づいて判断し、前記所定の状態が
成立していると判定された場合、前記アンテナから電波が輻射されることを抑制すること
を特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　電波に関する法令に定められる基準を満たす情報機器及びその動作制御方法を提供する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。
【００１０】
　図１は、本発明の一実施形態に係る情報機器の外観を示す斜視図である。
【００１１】
　同図に示される情報機器は、例えばタブレットＰＣと呼ばれるパーソナルコンピュータ
である。タブレットＰＣ２００は、液晶パネル（表示部）２３０にタブレットを有するデ
ィスプレイユニット２００がヒンジ１２０を介して本体に回動可能に取り付けられた構造
を有する。このような構造により、ディスプレイユニット２００は、ヒンジ１２０を軸と
して自由に回転することができ、例えば液晶パネル２３０を外側に向けてディスプレイユ
ニット２００を本体３００に閉じることができる。図１においては、液晶パネル２３０を
内側に向けてディスプレイユニット２００を本体３００から開いた状態（「ラップトップ
モード」（もしくは「通常モード」）と呼ばれるラップトップ使用形態に相当）が示され
ている。
【００１２】
　ディスプレイユニット２００には、無線ＬＡＮ用アンテナ２１０Ａ，２１０Ｂが実装さ
れている。これらのアンテナ２１０Ａ，２１０Ｂは、互いに９０°異なる角度で設置され
、異なる偏波を受信することができる。ディスプレイユニット２００を開いた状態におい
て、アンテナ２１０Ａは、例えばディスプレイユニット２００の面上部に設けられ、一方
、アンテナ２１０Ｂは、例えばディスプレイユニット２００の面側部に設けられる。また
、アンテナ２１０Ａは、例えばディスプレイユニット２００の表側（液晶パネル２３０側
）に設けられ、アンテナ２１０Ｂは、例えばディスプレイユニット２００の裏側に設けら
れる。勿論、アンテナ２１０Ａがディスプレイユニット２００の裏側に、アンテナ２１０
Ｂがディスプレイユニット２００の表側に設けられてもよい。アンテナ２１０Ａ，２１０
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Ｂのうち、いずれか一方は受信および送信が可能な（即ち、電波を輻射する）送受信用ア
ンテナであり、もう一方は受信のみを行う受信用アンテナである。以下では、アンテナ２
１０Ａが、電波を輻射する送受信用アンテナであるものとして説明する。
【００１３】
　一方、本体３００には、無線ＬＡＮコントローラ（モジュール）３１０Ａ，３１０Ｂが
実装されている。また、給電ケーブル２２０Ａがディスプレイユニット２００の左側面近
傍を通るようにアンテナ２１０Ａから延び、ヒンジ１２０を通って無線ＬＡＮコントロー
ラ３１０Ａに接続されている。同様に、給電ケーブル２２０Ｂがアンテナ２１０Ｂから下
方向に延び、ヒンジ１２０を通って無線ＬＡＮコントローラ３１０Ｂに接続されている。
【００１４】
　図２（ａ）には、液晶パネル２３０を内側に向けてディスプレイユニット２００を本体
３００側に閉じた状態が示されている。なお、給電ケーブル２２０Ａ、２２０Ｂ等の表示
は省略している。一方、図２（ｂ）には、液晶パネル２３０を外側に向けてディスプレイ
ユニット２００を本体３００側に閉じた状態、即ち、ディスプレイユニット２００の前面
と対向する背面が本体３００の上面と対向するように位置した状態（「タブレットモード
」と呼ばれるタブレット使用形態に相当）が示されている。なお、給電ケーブル２２０Ａ
、２２０Ｂ等の表示は省略している。
【００１５】
　なお、図２（ａ）及び図２（ｂ）の例に示されるアンテナ２１０Ａ，２１０Ｂの配置を
、図３（ａ）及び図３（ｂ）の例に示されるように変えても構わない。
【００１６】
　図４は、タブレットモードにおける画像表示形態の種類を説明するための図である。ま
た、図５は、画像表示形態の種類に応じた使用形態の違いを説明するための図である。
【００１７】
　図４に示されるように、タブレットモードにおいては液晶パネル２３０に表示される画
像の向きによって４種類の画像表示形態が考えられる。画像表示形態は、大きく分けて「
ポートレート」（縦長表示）と「ランドスケープ」（横長表示）とに分類される。
【００１８】
　図４（ａ）に示されるポートレートＡの例ではヒンジ１２０が右側に位置し、一方、図
４（ｂ）に示されるポートレートＢの例ではヒンジ１２０が左側に位置している。図５（
ａ）には、ユーザがポートレートでタブレットＰＣ１００を使用する場合の例が示されて
いる。
【００１９】
　図４（ｃ）に示されるランドスケープＡの例ではヒンジ１２０が下側に位置し、一方、
図４（ｂ）に示されるランドスケープＢの例ではヒンジ１２０が上側に位置している。図
５（ａ）には、ユーザがランドスケープでタブレットＰＣ１００を使用する場合の例が示
されている。
【００２０】
　図６は、タブレットＰＣ１００のシステム構成の一例を示すブロック図である。
【００２１】
　タブレットＰＣ１００の本体３００は、ＣＰＵ１１１、ノースブリッジ１１２、主メモ
リ１１３、グラフィクスコントローラ１１４及びサウスブリッジ１１５を有する。本体３
００はまた、ＢＩＯＳ－ＲＯＭ１２０、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１３０、光デ
ィスクドライブ（ＯＤＤ）１４０、ＬＡＮコントローラ１５１、無線ＬＡＮコントローラ
３１０Ａ，３１０Ｂ、カードコントローラ１５３、エンベデッドコントローラ／キーボー
ドコントローラＩＣ（ＥＣ／ＫＢＣ）１６０、および電源回路１７０を有する。
【００２２】
　ＣＰＵ１１１は、コンピュータ１０の動作を制御するプロセッサである。このＣＰＵ１
１１は、ブートデバイス、例えばＨＤＤ１３０から主メモリ１１３にロードされるオペレ
ーティングシステム（ＯＳ）を実行する。またＣＰＵ１１１は、各種アプリケーションプ
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ログラムを実行する。またＣＰＵ１１１は、ＢＩＯＳ－ＲＯＭ１２０に格納されたシステ
ムＢＩＯＳ（Basic Input Output System）も実行する。システムＢＩＯＳはハードウェ
ア制御などを行うプログラムである。
【００２３】
　ノースブリッジ１１２は、ＣＰＵ１１１のローカルバスとサウスブリッジ１１５との間
を接続するブリッジデバイスである。ノースブリッジ１１２には、主メモリ１１３をアク
セス制御するメモリコントローラも内蔵されている。また、ノースブリッジ１１２は、Ａ
ＧＰ（Accelerated Graphics Port）バスなどを介してグラフィクスコントローラ１１４
との通信を実行する機能も有している。
【００２４】
　グラフィクスコントローラ１１４は、液晶パネル２３０などを制御する表示コントロー
ラである。グラフィクスコントローラ１１４はビデオメモリ（ＶＲＡＭ）１１４ａを有し
ており、当該ＶＲＡＭ１１４ａに書き込まれた表示データから、液晶パネル２３０に表示
すべき表示イメージを形成する映像信号を生成する。
【００２５】
　サウスブリッジ１１５は、ＢＩＯＳ－ＲＯＭ１２０へのアクセスを制御する。ＢＩＯＳ
－ＲＯＭ１２０はフラッシュＲＯＭのような書き換え可能な不揮発性メモリである。前記
したようにＢＩＯＳ－ＲＯＭ１２０は、システムＢＩＯＳを格納する。またサウスブリッ
ジ１１５は、ＨＤＤ１３０及びＯＤＤ１４０などのディスクドライブ（Ｉ／Ｏデバイス）
を制御する。
【００２６】
　サウスブリッジ１１５は、ＰＣＩ（Peripheral Component Interconnect）バス２及び
ＬＰＣ（Low Pin Count）バス３にそれぞれ接続される。サウスブリッジ１１５は、ＰＣ
Ｉバス２及びＬＰＣバス３上の各デバイスを制御する。ＰＣＩバス２はシステムバスとし
て用いられる。
【００２７】
　ＨＤＤ１３０は、各種ソフトウェア及びデータを格納するストレージ装置である。ＨＤ
Ｄ１３０は、モータにより回転される磁気記録メディア（磁気ディスク）へ／からのヘッ
ド（磁気ヘッド）によるデータの書き込み／読み出しを行う。ＨＤＤ１３０には、オペレ
ーティングシステム（ＯＳ）が予め格納されている。ＯＳはＢＩＯＳ－ＲＯＭ１２０に格
納されているシステムＢＩＯＳに従って主メモリ１１３にロードされることにより、ＣＰ
Ｕ１１１によって実行される。
【００２８】
　ＯＤＤ１４０はコンパクトディスク（ＣＤ）やデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）のよ
うな光記録メディア（光ディスク）をモータにより回転駆動するドライブユニットである
。ＯＤＤ１４０は光ディスクから／へのヘッド（光ヘッド）によるデータの読み出し／書
き込みを行う。
【００２９】
　ＰＣＩバス２には、ＬＡＮコントローラ１５１、無線ＬＡＮコントローラ３１０Ａ，３
１０Ｂ及びカードコントローラ１５３が接続されている。ＬＡＮコントローラ１５１は、
本体３００をＬＡＮ（有線ＬＡＮ）に接続するためのネットワークコントローラである。
無線ＬＡＮコントローラ３１０Ａ，３１０Ｂは、本体３００を無線ＬＡＮに接続するため
のネットワークコントローラである。カードコントローラ１５３は、当該カードコントロ
ーラ１５３と接続されるカードスロットに挿入されたＰＣカード或いはＳＤ（Secure Dig
ital）カードのようなカードデバイスを制御する。
【００３０】
　ＥＣ／ＫＢＣ１６０は、電源管理のためのエンベデッドコントローラと、キーボード（
ＫＢ）１３及びタッチパッド１６などを制御するキーボードコントローラとが単一チップ
に集積されたマイクロコンピュータである。ＥＣ／ＫＢＣ１６０は、電源回路１７０と協
調して動作することにより、ユーザによるパワーボタンスイッチ１４の操作に応答して、
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コンピュータ１０を電源オンする電源制御機能を有している。また、ＥＣ／ＫＢＣ１６０
は、加速度センサ１５やヒンジ状態センサ１１から送られる各検出信号を受け、各種の状
態を示す情報をＢＩＯＳ、ドライバ、もしくはＯＳへ通知することができる。
【００３１】
　加速度センサ１５は、空間上の３軸方向に関して外部から与えられる加速度を検出する
ものである。ヒンジ状態センサ１１は、ヒンジ１２０の状態（即ち、本体３００に対する
ディスプレイユニット２００の状態）を検出するものである。
【００３２】
　電源回路１７０は、リチャージャブルなバッテリ１７１または高電圧電源としてのＡＣ
アダプタ１７２を介して供給されるＤＣ電源を用いて、本体３００の各要素に印加すべき
システム電源電圧を生成する。ＡＣアダプタ１７２は、ＡＣ電源をＤＣ電源に変換する。
【００３３】
　図７は、無線ＬＡＮコントローラ３１０Ａ，３１０Ｂに共通する構成の一例を示すブロ
ック図である。ここでは、無線ＬＡＮコントローラ３１０Ａについてのみ説明する。
【００３４】
　無線ＬＡＮコントローラ３１０Ａは、ＲＦ（Radio Frequency）部３１１、水晶発信部
３１２、およびベースバンド処理部３１３を備える。
【００３５】
　ＲＦ部３１１は、給電ケーブル２２０Ａを介してアンテナ２１０Ａから入力された高周
波信号を水晶発信部３１２の発信周波数に基づいて低周波信号に変換し、ベースバンド処
理部３１３に出力する。また、ベースバンド処理部３１３から出力されるベースバンド信
号を水晶発信部３１２からの発信周波数に基づいて高周波信号に変換し、給電ケーブル２
２０Ａを介してアンテナ２１０Ａに出力する。
【００３６】
　ベースバンド処理部３１３は、ＲＦ部３１１から出力されたベースバンド信号にアナロ
グ／デジタル変換を施して、ＣＰＵ１１１が処理可能なデジタル信号に変え、バス２に出
力する。また、バス２から入力されたデジタル信号にデジタル／アナログ変換を施してベ
ースバンドのアナログ信号にし、ＲＦ部３１１に出力する。
【００３７】
　図８は、送受信用アンテナから輻射される電波の抑制制御に関わる機能構成の一例を示
すブロック図である。
【００３８】
　ＥＣ４００は、加速度センサ１５から得られる加速度の情報やヒンジ状態センサ１１か
ら送られるヒンジ状態の情報を、ＢＩＯＳ４０１等を経由してＯＳ４０３へ伝えることが
できる。なお、これらの情報は、ＥＣ４００を経由せずにＯＳ４０３へ伝わるように構築
することも可能である。
【００３９】
　ＢＩＯＳ４０１は、加速度の情報やヒンジ状態の情報などを取得し、それらをＯＳ４０
３へ通知することができる。
【００４０】
　ドライバ４０２は、ＯＳ４０３から送信出力の停止／再開の指示があった場合にＢＩＯ
Ｓ４０１経由でＥＣ４００へ無線ＬＡＮコントローラ３１０Ａに対する電源供給の停止／
再開を要求したり、ＯＳ４０３から送信出力の低下／増大の指示があった場合に無線ＬＡ
Ｎコントローラ３１０Ａの送信出力を低下／増大させたりすることができる。これにより
、無線ＬＡＮコントローラ３１０Ａの中のＲＦ部３３１のアンプの出力が変化し、アンテ
ナ２１０Ａからの電波輻射が抑制されたり当該抑制が解除されたりする。
【００４１】
　ＯＳ４０３は、ＢＩＯＳ４０から得られるヒンジ状態の情報に基づいてタブレットＰＣ
の使用形態（タブレットモード、ラップトップモードなど）を認識したり、自身が持って
いる表示に関する情報に基づいて現在の表示画像の向きを認識することができる。また、
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取得される加速度の情報に基づいてタブレットＰＣの移動を認識し、表示画像の向きを適
切に切り換えることができる（即ち、図４に示される４種類の表示形態のいずれかへの切
り換えができる）。また、ＯＳ４０３は、所定の通信モジュール（３Ｇモジュール等）を
通じてキャリア情報（接続先事業者の情報など）を得ることもできる。これらの情報はユ
ーティリティ４０４に渡され、無線ＬＡＮコントローラ３１０Ａの送信出力の抑制（停止
もしくは低下）の要否を判定するために使用される。
【００４２】
　ユーティリティ４０４は、図９に示されるように、状態認識部５０１、送信出力制御部
５０２、抑制要否判定部５０３、といった各種の機能を備えている。なお、これらの機能
は全てユーティリティ４０４に設けられる必要は必ずしもなく、一部の機能を他のソフト
ウェアもしくはハードウェアが担うように構成してもよい。
【００４３】
　状態認識部５０１は、ＢＩＯＳ４０１（もしくはＯＳ４０３）から得られるヒンジ状態
の情報とＯＳ４０３から得られる表示画像の向きの情報とに基づき、タブレットモードが
形成されており且つ液晶パネル２３０に表示される画像の下方向にアンテナ２１０Ａが位
置する所定の状態が成立しているか否かの判定、もしくは当該状態の認識が可能である。
【００４４】
　送信出力制御部５０２は、上記所定の状態が認識された場合には、アンテナ２１０Ａか
ら電波が輻射されることを抑制する制御（例えば、輻射量を低下させる制御、輻射を停止
させる制御、もしくは無線ＬＡＮコントローラ３１０Ａからアンテナ２１０Ａへの信号送
信を停止させる制御など）を実行することができる。
【００４５】
　抑制要否判定部５０３は、取得されるキャリア情報に示される接続先事業者が所定のリ
ストに記載されているか否かを確認することにより、無線ＬＡＮコントローラ３１０Ａの
送信出力の抑制（停止もしくは低下）の要否を判定することができる。この判定結果に基
づいて、送信出力制御部５０２における制御を実行すべきかどうかを決定するように構成
してもよい。
【００４６】
　次に、図１０を参照して、送受信用アンテナから輻射される電波の抑制制御に関わる動
作の一例を説明する。ここでは、ユーティリティ４０４の動作に関して説明する。
【００４７】
　ユーティリティ４０４は、ＢＩＯＳ４０１（もしくはＯＳ４０３）からヒンジ状態の情
報を取得すると共に、ＯＳ４０３から表示画像の向きの情報を取得し（ステップＳ１１）
、これらの情報に基づき、タブレットモードが形成されており且つ液晶パネル２３０に表
示される画像の下方向にアンテナ２１０Ａが位置する所定の状態が成立しているか否かを
判定する（ステップＳ１２）。所定の状態が成立しない場合（ステップＳ１３のＮＯ）、
アンテナ２１０Ａの出力を通常の出力（例えば、最大出力）のままとし（もしくは、通常
の出力に戻し）（ステップＳ１４）、ステップＳ１１からの処理を繰り返す。一方、所定
の状態が成立する場合（ステップＳ１３のＹＥＳ）、取得されるキャリア情報に示される
接続先事業者が所定のリストに記載されているか否かを確認することにより、無線ＬＡＮ
コントローラ３１０Ａの送信出力の抑制（停止もしくは低下）の要否を判定する（ステッ
プＳ１５）。抑制が不要である場合（ステップＳ１６のＮＯ）、アンテナ２１０Ａの出力
を通常の出力（例えば、最大出力）のままとし（もしくは、通常の出力に戻し）（ステッ
プＳ１４）、ステップＳ１１からの処理を繰り返す。一方、抑制が必要である場合（ステ
ップＳ１６のＹＥＳ）、電波に関連する法令に定められる基準を満たすようにアンテナ２
１０Ａの出力を低下または停止させる制御を実行し（ステップＳ１７）、ステップＳ１１
からの処理を繰り返す。
【００４８】
　このように本実施形態によれば、電波を輻射するアンテナが実装されたタブレットＰＣ
に関して、当該アンテナがユーザの体（腹部など）に接近する状況が生じたとしても、電
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に応じて画像表示の向きが変わったとしても、適切に輻射電波の抑制制御を行うことがで
きる。また、接続先事業者に応じて、輻射電波の抑制制御を行うか行わないかの判断も行
うことができる。
【００４９】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の一実施形態に係る情報機器の外観を示す斜視図。
【図２】ディスプレイユニットを本体側に閉じた状態を示す図。
【図３】アンテナの配置に関する変形例を示す図。
【図４】タブレットモードにおける画像表示形態の種類を説明するための図。
【図５】画像表示形態の種類に応じた使用形態の違いを説明するための図。
【図６】タブレットＰＣのシステム構成の一例を示すブロック図。
【図７】無線ＬＡＮコントローラの構成の一例を示すブロック図。
【図８】送受信用アンテナから輻射される電波の抑制制御に関わる機能構成の一例を示す
ブロック図。
【図９】ユーティリティの機能構成の一例を示すブロック図。
【図１０】送受信用アンテナから輻射される電波の抑制制御に関わる動作の一例を示すフ
ローチャート。
【符号の説明】
【００５１】
　１００…ラブレットＰＣ、１２０…ヒンジ、２００…ディスプレイユニット、２１０Ａ
，２１０Ｂ…無線ＬＡＮ用アンテナ、２３０…液晶パネル、３００…本体、３１０Ａ，３
１０Ｂ…無線ＬＡＮコントローラ、４００…ＥＣ、４０１…ＢＩＯＳ、４０２…ドライバ
、４０３…ＯＳ、４０４…ユーティリティ、５０１…状態認識部、５０２…送信出力制御
部、５０３…抑制要否判定部。
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