
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも第１、第２、第３の表示領域を有する携帯端末装置であって、
　少なくとも１個の表示部と、
　各種操作キーを有する操作部と、
　前記表示部を制御する表示制御手段とを備え、
　前記表示制御手段は、少なくとも特定のアプリケーションの実行時に、前記第１の表示
領域に当該アプリケーションの実行内容を表示するとともに、第２、第３の表示領域に所
定の内容を表示する第１の表示モードと、 前記第１の表示領域
に表示されている内容を少なくとも前記第１および第２の表示領域にまたがって表示する
とともに、 前記第２の表示領域 に表示さ
れていた内容を前記第３の表示領域に表示する第２の表示モードとを有し、前記第１の表
示モードと第２の表示モードとを所定の要因に応じて切り替えることを特徴とする携帯端
末装置。
【請求項２】
　前記所定の要因はユーザによる前記操作キーの操作である請求項１記載の携帯端末装置
。
【請求項３】
　前記所定の要因は、予め定められたアプリケーションの実行およびその終了である請求
項１記載の携帯端末装置。
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【請求項４】
　

請求項１記載の携帯端末装置。
【請求項５】
　第４の表示領域を有し、
　前記表示制御手段は、前記第２の表示モード時に、前記第１の表示領域に表示されてい
る内容を少なくとも前記第１、第２および第４の表示領域にまたがって表示するとともに
、前記第２の表示領域および前記第３の表示領域に表示されていた内容ならびに前記第４
の表示領域に表示されていた内容の少なくとも一部を前記第３の表示領域に表示する請求
項１記載の携帯端末装置。
【請求項６】
　 前記第２の表示モード時の前記第３の表示領域に表示される内容
を、ユーザによる前記操作キーの操作に応じて切り替え表示、または、スクロール表示

ることを特徴とする請求項 記載の携帯端末装置。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記第２の表示モードにおいて、前記第３の表示領域に予め定め
た基本画面の内容を表示し、所定の状態の変化があったときに前記第３の表示領域の表示
内容を前記基本画面から当該状態の変化に関連した表示内容に切り替えることを特徴とす
る請求項１記載の携帯端末装置。
【請求項８】
　前記表示制御手段は、前記基本画面から当該状態の変化に関連した表示内容に切り替え
た後、所定時間の経過後に、前記第３の表示領域の表示を前記基本画面に戻すことを特徴
とする請求項７記載の携帯端末装置。
【請求項９】
　前記表示部としてメイン表示部とサブ表示部とを備え、
　前記メイン表示部が前記第１および第２の表示領域を有し、前記サブ表示部が前記第３
の表示領域を有することを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の携帯端末装置。
【請求項１０】
　メイン表示部とサブ表示部とを備えた携帯端末装置において、
　少なくとも特定のアプリケーションの実行時に、
　前記メイン表示部の画面の上部および／または下部の帯状の表示領域と残りの表示領域
とを分割して用いる第１の表示モードと、
　前記メイン表示部の画面全体を非分割状態で用いる第２の表示モードとを有し、
　所定の要因に基づいて前記第１および第２の表示モードとを切り替え、
　前記第２の表示モードでは、前記第１の表示モードで帯状の表示領域に表示されていた
内容および前記サブ表示部に表示されていた内容 前記サブ表示部に表示させる
　ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項１１】
　少なくとも第１、第２、第３の表示領域を有する携帯端末装置における表示制御プログ
ラムであって、
　第１の表示モードにおいて、前記第１の表示領域にアプリケーションの実行内容を表示
するとともに、第２、第３の表示領域に所定の内容を表示するステップと、
　第２の表示モードにおいて、 前記第１の表示領域に表示され
ている内容を少なくとも前記第１および第２の表示領域にまたがって表示するとともに、

前記第２の表示領域 に表示されてい
た内容を前記第３の表示領域に表示するステップと、
　前記第１の表示モードと第２の表示モードとを所定の要因に応じて切り替えるステップ
と、
　を含むことを特徴とする携帯端末装置の表示制御プログラム。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、少なくとも１つの表示部を有する、携帯電話機に代表される携帯端末装置に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、携帯電話の技術革新は著しく、インターネット接続、ゲームダウンロード・実行等
、多機能化が進んでいる。携帯電話機の表示装置についてもカラー化、大画面化などが図
られている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、小型・軽量が求められる携帯端末装置では、大画面化といっても限度があり、パ
ーソナルコンピュータのモニタ等とは比較にならない。
【０００４】
一方、最近、携帯電話機においても電子メールを作成、閲覧したり、ウェブ情報を閲覧し
たり、さらにはゲーム等を実行したりすることが可能となってきており、そのような各種
アプリケーションの用途においては表示領域の広さの点で不満が生じうる。
【０００５】
特に、通信機能を有する携帯端末装置である携帯電話機の表示部の上端と下端の区切られ
た帯状の表示領域に、バッテリ残量、圏外／圏内の別、電波状態（アンテナのバー本数）
、および、キー操作のガイド情報（キー操作情報）等が表示されるものが多く、アプリケ
ーションが利用可能な表示領域が圧迫されるという現実がある。このような事情から、表
示画面の小さい携帯電話機は、表示画面の大きさを重要視するユーザにとって魅力が低減
し、ユーザの購買意欲を減少させる要因ともなりうる。
【０００６】
ところで、携帯電話機では、特に二つ折りタイプにおいて、カバーを閉じたままでも所定
の情報が見られるようにカバーの外面に比較的小さいサブ表示部を設けたものが市販され
ている。但し、この携帯電話機ではカバーを開いたときにはメイン表示部のみが見え、サ
ブ表示部は見えなくなる。これに対して、本願出願人は、カバーの開閉、閉鎖のいずれの
状態でも視認できるような構造のサブ表示部を備えた携帯電話端末を特願２００１－１７
２１６４で提案している。
【０００７】
このように従来の携帯端末装置、特に携帯電話機では表示領域の拡大が図られているが、
その拡大にはやはり限度があり、限られた表示領域を有効に利用することが求められてい
る。
【０００８】
本発明は、このような背景においてなされたものであり、特に複数の表示領域を有効に利
用することができる携帯端末装置を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明による携帯端末装置は、少なくとも第１、第２、第３の表示領域を有する携帯端
末装置であって、少なくとも１個の表示部と、各種操作キーを有する操作部と、前記表示
部を制御する表示制御手段とを備え、前記表示制御手段は、少なくとも特定のアプリケー
ションの実行時に、前記第１の表示領域に当該アプリケーションの実行内容を表示すると
ともに、第２、第３の表示領域に所定の内容を表示する第１の表示モードと、

前記第１の表示領域に表示されている内容を少なくとも前記第１および第
２の表示領域にまたがって表示するとともに、 前記第２の表示
領域 に表示されていた内容を前記第３の表示領域に表示する第２の
表示モードとを有し、前記第１の表示モードと第２の表示モードとを所定の要因に応じて
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切り替えることを特徴とする。
【００１０】
前記所定の要因は、例えば、ユーザによる前記操作キーの操作、あるいは、予め定められ
たアプリケーションの実行およびその終了である。
【００１１】
　このように、第１の表示モードでは従前と同様の表示形態であっても、第２の表示モー
ドでは第１の表示領域のアプリケーションの実行内容を、複数の表示領域に跨って表示す
ることができるので、状況に応じて、実質的に画面サイズを拡大することが可能となる。

【００１２】
　

【００１３】
第４の表示領域を有する場合、前記表示制御手段は、前記第２の表示モード時に、前記第
１の表示領域に表示されている内容を少なくとも前記第１、第２および第４の表示領域に
またがって表示するとともに、前記第２の表示領域および前記第３の表示領域に表示され
ていた内容ならびに前記第４の表示領域に表示されていた内容の少なくとも一部を前記第
３の表示領域に表示する。
【００１４】
　前記第２の表示モード時の前記第３の表示領域に表示すべき全内容を同時に表示できな
い、または表示しない場合、前記第３の表示領域に表示される内容を、ユーザによる前記
操作キーの操作に応じて切り替え表示、または、スクロール表示 ることが可能である
。
【００１５】
前記表示制御手段は、前記第２の表示モードにおいて、前記第３の表示領域に予め定めた
基本画面の内容を表示し、所定の状態の変化があったときに前記第３の表示領域の表示内
容を前記基本画面から当該状態の変化に関連した表示内容に切り替えるようにすることも
可能である。この場合、ユーザにとって操作を行うことなく必要な内容を認識することが
できる。
【００１６】
　前記表示制御手段は、前記基本画面から当該状態の変化に関連した表示内容に切り替え
た後、所定時間の経過後に、前記第３の表示領域の表示を前記基本画面に戻すようにして
もよい。これにより、切り替わった内容を認識した後、元の画面に自動的に戻すこと で
きる。
【００１７】
前記表示部としてメイン表示部とサブ表示部とを備える携帯端末装置では、例えば、前記
メイン表示部が前記第１および第２の表示領域を有し、前記サブ表示部が前記第３の表示
領域を有する。
【００１８】
　本発明による携帯端末装置は、他の見地によれば、メイン表示部とサブ表示部とを備え
た携帯端末装置において、少なくとも特定のアプリケーションの実行時に、前記メイン表
示部の画面の上部および／または下部の帯状の表示領域と残りの表示領域とを分割して用
いる第１の表示モードと、前記メイン表示部の画面全体を非分割状態で用いる第２の表示
モードとを有し、所定の要因に基づいて前記第１および第２の表示モードとを切り替え、
前記第２の表示モードでは、前記第１の表示モードで帯状の表示領域に表示されていた内
容および前記サブ表示部に表示されていた内容 前記サブ表示部に表示させる。
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【００１９】
　本発明による表示制御プログラムは、少なくとも第１、第２、第３の表示領域を有する
携帯端末装置における表示制御プログラムであって、第１の表示モードにおいて、前記第
１の表示領域にアプリケーションの実行内容を表示するとともに、第２、第３の表示領域
に所定の内容を表示するステップと、第２の表示モードにおいて、

前記第１の表示領域に表示されている内容を少なくとも前記第１および第２の表示領
域にまたがって表示するとともに、 前記第２の表示領域

に表示されていた内容を前記第３の表示領域に表示するステップと、
前記第１の表示モードと第２の表示モードとを所定の要因に応じて切り替えるステップと
を含むことを特徴とする。本発明は、この表示制御プログラムを格納した記録媒体として
把握することも可能である。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００２１】
図１は、本発明が適用される、サブ表示部を有する二つ折りタイプの携帯端末装置（単に
携帯端末ともいう）１００の外観図である。図１（ａ）はその開放時の正面図であり、図
１（ｂ）はその閉鎖時の正面図である。
【００２２】
この携帯端末１００は、ヒンジ部１８と、このヒンジ部１８で開閉可能に連結されたカバ
ー部１４および本体部２５を有する。カバー部１４の内側の面の上部にはスピーカ１２が
配置され、内側の主要面にはメイン表示部１６（例えば液晶ディスプレイのような平面表
示デバイス）が配置されている。ヒンジ部１８には、その中央部にサブ表示部１９（これ
も例えば液晶ディスプレイのような平面表示デバイス）が設けられている。このサブ表示
部１９は本体部２５側に固定されており、カバー部１４を本体部２５に対して回転させて
もサブ表示部１９自体は回転しない。サブ表示部１９の画面の横幅はメイン表示部１６の
画面の幅とほぼ同じ（若干小さい）程度であるが、縦方向の高さはヒンジ部に収まる程度
のサイズである。サブ表示部１９をヒンジ部１８の内側に設けたので、図１（ｂ）に示す
ように、本体部２５に対してカバー部１４を閉鎖したときにも、サブ表示部１９の画面は
露出されており、そのまま視認できる。
【００２３】
但し、図１は本発明が適用される携帯端末の一例にすぎず、本発明はこれに限定されるも
のではない。すなわち、サブ表示部１９の位置は必ずしもヒンジ部１８である必要はなく
、また、サブ表示部１９自体必須のものでもない。
【００２４】
本体部２５の内側の面には、上部中央にジョグダイヤル２０、この両側端に左右キー２６
ａ，２６ｂ、さらにその両側端にソフトキー１７ａ，１７ｂが配列されている。ジョグダ
イヤル２０は、回転動作可能な押圧スイッチである。ソフトキー１７ａ，１７ｂは、種々
のメニューや画面に対応して任意の機能が割り当てられる操作キーであり、その割り当て
られた機能は、キー操作表示エリアの表示内容によってユーザに知らしめられる。左右キ
ー２６ａ，２６ｂについては、携帯端末の各利用場面でのその使用の可否がキー操作表示
エリアに表示されるようになっている。これらの操作キーの下側には、通話キー２１、ク
リアキー２２、および電源キー／終話キー２３が配置されている。さらにその下側にはテ
ンキー２８が配置され、これらの下側にはメモキー３０およびマナーキー３１が配置され
ている。本体部２５の最下部にはマイク３２が配置されている。
【００２５】
図２に、本実施の形態の携帯端末のハードウェア構成を表すブロック図を示す。
【００２６】
この携帯端末１００は、電話機能に関連した部位として、アンテナ２００、デュプレクサ
２０１、受信部（ＲＸ）２０２、送信部（ＴＸ）２０３、ＤＳＰ (Digital Signal Proces
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sor）２０４、スピーカ２０５、マイク２０６、イヤレシーバ２０７を含む。携帯端末１
００は、さらに、この携帯端末の制御に関連した部位として、制御部２０８、メイン表示
部２０９（図１の１６に対応）、サブ表示部２１０（図１の１９に対応）、操作部２１１
、ＲＯＭ２１３、ＲＡＭ２１４を有する。操作部２１１が図１に示した各種キーやボタン
に相当する。ＲＯＭ２１３には本実施の形態の後述する動作を実現するための制御プログ
ラムが格納されている。ＲＯＭ２１３は、フラッシュＲＯＭのような書き込み可能なメモ
リを含んでもよい。本発明には特に必須の要素ではないが、この例では、携帯端末１００
は、ブルートゥース（商標）のような近距離無線通信部２１２およびそのためのアンテナ
２１３、撮像制御部２１５およびカメラ２１６も備えている。
【００２７】
以下、本実施の形態の動作例を説明する。図３により、図１の携帯端末１００における複
数の表示領域について説明する。図３の例では、メイン表示部２０９の画面を中央の大表
示領域Ｂと、上端および下端の二つの帯状の小表示領域Ａ，Ｃの三つの表示領域１６ｂ，
１６ａ，１６ｃに分割している。
【００２８】
通常表示モードにおいて、制御部２０８は、図４（ａ）に示すように、カメラ２１６で写
された映像のビューア、メールの作成・閲覧を行うメーラ、ｉアプリ（商標）、ウェブブ
ラウザ等の使用中のアプリケーションの画面をメイン表示部２０９の中央部の表示領域１
６ｂに表示する。また、制御部２０８は、この例では、表示領域１６ａにバッテリ残量、
圏外／圏内、電波状態等を表示し、表示領域１６ｃにはキー操作情報等を表示する。一方
、サブ表示部１９には任意の情報（例えば所定のアイコンや日時等）の表示を行う。
【００２９】
通常表示モードにおいて、ユーザの特定のキー操作があったとき、携帯端末１００は、図
４（ｂ）に示すような全画面表示モードに移行する。この全画面表示モードでは、図３の
表示領域１６ｂに表示されているアプリケーションの表示内容を、メイン表示部１６の表
示領域１６ａ、１６ｂ、１６ｃの全表示領域に跨って表示（全画面表示）する。これによ
って、具体的には、例えば、メールの作成や閲覧、ウェブの閲覧、ゲーム等を大画面で行
うことが可能となる。全画面表示モードでは、図３の表示領域１６ａと１６ｃに表示され
ていた内容をサブ表示部２１０に表示する。この図の例では、サブ表示部１９には、元々
そこに表示されていたアイコン表示、表示領域１６ａに表示されていた情報表示、表示領
域１６ｃに表示されていたキー操作表示の全部を同時にまたは一部を逐次に表示する。「
同時」表示を行うには画像の縮小を行う。この場合、文字やアイコンが小さくなる。これ
を避けるためには、それらの表示をユーザの指示に応じて逐次表示する。
【００３０】
逐次表示では、例えば、図５（ａ）の通常表示モードから図５（ｂ）の全面表示モードに
移行したとき、サブ表示部１９には、アイコン表示６０１と情報表示６０２とキー操作表
示６０３の画面を、ユーザの所定の操作に応じて順次（サイクリック）に切り替えて表示
するようにする。あるいは、これらの画面を画面スクロールによる逐次視認できるように
表示する。ここでは３つの画面を切り替えまたはスクロールする場合を示したが、そのう
ちの一部の画面（例えば表示領域Ｄの画面）を少なくとも一時的に視認可能な状態から外
してもよい。その場合、どの画面を外すかは予め固定としておいてもよいが、ユーザが選
択的に指定できるようにしてもよい。
【００３１】
図６に本実施の形態における表示関連処理のフローの一例を示す。
【００３２】
電源が入った時点で「はじめ」となる。図には、終了条件が記載されていないが、電源が
切れた時点で無条件に終了となる。なお、図６の例では、アプリケーション起動中にアプ
リケーションを起動する例は考慮に入れていない。
【００３３】
図６の処理において、まず、メイン表示部１６にトップ画面（初期画面）表示を行う（Ｓ

10

20

30

40

50

(6) JP 3726892 B2 2005.12.14



１１）。このトップ画面表示では、図３の表示領域１６ａにバッテリ残量、圏外／圏内、
電波状態等の情報を、表示領域１６ｂにトップ画面の内容を、表示領域１６ｃにキー操作
情報をそれぞれ表示する。その後、アプリケーションが起動されたら（Ｓ１２，Ｙｅｓ）
、表示領域１６ｂにアプリケーションの内容を表示する（Ｓ１３）。このとき、表示領域
１６ａ，１６ｃには前述したようにバッテリ残量、圏外／圏内、電波状態等、キー操作情
報等が表示されている。
【００３４】
アプリケーションが終了するまでの間にユーザによる特定のキー操作が行われた場合（Ｓ
１５，Ｙｅｓ）、全画面表示モードへ移行する（Ｓ１６）。前述したように、このとき、
サブ表示部にその元々の表示内容および表示領域１６ａ，１６ｃの表示内容のすべてを同
時に表示可能であれば、同時表示を行う（Ｓ１９）。表示可能な場合であっても、同時表
示を行うか否かをユーザが初期設定で予め設定しておいてもよい。その場合のステップＳ
１７は「サブ表示部に同時表示可？」ではなく「サブ表示部に同時表示を行うか？」とい
う条件判定になる。
【００３５】
ステップＳ１７で同時表示不可の場合（Ｓ１７，Ｙｅｓ）、前述したようにページ切替機
能またはスクロール機能を導入してサブ表示部に部分表示を行う（Ｓ１８）。この際、い
ずれかの内容（例えば、サブ表示部に表示されていたアイコン表示）を一時的に切替また
はスクロール表示の対象から外す方法も考えられる。
【００３６】
ついで、アプリケーションが終了するまでの間に（Ｓ２１）、元の表示モードに戻すため
の特定のキー操作があった場合（Ｓ２０，Ｙｅｓ）、ステップＳ１３へ戻る。このとき表
示領域１６ａ，１６ｃおよびサブ表示部の領事領域１６ｄの表示内容も元に戻る。
【００３７】
なお、ステップＳ１４でアプリケーションが終了した（アプリ終了）の場合に、ステップ
Ｓ１２ではなくステップＳ１１に戻るようにしてもよい。また、ステップＳ２１でアプリ
終了の場合に、ステップＳ１１でなくステップＳ１２に戻るようにしてもよい。
【００３８】
以上の説明では、通常表示モード時にメイン表示部に３つの表示領域を有する場合を示し
たが、図７によりその変形例を説明する。本発明は、図７（ａ）に示すように通常表示モ
ード時のメイン表示部１６の表示領域が２つの場合にも適用できる。このとき、図４（ａ
）の例で表示領域１６ｃに割り当てられていたキー操作表示をサブ表示部１９（の表示領
域１６ｄ）に行っている。全画面表示モードでは、サブ表示部１９においては図７（ｂ）
に示すように情報表示とキー操作表示とを同時に行うか、または、図８（ｂ）に示すよう
に情報表示６０２とキー操作表示６０３とをページ切替またはスクロール表示する。
【００３９】
上記では、サブ表示部に複数の画面の内容を同時に表示できない（または表示しない）場
合におけるページ切替またはスクロール表示はユーザのキー操作（ダイヤル操作を含んで
もよい）によって行った。しかし、これを自動化する方法も考えられる。すなわち、全画
面表示モード中に比較的優先度の高いと考えられる内容を基本画面としてサブ表示部に表
示しておき、何らかの状態の変化があったときにその変化をユーザに知らせるために一時
的にサブ表示部の表示内容を切り替えるようにする。図９によりそのようなサブ表示部の
表示画面自動切替の処理フローの一例を説明する。この処理は全画面表示モード時のサブ
表示部に関する処理部分に相当し、図５に示したようなメイン表示部１６が３分割される
場合、図８に示したようなメイン表示部１６が２分割される場合のいずれにも適用できる
。
【００４０】
まず、サブ表示部に基本画面を表示する（Ｓ３１）。基本画面の内容は例えば、通常表示
モード時にサブ表示部に表示されていた内容、および、通常表示モード時にメイン表示部
に表示されていた内容であって全画面表示モードへの移行時にメイン表示部から追い出さ
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れた内容のうちの予め定められた一部である。例えば、当該アプリケーションに応じたキ
ー操作情報などである。その後、予め定めた状態に何らかの変化があるかを監視する（Ｓ
３２）。ここでの予め定めた状態とは、例えば圏外／圏内の変化、メール等の着信、バッ
テリ残量の低下、等、比較的緊急にユーザに知らしめるべき状態の変化である。このよう
な状態変化があったとき、基本画面に変えて、その状態変化の内容を示す画面をサブ表示
部に表示する（Ｓ３３）。この表示は予め定めた所定の時間だけ行い（Ｓ３４）、その経
過後はまた基本画面の表示に戻す（Ｓ３１）。その際、ユーザの注意を喚起するために所
定の音の発生や画面の輝度点滅等によりアラームを発生することが好ましい。「所定の時
間」は数秒から数十秒程度、典型的には５秒程度を想定しているが、その長さは当該状態
に応じて異ならせてもよい。場合によっては、「所定の時間」を無限にして、ユーザの特
定のキー操作を待って基本画面の表示に戻すようにしてもよい。なお、ここで挙げた「基
本画面」および「予め定めた状態」の内容はあくまで例示であり、本発明はこれらの例に
限定されるものではない。
【００４１】
次に図１０のフローチャートにより本発明の他の実施の形態について説明する。前述した
実施の形態では通常表示モードから全画面表示モードへの移行はユーザの特定のキー操作
に従って行った。本実施の形態では、この移行をユーザのキー操作ではなく特定のアプリ
ケーション起動時に自動的に行うものとする。但し、このような自動的な全画面表示モー
ドへの移行をユーザが初期設定で有効化または無効化できるようにしてもよい。
【００４２】
図１０の処理において、まず、メイン表示部にトップ画面表示を行う（Ｓ４１）。これは
図６のステップＳ１１と同じである。その後、何らかのアプリケーションが起動されたと
き（Ｓ４２）、それが予め指定された特定のアプリケーションであるか否かをチェックす
る（Ｓ４３）。特定のアプリケーションでなければ、メイン表示部およびサブ表示部に通
常の表示を行う（Ｓ５０）。その後、アプリケーションが終了したら（Ｓ５１，Ｙｅｓ）
、最初のステップＳ４１へ戻る。
【００４３】
ステップＳ４３において特定のアプリケーションであることが判明すれば、ユーザの特定
のキー操作によらずに、直ちに全画面表示モードに移行する（Ｓ４４）。サブ表示部に同
時表示が可能な場合または同時表示を行うことが選択されている場合（Ｓ４５，Ｙｅｓ）
、サブ表示部に同時表示を行う（Ｓ４７）。同時表示が不可の場合または同時表示を行わ
ないことが選択されている場合（Ｓ４５，Ｎｏ）、切替機能またはスクロール機能を導入
してサブ表示部に部分的な内容を逐次表示する（Ｓ４６）。
【００４４】
その後、当該特定のアプリケーションが終了したら（Ｓ４８，Ｙｅｓ）、全画面表示モー
ドから通常表示モードに切り替えて（Ｓ４９）、最初のトップ画面表示を行う（Ｓ４１）
。
【００４５】
以上、サブ表示部を有する携帯端末について説明したが、サブ表示部を持たずに、メイン
表示部に少なくとも第１、第２、第３の表示領域を有する情報端末も考えられる。この場
合、通常表示モードで各表示領域にそれぞれ別個の内容を表示し、所定の要因により移行
した全画面表示モードにおいて、通常表示モードの第１の表示領域に表示されていた内容
を複数の表示領域に跨って表示するようにするとともに、全画面表示に利用される第１の
表示領域以外の表示領域に表示されていた内容を他の表示領域に表示する。このとき、当
該他の表示領域に複数の内容を表示する場合には、切り替えまたはスクロール表示を行う
。
【００４６】
以上、本発明の好適な実施の形態について説明したが、上記で言及した以外にも、種々の
変形、変更が可能である。例えば、サブ表示部の位置はヒンジ部としたが、他の部位であ
ってもよい。また、二つ折りタイプの携帯端末について説明したが、本発明は二つ折りタ
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イプの携帯端末に限るものではない。
【００４７】
【発明の効果】
本発明によれば、複数の表示領域を有する携帯端末装置において、主要な表示領域で作業
中の処理を、複数の表示領域に跨って表示し、かつ、跨って表示することで表示されなく
なった内容を他の表示領域に表示することにより、状況に応じて複数の表示領域を有効に
利用することができる。その結果、ユーザの利便性が向上する。
【００４８】
また、メイン表示部とサブ表示部を有する携帯端末装置において、メイン表示部の表示領
域を複数の表示領域に跨って表示することにより、メイン表示部のアプリケーションに利
用できる表示領域を拡大できるので、携帯端末装置の製造・販売者は、表示部の大きさを
アピールし、消費者の購買意欲の増進を図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用される、サブ表示部を有する二つ折りタイプの携帯端末装置（単に
携帯端末ともいう）の外観図である。
【図２】本発明の実施の形態の携帯端末のハードウェア構成を表すブロック図である。
【図３】図１の携帯端末における複数の表示領域を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態における通常表示モードと全画面表示モードの切替の様子を
示す図である。
【図５】本発明の実施の形態における全画面表示モード時のサブ表示部の切替表示の様子
を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態における表示関連処理の一例を示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施の形態の変形例を示す図である。
【図８】図７の変形例における全画面表示モード時のサブ表示部の切替表示の様子を示す
図である。
【図９】本発明の実施の形態におけるサブ表示部の表示画面自動切替の処理の一例を示す
フローチャートである。
【図１０】本発明の他の実施の形態における表示関連処理の一例を示すフローチャートで
ある。
【符号の説明】
１２…スピーカ、１４…カバー部、１６…メイン表示部、１６ａ，１６ｂ，１６ｃ…表示
領域Ａ，Ｂ，Ｃ、１７ａ，１７ｂ…ソフトキー、１８…ヒンジ部、１９…サブ表示部、２
０…ジョグダイヤル、２１…通話キー、２２…クリアキー、２３…電源キー／終話キー、
２５…本体部、２６ａ，２６ｂ…左右キー、２８…テンキー、３０…メモキー、３１…マ
ナーキー、３２…マイク、１００…携帯端末、６０１…アイコン表示、６０２…情報表示
、６０３…キー操作表示
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

(11) JP 3726892 B2 2005.12.14



【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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