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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末装置の筐体の少なくとも異なる２辺にそれぞれ取り付けられた第１のアンテナ
と第２のアンテナを制御する方法であって、
　前記携帯端末装置が備える表示部の第１の表示方向に基づいて前記携帯端末装置の使用
状況を判断する第１の使用状況判断ステップと、
　前記携帯端末装置が備える表示部の第２の表示方向に基づいて前記携帯端末装置の使用
状況を判断する第２の使用状況判断ステップと、
　前記第１の使用状況判断ステップにおいて判断した使用状況に応じて、前記第１のアン
テナまたは前記第２のアンテナのいずれかを使用を中止するアンテナとして決定する使用
中止決定ステップと、
　前記第２の使用状況判断ステップにおいて判断した使用状況に応じて、前記第１のアン
テナおよび前記第２のアンテナの使用を可能にする双方使用決定ステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記双方使用決定ステップにおいて前記第１のアンテナおよび前記第２のアンテナの使
用を可能にしたときに、使用条件の良好なアンテナを選択して使用するステップを含む請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　携帯端末装置が備える複数のアンテナを制御する方法であって、
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　前記携帯端末装置が備える設置状況感知部が感知する設置状況に基づいて前記携帯端末
装置の使用状況を判断する使用状況判断ステップと、
　前記使用状況判断ステップにおいて判断した使用状況に応じて、前記複数のアンテナの
うち使用を中止するアンテナを決定する使用中止決定ステップと、
　前記使用中止決定ステップにおいて使用の中止を決定したアンテナの使用を中止する使
用中止ステップと
を含む方法。
【請求項４】
　前記設置状況感知部が、ドッキングステーションにドッキングしたことを感知するセン
サーを含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　筐体の少なくとも異なる２辺にそれぞれ取り付けられた第１のアンテナと第２のアンテ
ナを備える携帯端末装置であって、
　前記携帯端末装置が備える表示部の第１の表示方向に基づいて前記携帯端末装置の使用
状況を判断する第１の使用状況判断手段と、
　前記携帯端末装置が備える表示部の第２の表示方向に基づいて前記携帯端末装置の使用
状況を判断する第２の使用状況判断手段と、
　前記第１の使用状況判断手段が判断した使用状況に応じて、前記第１のアンテナまたは
前記第２のアンテナのいずれかを使用を中止するアンテナとして決定する使用中止決定手
段と、
　前記第２の使用状況判断手段が判断した使用状況に応じて、前記第１のアンテナおよび
前記第２のアンテナの使用を可能にする双方使用決定手段と
を含む携帯端末装置。
【請求項６】
　前記双方使用決定手段が前記第１のアンテナおよび前記第２のアンテナの使用を可能に
したときに、使用条件の良好なアンテナを選択して使用する手段を含む請求項５に記載の
携帯端末装置。
【請求項７】
　複数のアンテナを備える携帯端末装置であって、
　前記携帯端末装置が備える設置状況感知部が感知する設置状況に基づいて前記携帯端末
装置の使用状況を判断する使用状況判断手段と、
　前記使用状況判断手段が判断した使用状況に応じて、前記複数のアンテナのうち使用を
中止するアンテナを決定する使用中止決定手段と、
　前記使用中止決定手段が使用の中止を決定したアンテナの使用を中止する使用中止手段
と
を含む携帯端末装置。
【請求項８】
　前記設置状況感知部が、ドッキングステーションにドッキングしたことを感知するセン
サーを含む請求項７に記載の携帯端末装置。
【請求項９】
　筐体の少なくとも異なる２辺にそれぞれ取り付けられた第１のアンテナと第２のアンテ
ナを備える携帯端末装置に、
　前記携帯端末装置が備える表示部の第１の表示方向に基づいて前記携帯端末装置の使用
状況を判断する第１の使用状況判断機能と、
　前記携帯端末装置が備える表示部の第２の表示方向に基づいて前記携帯端末装置の使用
状況を判断する第２の使用状況判断機能と、
　前記第１の使用状況判断機能が判断した使用状況に応じて、前記第１のアンテナまたは
前記第２のアンテナのいずれかを使用を中止するアンテナとして決定する使用中止決定機
能と、
　前記第２の使用状況判断機能が判断した使用状況に応じて、前記第１のアンテナおよび
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前記第２のアンテナの使用を可能にする双方使用決定機能と
を実現させるコンピュータ・プログラム。
【請求項１０】
　前記双方使用決定機能が前記第１のアンテナおよび前記第２のアンテナの使用を可能に
したときに、使用条件の良好なアンテナを選択して使用する機能を含む請求項９に記載の
コンピュータ・プログラム。
【請求項１１】
　複数のアンテナを備える携帯端末装置に、
　前記携帯端末装置が備える設置状況感知部が感知する設置状況に基づいて前記携帯端末
装置の使用状況を判断する使用状況判断機能と、
　前記使用状況判断機能が判断した使用状況に応じて、前記複数のアンテナのうち使用を
中止するアンテナを決定する使用中止決定機能と、
　前記使用中止決定機能が使用の中止を決定したアンテナの使用を中止する使用中止機能
と
を実現させるコンピュータ・プログラム。
【請求項１２】
　前記設置状況感知部が、ドッキングステーションにドッキングしたことを感知するセン
サーを含む請求項１１に記載のコンピュータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、複数のアンテナを備えた携帯端末装置の当該アンテナの制御方法に
関する。さらに詳しくは、当該携帯端末装置の使用状況に応じてアンテナを制御する方法
およびその携帯端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯端末装置から発せられる電磁波の人体に対する影響への関心が高まっており
、このような電磁波の人体への吸収を低く抑える技術は、これらの携帯端末装置の設計上
の課題となっている。例えば、米国においては、人体に吸収される電磁波の電力量の指標
であるＳＡＲ；Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ　Ｒａｔｅの許容量を１．６Ｗ
／ｋｇ以下とする基準が定められている。
【０００３】
　このような状況において、従来、無線で通信を行うための複数のアンテナを備えた携帯
端末装置において、当該複数のアンテナのうち、ＳＡＲ特性の良好なものを常に選択して
使用するための方法が提案されている。例えば、特許文献１において、携帯端末装置（例
えば携帯電話端末）に関するＳＡＲを低減するために、「全ての利用形態において良好な
ＳＡＲ特性が得られるための処置が施された第１アンテナ」と、「このような処置が施さ
れていない第２アンテナ」とを当該携帯端末装置の使用状況に応じて切り替えて使用する
方法が開示されている。
【０００４】
　この方法は、具体的には、外部データ端子が使用状態にあるか否か、通信形態がハンズ
フリー通信か否か、外部音声通信端子が使用状態にあるか否か、カメラ部が使用状態にあ
るか否か、画像通信状態にあるか否か、パケット通信状態にあるか否か等の当該携帯端末
装置の使用状況によって、前記第１アンテナと第２アンテナを切り換えるものである。さ
らに、当該携帯端末装置の人体との距離を判別する方法、当該携帯端末装置の筐体の開閉
を検出する方法に基づくものも開示されている。このように、特許文献１で開示された方
法は、携帯電話端末の通信の速度や品質を低下させることをできるだけ回避しつつ、ＳＡ
Ｒ特性を改善するものである。
【特許文献１】特開２００３－２８３３９３号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、この様な方法を例えばラップトップＰＣやハンドヘルドＰＣに応用する
と、新たな課題が生じる。
【０００６】
　より具体的には、携帯電話端末は、上述のように、データ通信端末として、音声通信端
末として、カメラとして、画像通信端末として、或いはパケット通信端末として、等様々
な使用状況が想定される。従って、それぞれの使用状況に応じてアンテナを選択するため
に、上述のような複雑な制御方法を用いる必要がある。さらには、携帯電話端末として、
端末装置の大きさを小さくしなければいけないという制約がある。そのため、複数のアン
テナを備えるといっても、音声通話等で人体に密着して使用する場合には、どの位置のア
ンテナを選択しても送信出力そのものを小さくしない限りＳＡＲを低く抑えることが難し
くなることが想定される。従って、このような場合には、特許文献１で開示された方法に
おいては、ＳＡＲ特性を良好に保つために、送信出力を制限する処置を行ったアンテナを
選択する必要がある。この場合には、当該携帯電話端末の通信の速度や品質の低下を許容
せざるを得ない。
【０００７】
　一方、ラップトップＰＣやハンドヘルドＰＣの場合、上述の携帯電話端末と比較して、
使用形態はある程度限定されている。さらに、これらの携帯端末装置は、端末装置として
の大きさの制約も比較的緩いものとなっている。このような状況においては、上述のよう
な携帯電話端末装置におけるアンテナの制御方法をそのままラップトップＰＣやハンドヘ
ルドＰＣに応用すると、コントロールが複雑になりすぎることがある。このような複雑な
制御を実現するためには、使用状況を検出するためのセンサー等の機器を多く必要とする
。そのため、携帯端末装置自体の機構が複雑なものとなり、それに応じて故障の原因も多
くなる。さらには、上述のような出力を低く制限したアンテナを選択すると、当該携帯端
末装置の通信の速度や品質が低下する、という課題も生じる。
【０００８】
　上述のような状況において、ラップトップＰＣやハンドヘルドＰＣ等の携帯端末装置の
通信の速度や品質を損なうことなく、アンテナを制御する方法及びこのような制御手段を
備えた携帯端末装置の提供が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、携帯端末装置が備える複数のアンテナを制御する方法であって、前記携帯端
末装置の使用状況を判断する使用状況判断ステップと、前記使用状況判断ステップにおい
て判断した使用状況に応じて、前記複数のアンテナのうち使用を中止するアンテナを決定
する使用中止決定ステップと、前記使用中止決定ステップにおいて使用の中止を決定した
アンテナの使用を中止する使用中止ステップと、を含み、前記使用状況判断ステップは、
前記携帯端末装置が備える表示部の表示方向に基づいて使用状況を判断する方法である。
【００１０】
　あるいは、前記使用状況判断ステップは、前記携帯端末装置が備える保持方向感知部が
感知する保持方向に基づいて使用状況を判断する方法である。
【００１１】
　また、前記使用状況判断ステップは、前記携帯端末装置が備える設置状況感知部が感知
する設置状況に基づいて使用状況を判断する方法である。
【００１２】
　この発明によれば、携帯端末装置の使用状況に応じて複数設置されたアンテナのうち使
用を中止するアンテナが適宜決定される。そして、当該携帯端末装置の使用状況は、表示
部の表示方向、保持方向、並びにこれらと設置状況の組合せに基づいて判断される。また
、当該複数設置されたアンテナは、必ずしも出力を低く制限したものを使用する必要はな
い。これらの発明に係る方法は、特に、例えば、ラップトップＰＣやハンドヘルドＰＣに
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おけるアンテナを好適に制御する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る方法によれば、通信の速度や品質を損なうことなく、当該携帯端末装置の
アンテナを制御して、人体へのＳＡＲを低く抑えることができる。特に、例えば、ラップ
トップＰＣやハンドヘルドＰＣにおいて、ＳＡＲを的確にコントロールすることができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１５】
　図１に本発明の好適な実施形態の一例に係る携帯端末装置１の構成の概要を示す。携帯
端末装置１は、略直方体の２枚の筐体１４及び筐体１５を備える。さらに筐体１４は入力
部１０を備え、筐体１５は、表示部１１を備える。さらに、筐体１４及び筐体１５は、そ
れぞれの端部の中央の一点で連結部１３によって連結され、これらの筐体を互いに開閉す
る方向に回動自在である。さらに、筐体１４に筐体１５が立接した状態で筐体１５を少な
くとも１８０度旋回可能である。このようにして、携帯端末装置１は、図１に示すように
、通常のラップトップＰＣとして使用することもできるし、図２に示すように、連結部１
３を回転させて、図３、図４に示すように、入力部１０を備える筐体１４の上に表示部を
備える筐体１５を重ねるように折りたたむことにより、タッチパネル入力部１６等を備え
るハンドヘルドＰＣとして使用することも可能である。
【００１６】
　ここで、ラップトップＰＣとは、図１に示すようなものに限られるものではなく、ＣＰ
Ｕ、メモリ、ハードディスク装置、キーボート、表示パネル等のパーツを備えたいわゆる
携帯可能なパーソナルコンピュータであってよい。また、ハンドヘルドＰＣとは、図４に
示すようなものに限られるものではなく、上記と同様にＣＰＵ、メモリ、ハードディスク
装置、入力手段としてのタッチパネルやペン入力パネル、表示パネル等を備えるいわゆる
携帯可能なコンピュータや情報処理端末であってよい。さらに、電子手帳やＰＤＡと呼ば
れるカテゴリーの装置も含まれてよい。また、入力手段としてキーボードを含むものであ
ってもよい。
【００１７】
　図５に示すように、携帯端末装置１は、第１アンテナ１００及び第２アンテナ１１０を
、当該表示部１１を支持する筐体１５の２つの辺にそれぞれ備える。これらのアンテナは
、ワイヤレスＬＡＮカード１２０に接続されており、これらが協働して携帯端末装置１の
通信手段を実現している。また、携帯端末装置１は表示部１１を支持する筐体１５の表示
部１１と同じ面上に、表示方向回転ボタン１７を備える。ユーザはこのボタンを押すこと
により、９０度、１８０度などあらかじめ設定された角度分、表示部１１の表示方向を切
り換えることができる。なお、この表示方向回転ボタン１７は、ラップトップＰＣとして
使用する状態（例えば、図１）と、ハンドヘルドＰＣとして使用する状態（例えば、図４
）との双方の状態で操作できる場所であれば、携帯端末装置１の筐体のどの位置に設置さ
れていてもよい。
【００１８】
　さらに、図２に示したようにラップトップＰＣとして使用する場合と図４に示したよう
にハンドヘルドＰＣとして使用する場合の筐体同士の位置関係の違いよって、表示部１１
の表示方向を自動的に切り換えるようにしてもよい。
【００１９】
　図５は、携帯端末装置１の表示方向を第１の縦表示モードとした状態を表す。本発明に
係る好適な実施形態の一例においては、当該表示モードの場合、使用者の保持の仕方を考
慮して、表示方向の下側に位置する第２アンテナ１１０が使用者の人体に一番近いと判断
し、第２アンテナ１１０の使用を中止する。
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【００２０】
　図６は、携帯端末装置１の表示方向を第２の縦表示モードとした状態を表す。図５に示
した第１の縦表示モードとは、１８０度表示の方向が異なっている。携帯端末装置１の使
用者は、表示方向回転ボタン１７を押下することによって、これらの表示モードの間の切
り替えが可能である。本発明に係る好適な実施形態の一例においては、当該表示モードの
場合、使用者の保持の仕方を考慮して、第１アンテナ１００及び第２アンテナ１１０とも
使用者の人体からは離れていると判断し、双方のアンテナの使用を可能とする。この場合
には、従来行われている公知の方法により、使用条件の良好なアンテナを選択して使用す
ることになる。
【００２１】
　さらに、図７示したように、携帯端末装置１の第１の横表示モードとした状態の場合、
使用者の保持の仕方を考慮して、表示方向の下側に位置する第１アンテナ１００が使用者
の人体に一番近いと判断し、第１アンテナ１００の使用を中止する。図８に示したように
、携帯端末装置１の表示方向が第２の横表示モードとした場合、使用者の保持の仕方を考
慮して、第１アンテナ１００及び第２アンテナ１１０は共に使用者の人体からは離れてい
ると判断し、双方のアンテナの使用可能とする。この場合には、従来行われている公知の
方法により、使用条件の良好なアンテナを選択して使用することになる。
【００２２】
　このようにして、本発明によれば、使用者の保持の仕方を考慮して、表示方向の下側に
位置するアンテナを、当該使用者の人体に近いと判断して、当該アンテナの使用を自動的
に中止することができる。このことにより、携帯端末装置１を保持するユーザの手や体に
近い側のアンテナを使用不可とし、手や体に遠いアンテナのみを使用可能とすることによ
って、常に無線を使用することが可能であるにもかかわらず、人体へのＳＡＲを可能な限
り低減することが可能となる。
【００２３】
　また、携帯端末装置１の筐体内部に加速度センサーを設置し、当該加速度センサーの感
知した当該端末の保持の方向から、図５から図６に示す４つの使用状態を判別してもよい
。具体的には、筐体の４つの辺のうち、一番下側に位置すると判断した辺にアンテナが存
在する場合に、当該アンテナが使用者の人体に一番近いと判断し、当該アンテナの使用を
中止する。この場合、表示部１１の表示方向の情報を用いることなく、当該判別を行うこ
とができる。
【００２４】
　更に、上述の筐体の上下関係の判断の結果に応じて、表示部の表示方向を自動的に切り
換えるようにしてもよい。このようにすれば、使用者が携帯端末装置１の保持の仕方を変
更するたびに、表示方向回転ボタン１７を押下することなく、表示部１１の表示方向を変
更すると同時に、その表示方向に適したアンテナの切り替えを行うことができる。
【００２５】
　また、携帯端末装置１をドッキングステーションにドッキングした場合（ラップトップ
ＰＣとしての使用の場合）、当該ドッキングしたことをセンサー等により感知して、前記
加速度センサーの感知した当該端末の指示の方向にかかわらず、第１アンテナ１００及び
第２アンテナ１１０の双方の使用を可能とすることもできる。この場合には、従来行われ
ている公知の方法により、使用条件の良好なアンテナを選択して使用することになる。
【００２６】
　図９は、本発明に係る携帯端末装置１のハードウエア構成図である。制御部１４０は携
帯端末装置１全体を制御する。また、携帯端末装置１は、第１アンテナ１００及び第２ア
ンテナ１１０の制御を行うアンテナ制御部１３１を含む通信制御部１３０を備える。当該
アンテナ制御部１３１は、上述したように使用を中止するアンテナを決定して、当該決定
に従ってアンテナの使用を中止する。
【００２７】
　さらに、携帯端末装置１は、加速度センサー１５０を備えてもよい。また、ドッキング
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ステーションに接続しているか否かを感知するドッキングセンサー１６０を備えてもよい
。これらのセンサーの感知結果を用いて、上述したように、アンテナ制御部１３１は制御
部１４０と協働して、アンテナの制御を行う。これらの各種ハードウエアはバス１８０を
介して結ばれている。記憶部１７０に記憶されたプログラムを制御部１４０が随時読み出
して実行することにより、上述のハードウエアが協働して、本発明に係る各種手段を実現
している。
【００２８】
　加速度センサー１５０は、当業者が容易に理解するとおり、様々な仕様のものが提案さ
れており、例えば、圧電セラミックスの素子と電極を組み合せたものがある。この圧電セ
ラミックスの素子に、外部から加速度（例えば、静止状態であれば、重力加速度）が印加
されると、この圧電セラミックスの素子が歪み、内部に応力が発生する。この応力を圧電
効果により電気信号（電荷）に変換し、この電気信号より加速度の向きと大きさを検出す
ることができる。このことにより、静止状態であれば、重力加速度の方向が検出可能とな
り、この方向から携帯端末装置１の保持方向を算出することができる。
【００２９】
　図１０は、本発明の好適な実施形態の一例に係る携帯端末装置１の機能構成図である。
制御部１４０は携帯端末装置１全体を制御する。また、制御部１４０は、第１アンテナ１
００及び第２アンテナ１１０の制御を行うアンテナ制御部１３１、表示方向回転ボタン１
７等の内蔵ボタンのコントロールを行う内蔵ボタンコントローラ２４０、表示部１１のコ
ントロールを行うグラフィックコントローラ２５０等と協働して、携帯端末装置１が備え
る各種機能を提供している。ＯＳ（オペレーティングシステム）２００上には、ワードプ
ロセッサ等の各種のユーザアプリケーションが稼動可能である。ＯＳ２００は上述の内蔵
ボタンドライバ２２０やグラフィックドライバ２３０等で構成されるカーネルレベルプロ
セス群を通じて、制御部１４０や、上述のアンテナ制御部１３１、内蔵ボタンコントロー
ラ２４０、グラフィックコントローラ２５０等を通じて各種ハードウエアを駆動する。
【００３０】
　本発明に係る好適な実施形態の一例において、ユーザが携帯端末装置１の表示方向回転
ボタン１７を押下すると、内蔵ボタンコントローラ２４０が当該押下したことを感知する
。そして、内蔵ボタンコントローラ２４０は、内蔵ボタンドライバ２２０を通じてＯＳ２
００に当該押下したことを通知する。ＯＳ２００は、あらかじめ設定された回転角度（例
えば９０度）の画面回転命令を、グラフィックドライバ２３０を通じてグラフィックコン
トローラ２５０に送信する。グラフィックコントローラ２５０は、当該命令を受信し、当
該命令に従って表示部１１の表示方向を（例えば９０度）回転させる。さらに、制御部１
４０は、ＯＳ２００等を通じて表示方向回転ボタンが押下されたことを感知すると、ＯＳ
２００に対して表示部１１の表示方向の確認を行う。ＯＳ２００は、グラフィックドライ
バ２３０を通じて、グラフィックコントローラ２５０から表示方向に関する情報を取得す
る。制御部１４０は、ＯＳ２００から当該表示方向に関する情報を取得し、当該表示方向
に関する情報に基づいて、第１アンテナ及び第２アンテナの中止／使用の決定を行い、ア
ンテナ制御部１３１を通じて当該決定を実行する。
【００３１】
　図１１は、本発明の好適な実施形態の別の一例に係る携帯端末装置１の機能構成図であ
る。図１０と同様に、制御部１４０は携帯端末装置１全体を制御する。また、制御部１４
０は、第１アンテナ１００及び第２アンテナ１１０の制御を行うアンテナ制御部１３１、
加速度センサー１５０、ドッキングセンサー１６０等のコントロールを行うデバイスコン
トローラ２７０、表示部１１のコントロールを行うグラフィックコントローラ２５０等と
協働して、携帯端末装置１が備える各種機能を提供している。ＯＳ（オペレーティングシ
ステム）２００上には、ワードプロセッサ等の各種のユーザアプリケーションが稼動可能
である。ＯＳ２００はデバイスドライバ２６０やグラフィックドライバ２３０等で構成さ
れるカーネルレベルプロセス群を通じて、上述の制御部１４０や、アンテナ制御部１３１
、デバイスコントローラ２７０、グラフィックコントローラ２５０等を通じて各種ハード
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ウエアを駆動する。
【００３２】
　本発明に係る好適な実施形態の別の一例において、ユーザが当該保持方向の変更をする
と、当該変更を加速度センサー１５０が感知する。当該保持方向の変更が感知されると、
当該変更はデバイスドライバ２６０を通じてＯＳ２００に通知される。制御部１４０は、
ＯＳ２００から当該変更を取得し、当該変更情報に基づいて、第１アンテナ及び第２アン
テナの中止／使用の決定を行い、アンテナ制御部１３１を通じて当該決定を実行する。
【００３３】
　また、さらに、本発明に係る好適な実施形態のさらに別の一例において、ドッキングセ
ンサー１６０は、携帯端末装置１が、ドッキングステーション（図示しない）にドッキン
グしたことを感知する。この場合には、上述の加速度センサー１５０の場合と同様にして
、制御部１４０は当該ドッキングしたことを認識し、グラフィックコントローラ２５０を
通じて、表示部１１の表示方向を図８の第２の横表示モードに切り換える。さらに、アン
テナ制御部１３１を通じて、第１アンテナ、第２アンテナの双方の使用を可能とする。こ
の場合には、従来行われている公知の方法により、使用条件の良好なアンテナを選択して
使用することになる。
【００３４】
　図１２は、本発明の好適な実施形態の一例に係るアンテナの制御フローを示すフロー図
である。まず、制御部１４０は、表示方向回転ボタン１７が押下されたか否かを判断する
（ステップＳ０１）。当該ボタンが押下されたと判断した場合、制御部１４０は、携帯端
末装置１上で稼動しているＯＳ（オペレーティングシステム）に、表示部１１の表示方向
の問い合わせを行う（ステップＳ０２）。
【００３５】
　次に、当該問い合わせの結果、図５に示した第１の縦表示モードであった場合（ステッ
プＳ０３）、アンテナ制御部１３１は、第２アンテナ１１０の使用を中止する（ステップ
Ｓ０４）。また、当該問い合わせの結果、図６に示した第２の縦表示モードであった場合
（ステップＳ０５）、アンテナ制御部１３１は、第１アンテナ１００及び第２アンテナ１
１０双方とも使用を可能とする（ステップＳ０６）。この場合には、従来行われている公
知の方法により、使用条件の良好なアンテナを選択して使用することになる。
【００３６】
　また、当該問い合わせの結果、図７に示した第１の横表示モードであった場合（ステッ
プＳ０７）、アンテナ制御部１３１は、第１アンテナ１００の使用を中止する（ステップ
Ｓ０８）。また、当該問い合わせの結果、図８に示した第２の横表示モードであった場合
（ステップＳ０９）、アンテナ制御部１３１は、第１アンテナ１００及び第２アンテナ１
１０双方とも使用を可能とする（ステップＳ１０）。この場合には、従来行われている公
知の方法により、使用条件の良好なアンテナを選択して使用することになる。
【００３７】
　このように当該携帯端末装置の使用を終了する（ステップＳ１１）まで、上述のステッ
プＳ０１以降の制御を繰り返す。
【００３８】
　図１３は、本発明の好適な実施形態の別の一例に係るアンテナの制御フローを示すフロ
ー図である。まず、制御部１４０は、携帯端末装置１の保持方向が変化したか否かを判断
する（ステップＳ１０１）。次に、制御部１４０が、保持方向が変化したと判断した場合
であって、図５に示した第２側面が下方にあると判断した場合（ステップＳ１０３）、ア
ンテナ制御部１３１は、第２アンテナ１１０の使用を中止する（ステップＳ１０４）。ま
た、制御部１４０が、保持方向が変化したと判断した場合であって、図５に示した第４側
面が下方にあると判断した場合（ステップＳ１０５）、アンテナ制御部１３１は、第１ア
ンテナ１００及び第２アンテナ１１０双方とも使用を可能とする（ステップＳ１０６）。
この場合には、従来行われている公知の方法により、使用条件の良好なアンテナを選択し
て使用することになる。
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【００３９】
　また、制御部１４０が、保持方向が変化したと判断した場合であって、図５に示した第
１側面が下方にあると判断した場合（ステップＳ１０７）、アンテナ制御部１３１は、第
１アンテナ１００の使用を中止する（ステップＳ１０８）。また、制御部１４０が、保持
方向が変化したと判断した場合であって、図５に示した第３側面が下方にあると判断した
場合（ステップＳ１０９）、アンテナ制御部１３１は、第１アンテナ１００及び第２アン
テナ１１０双方とも使用を可能とする（ステップＳ１１０）。この場合には、従来行われ
ている公知の方法により、使用条件の良好なアンテナを選択して使用することになる。
【００４０】
　このように当該携帯端末装置の使用を終了する（ステップＳ１１１）まで、上述のステ
ップＳ１０１以降の制御を繰り返す。
【００４１】
　図１４は、本発明の好適な実施形態のさらに別の一例に係るアンテナの制御フローを示
すフロー図である。まず、制御部１４０は、携帯端末装置１がドッキングステーションに
ドッキングしたか否かを判断する（ステップＳ１２１）。次に、制御部１４０は、ドッキ
ングしたと判断した場合、表示部１１の表示方向を図８の第２の横表示モードに切り換え
（ステップＳ１２２）、アンテナ制御部１３１は、第１アンテナ１００及び第２アンテナ
１１０双方の使用を可能とする（ステップＳ１２３）。この場合には、従来行われている
公知の方法により、使用条件の良好なアンテナを選択して使用することになる。
【００４２】
　このように当該携帯端末装置の使用を終了する（ステップＳ１２４）まで、上述のステ
ップＳ１２１以降の制御を繰り返す。
【００４３】
　なお、上記の実施形態においては、携帯端末装置１が２つのアンテナを有する場合を説
明したが、３つ以上のアンテナを有する場合には、上述と同様の方法で、表示部の表示方
向の下側に位置するアンテナの使用を中止することができる。また、同様の方法で、加速
度センサーで一番下側に位置すると判断したアンテナの使用を中止することができる。
【００４４】
　また、本発明に係る好適な実施形態においては、送信出力を抑えたアンテナの使用は必
ずしも必要ではないが、本発明は、そのようなアンテナの使用を否定するものではない。
例えば、より多くのアンテナを備え、そのうち一部の送信出力を抑えたアンテナとするこ
ともできる。
【００４５】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、具体例を例示したに過ぎず、特に本発明を限定
しない。また、本発明の実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果
を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施形態に記載された効果に限定さ
れない。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明は、人体の近くで使用する可能性のある携帯端末装置におけるアンテナの制御に
対して適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の好適な実施形態の一例に係る携帯端末装置１の物理的な構成の概要を示
す図である。
【図２】本発明の好適な実施形態の一例に係る携帯端末装置１の筐体の動きを示す図であ
る。
【図３】本発明の好適な実施形態の一例に係る携帯端末装置１の筐体の動きを示す図であ
る。
【図４】本発明の好適な実施形態の一例に係る携帯端末装置１の筐体の動きを示す図であ



(10) JP 4566825 B2 2010.10.20

10

20

30

40

50

る。
【図５】本発明の好適な実施形態の一例に係る携帯端末装置１の表示部１１の表示方向と
アンテナの制御の関係を説明する図である。
【図６】本発明の好適な実施形態の一例に係る携帯端末装置１の表示部１１の表示方向と
アンテナの制御の関係を説明する図である。
【図７】本発明の好適な実施形態の一例に係る携帯端末装置１の表示部１１の表示方向と
アンテナの制御の関係を説明する図である。
【図８】本発明の好適な実施形態の一例に係る携帯端末装置１の表示部１１の表示方向と
アンテナの制御の関係を説明する図である。
【図９】本発明の好適な実施形態の一例に係る携帯端末装置１の携帯端末装置１のハード
ウエア構成図である。
【図１０】本発明の好適な実施形態の一例に係る携帯端末装置１の機能構成図である。
【図１１】本発明の好適な実施形態の別の一例に係る携帯端末装置１の機能構成図である
。
【図１２】本発明の好適な実施形態の一例に係るアンテナの制御フローを示すフロー図で
ある。
【図１３】本発明の好適な実施形態の一例に係るアンテナの制御フローを示すフロー図で
ある。
【図１４】本発明の好適な実施形態の一例に係るアンテナの制御フローを示すフロー図で
ある。
【符号の説明】
【００４８】
　１　　携帯端末装置
　１０　入力部
　１１　表示部
　１３　連結部
　１４　筐体
　１５　筐体
　１６　タッチパネル入力部
　１７　表示方向回転ボタン
　５０　ユーザレベルプロセス群
　６０　カーネルレベルプロセス群
　１００　第１アンテナ
　１１０　第２アンテナ
　１２０　ワイヤレスＬＡＮカード
　１３０　通信制御部
　１３１　アンテナ制御部
　１４０　制御部
　１５０　加速度センサー
　１６０　ドッキングセンサー
　１７０　記憶部
　１８０　バス
　２００　ＯＳ（オペレーティングシステム）
　２１０　ユーザアプリケーション
　２２０　内蔵ボタンドライバ
　２３０　グラフィックドライバ
　２４０　内蔵ボタンコントローラ
　２５０　グラフィックコントローラ
　２６０　デバイスドライバ
　２７０　デバイスコントローラ
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