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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転可能及び開閉可能な筐体部に表示機能を備えた電子機器であって、
　固定側筐体部に開閉可能に支持された可動アーム部と、
　前記可動アーム部に回転可能に支持された可動側筐体部と、
　前記可動側筐体部に設置されて前記可動アーム部に対して回転し、縦長の縦画面又は横
長の横画面が表示される表示部と、
　前記表示部の回転又は前記固定側筐体部に対する開閉を検出するセンサ部と、
　前記表示部が開状態である場合に、前記表示部の回転により前記表示部の表示を前記縦
画面の画面レイアウトから前記横画面に対応する画面レイアウトに変更し、前記横画面の
表示中に前記表示部を閉状態にすることで、前記表示部の前記固定側筐体部からはみ出し
たエリアであるサブ画面に対応した画面レイアウトに変更する制御部と、
　を備えることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　請求項１の電子機器において、
　前記制御部は、前記表示部に基準位置と、右方向及び／又は左方向の所定角度以上の回
転位置又は開位置とを設定し、前記基準位置と前記回転位置又は前記開位置とで前記表示
部の画面形態を前記縦画面又は前記横画面に切り替えることを特徴とする電子機器。
【請求項３】
　請求項１の電子機器において、
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　前記縦画面又は前記横画面に対応する前記画面レイアウトの変更は、アイコンの配置変
更を含むことを特徴とする電子機器。
【請求項４】
　請求項１の電子機器において、
　前記制御部は、前記表示部の前記縦画面又は前記横画面に対応し、前記縦画面又は前記
横画面に割り当てられた機能を起動させることを特徴とする電子機器。
【請求項５】
　請求項１の電子機器において、
　前記可動アーム部又は前記可動側筐体部の何れか一方又は双方に、前記可動側筐体部の
回転又は開閉を検出するセンサ部を備えたことを特徴とする電子機器。
【請求項６】
　回転可能及び開閉可能な筐体部に表示機能を備えた電子機器の制御方法であって、
　固定側筐体部に開閉可能に支持された可動アーム部に回転可能に支持された可動側筐体
部に設置されて前記可動アーム部に対して回転し及び前記固定側筐体部に対して開閉する
表示部に、縦長の縦画面又は横長の横画面を表示するステップと、
　前記表示部の回転又は開閉を検出するステップと、
　前記表示部が開状態である場合に、前記表示部の回転により前記表示部の表示を前記縦
画面の画面レイアウトから前記横画面に対応して画面レイアウトを変更し、前記横画面の
表示中に前記表示部を閉状態にすることで、前記表示部の前記固定側筐体部からはみ出し
たエリアであるサブ画面に対応した画面レイアウトに変更するステップと、
　を含むことを特徴とする電子機器の制御方法。
【請求項７】
　コンピュータによって実行される、回転可能及び開閉可能な筐体部に表示機能を備えた
電子機器の制御プログラムであって、
　固定側筐体部に開閉可能に支持された可動アーム部に回転可能に支持された可動側筐体
部に設置されて前記可動アーム部に対して回転し及び前記固定側筐体部に対して開閉する
表示部に、縦長の縦画面又は横長の横画面を表示するステップと、
　前記表示部の回転又は開閉を検出するステップと、
　前記表示部が開状態である場合に、前記表示部の回転により前記表示部の表示を前記縦
画面の画面レイアウトから前記横画面に対応して画面レイアウトを変更し、前記横画面の
表示中に前記表示部を閉状態にすることで、前記表示部の前記固定側筐体部からはみ出し
たエリアであるサブ画面に対応した画面レイアウトに変更するステップと、
　を含み、コンピュータに実行させることを特徴とする電子機器の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転可能及び／又は開閉可能な筐体部側に表示機能を備える携帯端末装置等
の電子機器に関し、特に、表示部の回転に応じて画面レイアウト等の表示形態を変更する
電子機器、その制御方法及びその制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、筐体部に折畳み機能や回転機能を備え、表示部と入力操作部とを別の筐体部に備
える携帯端末装置が知られている。このような携帯端末装置に関し、特許文献１には、表
示部を有する第１筐体と、この第１筐体に重ねられて閉状態となる第２筐体とを回転可能
にし、第２筐体に対し、第１筐体を時計回りに回転させた場合に表示部に第１画面、第２
筐体に対し、第１筐体を反時計回りに回転させた場合に表示部に第２画面を表示させるこ
とが開示されている。
【特許文献１】特開２００４－２２８７６７号公報（要約、図７等）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　ところで、表示部を回転させて通常の縦画面から横画面に切り替える構成とした場合に
は、縦画面と横画面の２つの画面表示が可能となるが、縦画面表示を横画面に表示した場
合には、視認性が低下するので、文字等の表示内容を９０度回転すれば、表示内容の視認
性は向上する。しかし、縦方向に長い縦画面表示を常態とすれば、この縦画面表示を横画
面に展開すると、表示内容が縦方向に圧縮されたり、横方向に間延びする、又は無用な空
間を発生させるといった使い勝手の悪い画面表示となり、横画面の利点を活かすことがで
きない。また、横方向に長い横画面表示を常態とすれば、これを縦画面に展開すると、縦
画面の横方向が圧縮され、縦方向に間延びするか、縦方向に無用な空間を生じることにな
り、使い勝手が悪いものとなる。
【０００４】
　斯かる要求や課題について、特許文献１にはその開示や示唆はなく、それを解決する構
成等についての開示や示唆はない。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、複数の画面態様を得るとともに、各画面のレイアウトの最適
化を図ることにある。
【０００６】
　また、本発明の他の目的は、画面態様の切替えに対応し、表示画面の視認性や機能性を
向上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明は、回転可能及び開閉可能な筐体部に表示機能を備え
た携帯端末装置等の電子機器に関し、表示部は例えば、可動側筐体部に設置され、回転可
能であるとともに、特定の基準位置と、この位置からの右方向及び／又は左方向の回転位
置とが設定され、縦画面又は横画面等の異なる画面態様の表示が可能である。そこで、表
示部に表示された画面態様に対応し、画面レイアウトを変更することにより、画面レイア
ウトの最適化が図られ、また、表示部の視認性や機能性の向上が図られる。また、縦画面
又は横画面等、画面態様に異なる機能を割り付ければ、画面切替えに対応し、異なる機能
を立ち上げることができ、画面毎に異なる機能が得られる等、機能性の向上が図られる。
よって、上記目的が達成される。
【０００８】
　そこで、上記目的を達成するため、本発明の第１の側面は、回転可能及び開閉可能な筐
体部に表示機能を備えた電子機器であって、固定側筐体部に開閉可能に支持された可動ア
ーム部と、前記可動アーム部に回転可能に支持された可動側筐体部と、前記可動側筐体部
に設置されて前記可動アーム部に対して回転し、縦長の縦画面又は横長の横画面が表示さ
れる表示部と、前記表示部の回転又は前記固定側筐体部に対する開閉を検出するセンサ部
と、前記表示部が開状態である場合に、前記表示部の回転により前記表示部の表示を前記
縦画面の画面レイアウトから前記横画面に対応する画面レイアウトに変更し、前記横画面
の表示中に前記表示部を閉状態にすることで、前記表示部の前記固定側筐体部からはみ出
したエリアであるサブ画面に対応した画面レイアウトに変更する制御部とを備える構成で
ある。斯かる構成によって、上記目的が達成される。
【００１０】
　上記目的を達成するためには、上記電子機器において、好ましくは、前記制御部は、前
記表示部に基準位置と、右方向及び／又は左方向の所定角度以上の回転位置又は開位置と
を設定し、前記基準位置と前記回転位置又は前記開位置とで前記表示部の画面形態を前記
縦画面又は前記横画面に切り替える構成としてもよい。斯かる構成によっても、上記目的
が達成される。
【００１１】
　上記目的を達成するためには、上記電子機器において、好ましくは、前記縦画面又は前
記横画面に対応する前記画面レイアウトの変更は、アイコンの配置変更を含む構成として
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もよい。斯かる構成によっても、上記目的が達成される。
【００１２】
　上記目的を達成するためには、上記電子機器において、好ましくは、前記制御部は、前
記表示部の前記縦画面又は前記横画面に対応し、前記縦画面又は前記横画面に割り当てら
れた機能を起動させる構成としてもよい。斯かる構成によっても、上記目的が達成される
。
【００１４】
　上記目的を達成するためには、上記電子機器において、好ましくは、前記可動アーム部
又は前記可動側筐体部の何れか一方又は双方に、前記可動側筐体部の回転又は開閉を検出
するセンサ部を備えた構成としてもよい。斯かる構成によっても、上記目的が達成される
。
【００１５】
　上記目的を達成するため、本発明の第２の側面は、回転可能及び開閉可能な筐体部に表
示機能を備えた電子機器の制御方法であって、固定側筐体部に開閉可能に支持された可動
アーム部に回転可能に支持された可動側筐体部に設置されて前記可動アーム部に対して回
転し及び前記固定側筐体部に対して開閉する表示部に、縦長の縦画面又は横長の横画面を
表示するステップと、前記表示部の回転又は開閉を検出するステップと、前記表示部が開
状態である場合に、前記表示部の回転により前記表示部の表示を前記縦画面の画面レイア
ウトから前記横画面に対応して画面レイアウトを変更し、前記横画面の表示中に前記表示
部を閉状態にすることで、前記表示部の前記固定側筐体部からはみ出したエリアであるサ
ブ画面に対応した画面レイアウトに変更するステップとを含む構成である。斯かる構成に
よって、上記目的が達成される。
【００１６】
　上記目的を達成するため、本発明の第３の側面は、コンピュータによって実行される、
回転可能及び開閉可能な筐体部に表示機能を備えた電子機器の制御プログラムであって、
固定側筐体部に開閉可能に支持された可動アーム部に回転可能に支持された可動側筐体部
に設置されて前記可動アーム部に対して回転し及び前記固定側筐体部に対して開閉する表
示部に、縦長の縦画面又は横長の横画面を表示するステップと、前記表示部の回転又は開
閉を検出するステップと、前記表示部が開状態である場合に、前記表示部の回転により前
記表示部の表示を前記縦画面の画面レイアウトから前記横画面に対応して画面レイアウト
を変更し、前記横画面の表示中に前記表示部を閉状態にすることで、前記表示部の前記固
定側筐体部からはみ出したエリアであるサブ画面に対応した画面レイアウトに変更するス
テップとを含み、コンピュータに実行させる構成である。斯かる構成によって、上記目的
が達成される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、次のような効果が得られる。
【００１８】
　(1) 縦画面から横画面、横画面から縦画面等、画面態様が変更された場合、各画面毎に
レイアウトが変更され、画面構成の最適化が図られ、画面表示の視認性や、使い易さを向
上させることができる。
【００１９】
　(2) 縦画面及び横画面の画面切替えに対応し、縦画面で使用できる機能と横画面で使用
できる機能とを異ならせることにより、機能性の向上を図ることができ、各画面の視認性
の相違等の特殊性を活かすことができる。
【００２０】
　そして、本発明の他の目的、特徴及び利点は、添付図面及び各実施の形態を参照するこ
とにより、一層明確になるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
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〔第１の実施の形態〕
【００２２】
　本発明の第１の実施の形態について、図１ないし図４を参照して説明する。図１は、携
帯端末装置を示す斜視図、図２は、携帯端末装置の閉状態を示す側面図、図３は、携帯端
末装置の開状態を示す正面図、図４は、開状態にある携帯端末装置の可動側筐体部の右回
転（左回転）を示す図である。
【００２３】
　この携帯端末装置２は、開閉部や回転部等の複数の可動部を備え、回転可能及び／又は
開閉可能な電子機器の一例であって、図１及び図２に示すように、操作側筐体部として固
定側筐体部４と、表示側筐体部として可動側筐体部６とを備えており、固定側筐体部４に
は可動アーム部８が開閉部であるヒンジ部１０によって取り付けられ、また、可動アーム
部８には回転支持部としての回転モジュール１２が取り付けられ、この回転モジュール１
２に可動側筐体部６が固定されている。この場合、ヒンジ部１０を中心とした回転により
、可動側筐体部６を開閉でき、回転モジュール１２を中心とした回転により、可動側筐体
部６を中心位置（回転の基準位置）から左右の所定角度に回転させることができる。
【００２４】
　可動側筐体部６の回転中心Ｏａは、図３に示すように、ヒンジ部１０の近傍の位置に設
定されており、可動側筐体部６には、半円形状の縁部として周縁部１４が形成されている
。固定側筐体部４には、符号キーやカーソルキー等の複数のキーを備える入力操作部１６
等が設置され、また、可動側筐体部６にはＬＣＤ（Liquid Crystal Display）素子等で構
成される表示ユニットとして表示部１８が設置されている。表示部１８は、縦と横の長さ
を異ならせた長方形状であり、可動側筐体部６の回転角度θ（０度ないし左右各９０度）
に応じて縦長の縦画面、横長の横画面を表示する。
【００２５】
　このような携帯端末装置２によれば、ヒンジ部１０を備えたことにより、可動側筐体部
６を可動アーム部８とともに開閉させることができる。即ち、可動側筐体部６は、図１に
示すように、可動アーム部８とともに閉じ、又は、図３に示すように、開状態で維持する
ことができる。また、可動側筐体部６は、図４に示すように、回転モジュール１２によっ
て回転中心Ｏａを中心に右方向（矢印Ａ）又は左方向（矢印Ｂ）に所定角度例えば、９０
度回転させ、固定側筐体部４に対してＬ字形に変形させることができる。図４に示す開状
態において、ａは可動側筐体部６の中心線に一致する中心位置（左右回転開始点）、ｂは
可動側筐体部６の右回転位置（右側回転終点）、ｃは可動側筐体部６の左回転位置（左側
回転終点）である。
【００２６】
　そこで、可動側筐体部６の開状態において、可動側筐体部６が中心位置ａにあれば、図
３に示すように、表示部１８には縦画面、可動側筐体部６が右回転位置ｂにあれば、図４
に実線で示すように、表示部１８には横画面、また、可動側筐体部６が左回転位置ｃにあ
れば、図４に破線で示すように、表示部１８には横画面を表示することができる。
【００２７】
　次に、携帯端末装置の制御方法について、図１ないし図４及び図５を参照して説明する
。図５は、携帯端末装置の制御方法の一例である処理手順を示すフローチャートである。
【００２８】
　この制御方法では、可動側筐体部６が開状態か閉状態かを検出し（ステップＳ１）、閉
状態であれば、固定側筐体部４に可動側筐体部６が重ねられ、表示部１８が隠蔽状態にあ
るので、表示部１８は非表示とする（ステップＳ２）。
【００２９】
　可動側筐体部６が開状態（図３）であって、可動側筐体部６の回転角度が０度であれば
、可動側筐体部６は中心位置ａにあるので、表示部１８には縦画面が表示される（ステッ
プＳ３）。
【００３０】
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　可動側筐体部６が開状態（図３）であって、可動側筐体部６が右側に回転され、又は左
側に回転されると、その回転検出（ステップＳ４）に基づき、その回転位置に応じ、表示
部１８には横画面が表示される（ステップＳ５）。
【００３１】
　そして、表示部１８に展開する縦画面又は横画面は、縦画面にはその縦長の画面表示に
対応する画面レイアウト、横画面にはその横長の画面表示に対応する画面レイアウトに制
御される。ここで、画面レイアウトとは、画面上に表示される文字、図形、画像、アイコ
ン等の表示要素の配列、配置や方向等の要素を設定し、又は変更することの総体である。
【００３２】
　そこで、この制御方法には、固定側筐体部４と可動側筐体部６との開閉操作、可動側筐
体部６の回転操作等に対応し、縦画面又は横画面の表示、各画面に対応した画面レイアウ
トを変更するための次のような処理手順を含んでいる。
【００３３】
　ａ) 可動側筐体部６の開閉又は回転の検出
【００３４】
　固定側筐体部４に対し、可動側筐体部６は可動アーム部８及びヒンジ部１０によって開
閉される。可動側筐体部６は、開状態又は閉状態の何れの場合も、可動アーム部８上で回
転させることができる。そこで、可動側筐体部６が開状態か閉状態か、その回転角度に応
じて表示形態を変更するため、開状態か閉状態かがセンサ部９６の開閉センサ１１２（図
１３）によって検出され、可動側筐体部６の回転角度θが回転センサ４２、４４（図６、
図１３）によって検出される。
【００３５】
　ｂ）画面切替え
【００３６】
　可動側筐体部６が開状態にあって、中心位置ａにある場合、表示部１８には縦画面が表
示される。また、可動側筐体部６が右回転位置ｂに回転すると、表示部１８には横画面が
表示され、また、可動側筐体部６が左回転位置ｃに回転すると、表示部１８は横画面の表
示態様に切り替えられる。この横画面の表示位置から可動筐体部６を中心位置ａに復帰さ
せると、表示部１８は縦画面の表示に切り替えられる。これらの開閉検出や回転検出に基
づく、表示部１８の画面の表示態様の切替えは、後述の制御プログラムによって実行され
る。
【００３７】
　ｃ）画面レイアウト切替え制御
【００３８】
　既述の画面切替えにより得られる縦画面又は横画面について、画面表示は縦画面の場合
には縦画面レイアウト、横画面の場合には横画面レイアウトに切り替えられる。また、横
画面について、右横画面では右側に対応した画面レイアウト、左横画面では左側に対応し
た画面レイアウトに切り替えてもよい。このような画面レイアウトの設定及び制御は、後
述の制御プログラムによって実行される。
【００３９】
　次に、この携帯端末装置２の構成例について、図６ないし図１２を参照して説明する。
図６は、携帯端末装置を示す分解斜視図、図７は、携帯端末装置の回転ロック機構の位置
を示す図、図８は、可動側リアケース部の上面側を示す図、図９は、可動アーム部の裏面
側を示す図、図１０、図１１及び図１２は、ストッパ構造及びその動作を示す図である。
図６ないし図１２において、図１ないし図４と同一部分には、同一符号を付してある。
【００４０】
　図６に示すように、固定側筐体部４は固定側フロントケース部２０及び固定側リアケー
ス部２２を備え、この固定側フロントケース部２０の長手方向の縁部側にはヒンジ部１０
の軸受部２４が形成されている。この軸受部２４には軸受孔２６が設けられている。固定
側リアケース部２２には固定側基板等が搭載されている。
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【００４１】
　可動側筐体部６は可動側フロントケース部２８及び可動側リアケース部３０を備え、可
動側リアケース部３０の円形部３２側には回転モジュール１２が取り付けられている。こ
の回転モジュール１２の回転中心部には透孔３６が形成され、この透孔３６は図示しない
ケーブルの通過に用いられる。
【００４２】
　可動側フロントケース部２８には可動側基板４０が設置され、この可動側基板４０には
、可動側筐体部６の回転方向、回転角度θを検出する回転センサ４２、４４が設置されて
いる。
【００４３】
　可動アーム部８は、アーム部４６とアームカバー部４８とを備える。アーム部４６の円
形部５０側には、既述の回転モジュール１２とともに可動側筐体部６の可動側リアケース
部３０が固定手段として例えば、複数のネジ５２によって固定される。また、アーム部４
６には、ヒンジ部１０の軸受部５４、５６が形成され、各軸受部５４、５６の間隔５８内
に固定側筐体部４の軸受部２４が挿入される。軸受部５４には固定側筐体部４の軸受部２
４に到達するヒンジ軸としてのヒンジモジュール６０が挿入されて固定され、また、軸受
部５６にもヒンジ軸としてのヒンジモジュール６２が挿入されて固定される。ヒンジモジ
ュール６２は、図示しないケーブルを挿通させるため、ケーブルガイドとして構成しても
よい。
【００４４】
　また、この可動アーム部８のアーム部４６には、可動側筐体部６の可動側フロントケー
ス部２８側に設置された回転センサ４２、４４と同一軌道上に複数のマグネットとして３
つのマグネットＭ２、Ｍ３、Ｍ４が設置されている。回転する可動側筐体部６の中心位置
ａ、右回転位置ｂ又は左回転位置ｃが、これら回転センサ４２、４４とマグネットＭ２、
Ｍ３、Ｍ４によって検出される。
【００４５】
　アームカバー部４８は、アーム部４６の上面を覆う蓋部６４と、各軸受部５４、５６を
覆う被覆部６６、６８とを備えている。蓋部６４は、アーム部４６に接合されてアーム部
４６の上面を防護し、被覆部６６、６８は、各軸受部５４、５６の周壁部を覆い、各軸受
部５４、５６を補強し、防護する。
【００４６】
　ヒンジ部１０は、既述の通り、固定側筐体部４の軸受部２４と、可動アーム部８の軸受
部５４、５６と、ヒンジモジュール６０、６２とを以て構成され、固定側筐体部４に可動
アーム部８を開閉可能（この実施の形態では、１８０度に開閉可能）に支持している。ま
た、回転モジュール１２は、可動アーム部８に可動側筐体部６を回転可能に支持している
。
【００４７】
　そこで、可動側筐体部６を回転モジュール１２を介して回転可能に支持する可動アーム
部８、可動アーム部８上で回転モジュール３４により回転可能な可動側筐体部６には、可
動側筐体部６の左右許容回転角９０度の中心位置即ち、０度位置を決定する回転ロック機
構７０（図７等）と、左右許容回転角９０度の回転範囲を決定するストッパ機構７２（図
１０等）とが設置されている。
【００４８】
　この実施の形態では、図６に示すように、回転ロック機構７０のピン係合部７４が可動
側リアケース部３０に一体成形されている。ピン係合部７４は、図８に示すように、回転
モジュール１２より外側に設置され、可動側リアケース部３０の上面に突出している。ピ
ン係合部７４と係合するロックピン７６は、可動アーム部８のアーム部４６に取り付けら
れ、この実施の形態の場合、アーム部４６の内側に設置されている。
【００４９】
　回転ロック機構７０は、図９に示すように、可動アーム部８に回転モジュール１２を介
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して回転可能に支持されている可動側筐体部６を固定側筐体部４に一致する位置即ち、中
心位置ａに固定し、保持させるための機構である。ここで、可動側筐体部６を可動アーム
部８に固定、保持させることは、ユーザにその位置が基準位置であることを認識させ、か
つ、ユーザが回転する意思を以て左又は右方向に力を加えない限り、移動しない程度の保
持状態であって、移動を許可しないといったロック状態を想定したものではない。通常の
回転操作のための負荷では回転しない程度の保持を行う。
【００５０】
　この実施の形態では、可動側筐体部６を固定側筐体部４に一致する位置即ち、中心位置
ａに固定し、保持させるため、可動アーム部８に固定された回転モジュール１２の回転中
心Ｏａを貫く仮想中心軸７８（図７）上に回転ロック機構７０が設置されている。
【００５１】
　また、ストッパ機構７２は、図１０に示すように、回転ロック機構７０を中心に、可動
側筐体部６の左右回転の最大回転角度を設定し、その最大回転角度で可動側筐体部６を停
止させる構造であって、この実施の形態では、ピン係合部７４をストッパ部に共用してお
り、ピン係合部７４には、ストッパ面８０、８２が形成されている。
【００５２】
　このピン係合部７４に対し、ピン係合部７４が挿入される円弧状の溝部８４が形成され
、溝部８４の終端部でピン係合部７４のストッパ面８０、８２を接触させるストッパ８６
、８８が形成されている。具体的には、ストッパ面８０がストッパ８６、ストッパ面８２
がストッパ８８に当たり、可動側筐体部６の回転が阻止される。この阻止される位置が中
心位置ａから左右９０度の位置ｂ、ｃである。
【００５３】
　斯かる構成によれば、図１０に示す位置にある可動側筐体部６を左側に回転させると、
図１１に示すように、ピン係合部７４のストッパ面８０が溝部８４の終端部であるストッ
パ８６に当たり、可動側筐体部６が左側９０度の位置で停止する。また、図１０に示す位
置にある可動側筐体部６を右側に回転させると、図１２に示すように、ピン係合部６４の
ストッパ面８２が溝部８４の終端部であるストッパ８８に当たり、可動側筐体部６が右側
９０度の角度で停止する。
【００５４】
　次に、この携帯端末装置２の回路構成について、図１３を参照して説明する。図１３は
、携帯端末装置２の電気回路部を示すブロック図である。図１３において、図１ないし図
１２と同一部分には同一符号を付してある。
【００５５】
　携帯端末装置２には、電話機能やメール送受信機能等に加え、既述の固定側筐体部４と
可動側筐体部６との開閉操作、可動側筐体部６の回転操作等に対応し、表示形態を変更す
るための制御機能を備える。
【００５６】
　そこで、この携帯端末装置２には、入力操作部１６、表示部１８、ＣＰＵ（Central Pr
ocessing Unit ）９０、メモリ部９２、電源部９４、センサ部９６、無線部９８、音響部
１００が備えられている。入力操作部１６は複数のキーを備え、電話番号入力やメール文
書作成のための文字入力等に用いられる。表示部１８は、縦画面又は横画面が表示され、
可動側筐体部６の開閉状態や回転角度により異なる画面態様に切り替えられ、縦画面又は
横画面の各画面に対応した画面レイアウトに制御される。
【００５７】
　ＣＰＵ９０は、メモリ部９２にあるプログラムを実行し、入力操作部１６の入力、セン
サ部９６の検出信号の取込み等、検出情報や制御情報の取込み、メモリ部９２の情報の読
み書き、表示部１８の画面制御等、各種の制御を行う。この場合、縦画面又は横画面につ
いて、各画面に対応する画面レイアウトの制御や、各画面に最適な機能を立ち上げ、縦画
面に対応する機能では、縦長の縦画面の上下方向の広がりを利用してメニューリストの表
示、データ一覧表示、電話履歴等の表示に用いる。また、横画面に対応する機能では、横
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長の横画面の幅方向の広がりを利用してカメラ画像のパノラマ表示や、英文テキスト表示
、その加工、テレビジョン放送受信画面の展開等に用いる。
【００５８】
　メモリ部９２には、画面切替え、画面レイアウトの切替え、開閉又は回転（画面）に対
応する機能の実行等の処理を含む制御プログラム、その他のプログラムや各種データが格
納され、記録媒体として、この実施の形態では、ＳＤＲＡＭ（Synchronous Dynamic Rand
om-Access Memory）１０２、実行用Ｆｌａｓｈメモリ１０４及び保存用Ｆｌａｓｈメモリ
１０６で構成され、ＳＤＲＡＭ１０２、実行用Ｆｌａｓｈメモリ１０４及び保存用Ｆｌａ
ｓｈメモリ１０６は、バス１０８を介してＣＰＵ９０に接続されている。
【００５９】
　ＳＤＲＡＭ１０２は、作業エリアを構成し、保存用Ｆｌａｓｈメモリ１０６から読み出
してローディングされたプログラムを実行し、演算処理や制御情報を生成させる。実行用
Ｆｌａｓｈメモリ１０４には各種データが格納され、データベース等が構築される。保存
用Ｆｌａｓｈメモリ１０６には、ＯＳ（Operating System）や制御プログラム等の各種プ
ログラムが格納されている。
【００６０】
　外部メモリＩＦ（インタフェース）１１０には、メモリカード等の外部メモリが接続さ
れ、この外部メモリには、電話番号やメールアドレス等のアドレスデータ、各種コンテン
ツ等が格納される。
【００６１】
　電源部９４は、バッテリ、ＣＰＵ９０によって制御されるバッテリ充電回路、安定化回
路、電源制御回路等を備えており、無線部９８等の各種機能部に給電する。
【００６２】
　センサ部９６は、可動アーム部８による可動側筐体部６の開閉や、可動側筐体部６の回
転角度θ（＝０度ないし左右各９０度）及び回転方向を検出する。そこで、このセンサ部
９６には、開閉センサ１１２、回転センサ４２、４４が含まれている。開閉センサ１１２
は、マグネットＭ（図６）からの磁束の有無を検出し、その可動側筐体部６が開状態にあ
るか、閉状態にあるかを表す検出出力を発生する。回転センサ４２、４４は可動側筐体部
６の可動側基板４０に設置されており、３つのマグネットＭ２、Ｍ３、Ｍ４（図６）の設
置位置は、回転する可動側筐体部６の回転センサ４２、４４の軌道上の位置と一致してい
る。
【００６３】
　例えば、可動側筐体部６の中心位置ａ（図３）にある回転センサ４２にマグネットＭ２
、回転センサ４４にマグネットＭ３が重なるので、回転センサ４２、４４から可動側筐体
部６の中心位置ａにあることを表す出力が得られる。中心位置ａでは、回転センサ４２、
４４から例えば、高レベル出力又は低レベル出力の同一出力が得られる。また、可動側筐
体部６を右又は左に回転させると、回転センサ４２、４４にはマグネットＭ２、Ｍ３、Ｍ
４から作用する磁力に変化が生じ、その変化に応じた出力が回転センサ４２、４４に生じ
る。この出力変化は、左右の回転角度θ＝２０度から生じるので、それが右側又は左側へ
の回転方向を表す。そして、右側９０度の位置又は左側９０度の位置を表す出力が回転セ
ンサ４２、４４により得られる。例えば、回転センサ４２から高レベル出力、回転センサ
４４から低レベル出力が得られる場合には右側９０度の位置、これとは逆の出力が得られ
る場合には左側９０度の位置を表す。
【００６４】
無線部９８は、音声通信又はメール等のデータ通信の送受信をアンテナ１１８を通じて行
い、音声やデータの変調処理、無線信号から音声やデータの復調処理等を行う。
【００６５】
　音響部１００は、着信音声をスピーカ１２０を通して出力し、又は、マイクロフォン１
２２からの送話音声の取込み及び増幅等を行う。
【００６６】
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　次に、表示部１８の画面態様について、図１４ないし図１６を参照して説明する。図１
４は、縦画面表示を示す図、図１５及び図１６は、横画面表示を示す図である。図１４な
いし図１６において、図１ないし図１３と同一部分には同一符号を付してある。
【００６７】
　表示部１８の画面態様は、可動側筐体部６の開状態にある場合、可動側筐体部６の回転
によって変化し、縦画面表示（図１４）又は横画面表示（図１５、図１６）が得られる。
【００６８】
　１）縦画面表示
【００６９】
　可動側筐体部６が開状態にあって、表示部１８に図１４の（Ａ）に示すように、縦画面
１２４が表示される場合、図１４の（Ｂ）に示すように、可動側筐体部６が中心位置ａに
ある場合である。そこで、この縦画面１２４は表示部１８が縦長状態に維持される場合の
画面であって、中段部には縦メイン表示欄１２６が設定され、その上下部には第１及び第
２の縦サブ表示欄１２８、１３０が設定されている。例えば、スケジュール管理モードで
は、縦メイン表示欄１２６に年月表示とともにカレンダーが表示され、縦サブ表示欄１２
８には、第１行に電池の残量を表す電池マーク１３２、電波受信強度を表す電波受信強度
マーク１３４、メール着信の有無を表すメールマーク１３６、時刻を表す時刻表示１３８
、第２行にアイコン１４０が表示され、縦サブ表示欄１３０には、スケジュール管理メニ
ューに対応する選択アイコン１４２を中央に表示し、この選択アイコン１４２の左側にメ
ニューアイコン１４４、前月アイコン１４６、その右側に新規アイコン１４８、翌月アイ
コン１５０が表示されている。前月アイコン１４６は、縦メイン表示欄１２６に前月カレ
ンダーを表示するために用いられ、翌月アイコン１５０は、縦メイン表示欄１２６に翌月
カレンダーを表示するために用いられる。選択アイコン１４２は、メニュー選択や日時の
選択等に用いられる。新規アイコン１４８は、選択された日時に新規スケジュールの登録
等に用いられる。
【００７０】
　２）横画面表示
【００７１】
　図１５の（Ｂ）に示すように、可動側筐体部６を右回転した場合、表示部１８には図１
５の（Ａ）に示すように、横画面１５２Ｒ（右横画面）が表示される。そこで、この横画
面１５２Ｒは表示部１８が横長状態に維持される場合の画面であって、右側に横メイン表
示欄１５４、左側に横サブ表示欄１５６、１５８が設定されている。縦画面と同様にスケ
ジュール管理モードでは、横メイン表示欄１５４に年月表示とともにカレンダーが表示さ
れ、横サブ表示欄１５６、１５８には、上側から電池マーク１３２、電波受信強度マーク
１３４、メールマーク１３６、アイコン１４０、日時、曜日及び時刻を表す日時表示１６
０、スケジュール管理メニューに対応する選択アイコン１４２を中央に表示し、この選択
アイコン１４２の上側にメニューアイコン１４４及び新規アイコン１４８、選択アイコン
１４２の下側に前月アイコン１４６、翌月アイコン１５０が表示されている。
【００７２】
　また、図１６の（Ｂ）に示すように、可動側筐体部６を左回転した場合、表示部１８に
は図１６の（Ａ）に示すように、横画面１５２Ｌ（左横画面）が表示される。この場合、
横画面１５２Ｌは表示部１８が横長状態に維持される場合の画面であって、横画面１５２
Ｌの表示態様は、横画面１５２Ｒと同一である。そこで、同一部分には同一符号を付し、
その説明を省略する。
【００７３】
　次に、縦画面１２４と横画面１５２Ｒ、１５２Ｌの画面レイアウトの切替えについて、
図１７を参照して説明する。図１７は、縦画面１２４と横画面１５２Ｒ、１５２Ｌの画面
レイアウトの相違及び関係を示す図である。
【００７４】
　そこで、縦画面１２４と横画面１５２Ｒ、１５２Ｌの画面レイアウト間の変更点を列挙



(11) JP 5176300 B2 2013.4.3

10

20

30

40

50

すれば、次の通りである。
【００７５】
　縦メイン表示欄１２６及び横メイン表示欄１５４に関し、図１７に示すように、縦画面
１２４の縦メイン表示欄１２６と、横画面１５２Ｒ、１５２Ｌの横メイン表示欄１５４を
正方形状にして共通化し、配置位置を変更している。即ち、縦画面１２４では、縦メイン
表示欄１２６を縦画面１２４の中央に置き、横画面１５２Ｒ、１５２Ｌでは、横メイン表
示欄１５４を横画面１５２Ｒ、１５２Ｌの右側に配置している。
【００７６】
　縦サブ表示欄１２８、１３０及び横サブ表示欄１５６、１５８に関し、縦画面１２４で
は、縦メイン表示欄１２６を中心にし、縦メイン表示欄１２６の上欄に縦サブ表示欄１２
８、縦メイン表示欄１２６の下欄に縦サブ表示欄１３０が配置されているのに対し、横画
面１５２Ｒ、１５２Ｌでは、右側に横メイン表示欄１５４を配置し、左側の上下に横サブ
表示欄１５６、１５８を配置している。
【００７７】
　縦サブ表示欄１２８及び横サブ表示欄１５６に関し、縦サブ表示欄１２８では、電池マ
ーク１３２、電波受信強度マーク１３４、メールマーク１３６、時刻表示１３８を横方向
に配列し、電池マーク１３２の下側にアイコン１４０を配置しているのに対し、横サブ表
示欄１５６では、電池マーク１３２及び電波受信強度マーク１３４を配置し、その下側に
メールマーク１３６、その下側にアイコン１４０、その下側に日時表示１６０を配置して
いる。
【００７８】
　また、縦サブ表示欄１３０及び横サブ表示欄１５８に関し、縦サブ表示欄１３０では、
選択アイコン１４２を中央に、その左側にメニューアイコン１４４、前月アイコン１４６
を配置し、選択アイコン１４２の右側に新規アイコン１４８、翌月アイコン１５０を配置
しているのに対し、横サブ表示欄１５８では、中央に選択アイコン１４２を配置し、その
上側にメニューアイコン１４４及び新規アイコン１４８を配置し、選択アイコン１４２の
下側に前月アイコン１４６、翌月アイコン１５０を配置している。
【００７９】
　時刻表示１３８及び日時表示１６０に関し、縦画面１２４の時刻表示１３８では、時と
分であるのに対し、横画面１５２Ｒ、１５２Ｌの日時表示１６０では、月、日、曜日、時
及び分であり、縦画面１２４より詳細になっている。
【００８０】
　次に、表示部１８の画面動作について、図１８を参照して説明する。図１８は表示部１
８の制御プログラムの処理手順の一例を示す図である。
【００８１】
　図１に示す閉状態から、可動側筐体部６を開くと、固定側筐体部４に対して可動側筐体
部６は図３に示す開状態となる。この開状態にある表示部１８は縦画面状態となり（ステ
ップＳ１１）、例えば、縦画面１２４（図１４）が表示されるとともに、縦画面表示は縦
画面レイアウトとなる。
【００８２】
　可動側筐体部６の回転が監視され、回転センサ４２、４４から検出情報がＣＰＵ９０に
取り込まれ、その検出情報から表示部１８が右回転か左回転かが判断される（ステップＳ
１２）。図４に実線で示すように、可動側筐体部６が右回転の場合には、右回転後、表示
部１８は横画面状態となり（ステップＳ１３）、例えば、横画面１５２Ｒ（図１５）が表
示されるとともに、横画面表示は横画面レイアウトとなる。
【００８３】
　また、図４に破線で示すように、可動側筐体部６が左回転の場合には、左回転後、表示
部１８は横画面状態となり（ステップＳ１４）、例えば、横画面１５２Ｌ（図１６）が表
示されるとともに、横画面表示は横画面レイアウトとなる。
【００８４】
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　そして、これら横画面状態（ステップＳ１３、Ｓ１４）から可動側筐体部６を回転し、
可動側筐体部６を中心位置ａ（図３）に戻せば、再び縦画面状態（ステップＳ１１）に移
行し、既述の縦画面１２４（図１４）が表示されるとともに、縦画面表示は縦画面レイア
ウトとなる。
【００８５】
　このように、縦画面１２４から横画面１５２Ｒ又は横画面１５２Ｌ、横画面１５２Ｒ又
は横画面１５２Ｌから縦画面１２４に切り替え、画面態様が各画面に対応する画面レイア
ウトに変更される。
【００８６】
　なお、第１の実施の形態の横画面表示に関し、図１６に示すように、横画面１５２Ｌで
は、横メイン表示欄１５４の左側に横サブ表示欄１５６、１５８を配置したが、図１９に
示すように、横メイン表示欄１５４を左側に配置し、この横メイン表示欄１５４の右側に
横サブ表示欄１５６、１５８を配置した横画面１６２Ｌとしてもよい。この場合、操作領
域が固定側筐体部４の入力操作部１６側に近づき、入力操作性が高められる。
【００８７】
　以上述べた第１の実施の形態について、特徴事項を抽出し、作用効果に言及する。
【００８８】
　携帯端末装置２は、画面部分即ち、表示部１８が回転する構造を備えるとともに、折畳
み機能を備えており、表示部１８を搭載した可動側筐体部６、通常の縦画面状態から左右
方向に各々９０度ずつ回転する構造を備えている。
【００８９】
　表示部１８を搭載した可動側筐体部６の回転や開閉は、センサ部９６によって検出され
、また、表示部１８が右回転したか左回転したかを検出する機能を備えている。
【００９０】
　そして、通常の縦画面状態から左右に９０度ずつ回転して横画面となる構造を備えてい
ることから、縦画面１２４を開いた状態から、左右何れかに９０度回転させることにより
、文字の表示を９０度回転させるだけでなく、アイコンや文字の配置等の画面レイアウト
を変更し、横画面表示として使い易い画面レイアウトが得られる。また、横画面１５２Ｒ
、１５２Ｌから縦画面１２４に変更し、縦画面表示として使い易い画面レイアウトが得ら
れる。
【００９１】
〔第２の実施の形態〕
【００９２】
　本発明の第２の実施の形態について、図２０を参照して説明する。図２０は、第２の実
施の形態に係る携帯端末装置の制御方法を示すフローチャートである。
【００９３】
　この第２の実施の形態に係る携帯端末装置２は、表示部１８を搭載した可動側筐体部６
の回転及びその回転方向の検出に基づき、画面表示の切替え機能を備えるとともに、縦画
面１２４（図１４）から横画面１５２Ｒ（図１５）又は横画面１５２Ｌ（図１６）に回転
させた際に、横画面１５２Ｒ（図１５）又は横画面１５２Ｌ（図１６）から縦画面１２４
（図１４）に回転させた際に、各画面として使い易い機能を起動する構成である。従って
、この第２の実施の形態に係る携帯端末装置２においても、第１の実施の形態に係る携帯
端末装置２（図１ないし図４、図６ないし図１３）と同様の構成を備えている。
【００９４】
　そこで、この携帯端末装置２の制御方法では、図２０に示すように、可動側筐体部６が
開状態か閉状態かを検出し（ステップＳ２１）、閉状態であれば、固定側筐体部４に可動
側筐体部６が重ねられ、表示部１８が隠蔽状態にあるので、表示部１８は非表示とする（
ステップＳ２２）。
【００９５】
　可動側筐体部６が操作され、開状態（図３）に移行することにより、開状態に割り当て
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られた機能が起動され（ステップＳ２３）、この起動により、縦画面状態となる（ステッ
プＳ２４）。この場合、可動側筐体部６の回転角度が０度であれば、可動側筐体部６は中
心位置ａにあるので、縦長の縦画面として例えば、縦画面１２４が表示される。
【００９６】
　可動側筐体部６が開状態（図３）であって、可動側筐体部６が右側に回転され、又は左
側に回転されると、その回転及び回転方向として右回転か左回転かが検出される（ステッ
プＳ２５）。
【００９７】
　右回転であれば、右回転に割り当てられた機能が起動され（ステップＳ２６）、右回転
後、横画面状態となり（ステップＳ２７）、横長の横画面として例えば、横画面１５２Ｒ
が表示される。また、左回転であれば、左回転に割り当てられた機能が起動され（ステッ
プＳ２８）、左回転後、横画面状態となり（ステップＳ２９）、横長の横画面として例え
ば、横画面１５２Ｌが表示される。
【００９８】
　そして、この制御方法には、既述のａ) 可動側筐体部６の開閉又は回転の検出、ｂ）画
面切替え、ｃ）画面レイアウト切替え制御等の処理手順が含まれており、開閉や回転方向
により、開閉状態又は右回転、左回転に割り当てられた機能の起動等の処理が制御プログ
ラムによって実行される。制御プログラムでは、センサ部９６の開閉検出、回転検出の検
出情報がＣＰＵ９０に取り込まれ、表示部１８に展開される縦画面又は横画面は、縦画面
にはその縦長の画面表示に対応する画面レイアウト、横画面にはその横長の画面表示に対
応する画面レイアウトに制御される。
【００９９】
　この場合、縦画面に対応する機能では、縦長の縦画面の上下方向の広がりを利用してメ
ニューリストの表示、データ一覧表示、電話履歴等の表示、また、横画面に対応する機能
では、横長の横画面の幅方向の広がりを利用してカメラ画像のパノラマ表示や、英文テキ
スト表示、その加工、テレビジョン放送受信画面の展開等に用いられる。
【０１００】
　このように、第２の実施の形態では、画面部分の回転と方向を検出したことを受け、画
面の表示を切り替える機能とともに、それに付随する機能として、縦画面から横画面に回
転させた際に、横画面として使い易い機能を起動し、携帯端末装置２の機能の拡充が図ら
れている。
【０１０１】
〔第３の実施の形態〕
【０１０２】
　本発明の第３の実施の形態について、図２１ないし図２７を参照して説明する。図２１
は、閉状態にある携帯端末装置の可動側筐体部の左右回転を示す図、図２２は、右サブ画
面表示例を示す図、図２３は左サブ画面表示例を示す図、図２４は、横メイン画面表示例
を示す図、図２５は携帯端末装置の制御方法の一例を示すフローチャート、図２６は表示
画面モード遷移を示す状態遷移図、図２７は携帯端末装置の動作手順を示すフローチャー
トである。図２１ないし図２７において、図１ないし図２０と同一部分には同一符号を付
してある。
【０１０３】
　この実施の形態においても、第１の実施の形態と同様の構成を備える。この場合、図２
１に示すように、携帯端末装置２は、可動側筐体部６を固定側筐体部４に折り畳み、即ち
、閉じた状態で可動側筐体部６を回転モジュール１２の回転中心Ｏａを中心に右回転（矢
印Ａ）又は左回転（矢印Ｂ）とすることができ、実線で示すように、右回転位置ｂでは、
可動側筐体部６にある表示部１８は、固定側筐体部４の背面側から一部の表示エリア１６
４を視認することができる。
【０１０４】
　そこで、可動側筐体部６が閉状態では、表示部１８の表示は解除状態となるが、可動側
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筐体部６を基準位置としての中心位置ａから右側に回転させれば、図２２に示すように、
例えば、右サブ画面１７０を表示させることができる。また、可動側筐体部６を中心位置
ａから左側に回転させると、図２３に示すように、例えば、左サブ画面１７２を表示させ
ることができる。この実施の形態では、右サブ画面１７０及び左サブ画面１７２は、同一
画面表示となっているが、左右対称に表示する形態であってもよい。
【０１０５】
　これら右サブ画面１７０及び左サブ画面１７２は、固定側筐体部４からはみ出すことに
より、視認が可能なエリアを表示エリアＷＳに展開される画面である。右サブ画面１７０
及び左サブ画面１７２では、表示部１８の全表示エリアＷＴに対し、固定側筐体部４に重
なり、視認が不可能なエリアを隠蔽エリアＷＢとし、固定側筐体部４からはみ出すことに
より、視認が可能なエリアを表示エリアＷＳとして活用している。右サブ画面１７０及び
左サブ画面１７２の表示内容は、メイン表示画面の表示内容の一部であってもよいが、表
示情報の不足を防止するため、表示エリアＷＳにメイン表示画面の表示内容と同一の表示
内容を右サブ画面１７０及び左サブ画面１７２として表示している。
【０１０６】
　また、表示部１８に右サブ画面１７０又は左サブ画面１７２が表示されている場合にお
いて、可動側筐体部６を開いた場合には、例えば、図２４に示すように、右サブ画面１７
０又は左サブ画面１７２の表示内容を横メイン画面１７３に全表示エリアＷＴを用いて表
示するようにしてもよい。このサブ画面１７０、１７２、横メイン画面１７３の表示例は
一例であって、表示内容を変更したメイン画面を表示する構成としてもよく、他の表示画
面を表示する構成としてもよい。
【０１０７】
　この場合、これら右サブ画面１７０、左サブ画面１７２又は横メイン画面１７３は一例
であって、電池マーク１３２、電波受信強度マーク１３４、複数の時刻表示１３８ａ、１
３８ｂ、１３８ｃ、着信情報や未読メールの有無及びその数等の告知情報を表す単一又は
複数のアイコン１７４とともに複数のメッセージ１７６が表示されており、時刻表示１３
８ａ、１３８ｂ、１３８ｃは、同一内容の表示角度を変更する等の画面レイアウト切替え
により、見る角度で認識内容が変化するといった誤認を防止し、視認性及び表示内容の把
握を容易にしている。
【０１０８】
　この実施の形態の制御方法では、図２５に示すように、右サブ画面１７０及び左サブ画
面１７２の表示の処理手順を含んでいる。そこで、この制御方法では、可動側筐体部６が
開状態か閉状態かを検出し（ステップＳ３１）、開状態であれば、左右回転角度の検出及
びその判断を行う（ステップＳ３２）。
【０１０９】
　開状態において、回転角度が０度であれば、既述の縦画面として縦メイン画面（縦メイ
ン表示モード）の表示（ステップＳ３３）、右回転であれば、既述の横画面として右横メ
イン画面（右横メイン表示モード）の表示（ステップＳ３４）、左回転であれば、既述の
横画面として左横メイン画面（左横メイン表示モード）の表示（ステップＳ３５）を行う
。この場合、画面態様について、縦メイン画面（縦メイン表示モード）に対応し、縦画面
レイアウトに制御され、また、右横メイン画面（右横メイン表示モード）又は左横メイン
画面（左横メイン表示モード）では、横画面レイアウトに切り替えられる。
【０１１０】
　また、閉状態においても、左右回転角度の検出及びその判断を行う（ステップＳ３６）
。回転角度が０度であれば、非表示（ステップＳ３７）、右回転であれば、右サブ画面（
サブ表示モード）の表示（ステップＳ３８）、左回転であれば、左サブ画面（サブ表示モ
ード）の表示（ステップＳ３９）を行う。
【０１１１】
　次に、表示部１８の画面表示切替えでは、図２６に示すように、可動側筐体部６が閉状
態で回転角度が０度の場合、可動側筐体部６は中心位置にあるため、状態１で、非表示と
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なる（ＳＴ１）。この非表示状態（状態１）から、可動側筐体部６が開状態、回転状態が
０度の状態２に移行すると、縦メイン表示モードとなり（ＳＴ２）、縦メイン表示モード
から回転状態を右回転の状態３に移行すると、右横メイン表示モードとなり（ＳＴ３）、
また、縦メイン表示モードから回転状態を左回転の状態４に移行すると、左横メイン表示
モードとなる（ＳＴ４）。画面態様について、状態２の縦メイン表示モードでは縦画面レ
イアウト、状態３の右横メイン表示モードでは横画面レイアウト、状態４の左横メイン表
示モードでは横画面レイアウトに切り替えられ、画面表示が行われる。
【０１１２】
　また、非表示状態（状態１）から、可動側筐体部６を右回転又は左回転し、状態５に移
行すると、サブ表示モードとなる（ＳＴ５）。サブ表示モードには、回転方向に応じて右
サブ表示モード、左サブ表示モードが存在する。
【０１１３】
　また、状態３（右横メイン表示モード）又は状態４（左横メイン表示モード）において
、可動側筐体部６を閉じると、状態５（サブ表示モード）に移行する。
【０１１４】
　このようなモード切替えが可能であるため、可動側筐体部６が回転状態にあるとき、そ
の開閉により、右横メイン表示モード又は左横メイン表示モードからサブ表示モード、サ
ブ表示モードから右横メイン表示モード又は左横メイン表示モードに移行させることがで
きる。具体的には、右横メイン表示モードと右サブ表示モードとの間、左横メイン表示モ
ードと左サブ表示モードとの間で切り替えることができる。
【０１１５】
　そして、表示部１８の画面切替えは、図２７に示すように、表示部１８の制御プログラ
ムによって実行される。この制御プログラムの処理手順では、状態１（非表示）において
、表示部１８を非表示状態に制御する（ステップＳ４１）。この状態から、開閉センサ１
１２から開状態の検出情報が取り込まれ（ステップＳ４２）、可動側筐体部６の回転状態
が０度であれば、状態２に移行して縦メイン表示モードを実行し、表示部１８に例えば、
縦メイン画面が展開される（ステップＳ４３）。
【０１１６】
　縦メイン表示モードの実行中において、回転センサ４２、４４が可動側筐体部６の右回
転を検出し、その検出情報が取り込まれると（ステップＳ４４）、状態３に移行して右横
メイン表示モードを実行し、表示部１８に例えば、横メイン画面が展開される（ステップ
Ｓ４５）。
【０１１７】
　右横メイン表示モードの実行中において、開閉センサ１１２が可動側筐体部６の閉状態
を検出し、その検出情報が取り込まれると（ステップＳ４６）、状態５に移行してサブ表
示モードを実行し、表示部１８に例えば、右サブ画面１７０（図２２）が展開される（ス
テップＳ４７）。
【０１１８】
　また、状態１（非表示）において（ステップＳ４１）、可動側筐体部６を回転し、回転
センサ４２、４４から左右何れかの回転検出情報が取り込まれと（ステップＳ４８）、状
態５に移行してサブ表示モードを実行し、表示部１８に例えば、右サブ画面１７０（図２
２）、又は左サブ画面１７２（図２３）が展開される（ステップＳ４９）。
【０１１９】
　このサブ表示モードの実行中において、可動側筐体部６が開状態にされ、開閉センサ１
１２がそれを検出し、その開状態の検出情報が取り込まれると（ステップＳ５０）、回転
センサ４２、４４からの回転検出情報を取得する（ステップＳ４４、ステップＳ５１）。
【０１２０】
　回転センサ４２、４４から可動側筐体部６の左回転の検出情報が取り込まれると（ステ
ップＳ５１）、状態４に移行して左横メイン表示モードを実行し、表示部１８に例えば、
横メイン画面が展開される（ステップＳ５２）。
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【０１２１】
　左横メイン表示モードの実行中において、回転センサ４２、４４から回転検出情報とし
て０度を表す情報が取り込まれると（ステップＳ５３）、状態２に移行し、縦メイン表示
モードが実行され、表示部１８に縦メイン画面が展開される（ステップＳ５４）。
【０１２２】
　この処理手順では、ステップＳ４３において、可動側筐体部６の回転を監視し（ステッ
プＳ５１）、回転センサ４２、４４から左回転を表す検出情報が得られた場合にはステッ
プＳ５２に移行し、ステップＳ４５において、可動側筐体部６の回転を監視し（ステップ
Ｓ５３）、回転センサ４２、４４で回転状態０度を検出した場合にはステップＳ５４に移
行する。また、ステップＳ５０において、可動側筐体部６の回転を監視し（ステップＳ４
４）、回転センサ４２、４４から右回転を表す検出情報が得られた場合にはステップＳ４
５に移行し、ステップＳ５２において、可動側筐体部６の開閉を監視し（ステップＳ４６
）、開閉センサ１１２から閉状態を表す検出情報が得られた場合にはステップＳ４７に移
行する。
【０１２３】
　このような実施の形態においても、縦画面には縦画面レイアウトを適用し、横画面には
横画面レイアウトを適用することにより、縦長の縦画面と横長の横画面との画面内容の視
認性向上等を図ることができる。
【０１２４】
〔第４の実施の形態〕
【０１２５】
　本発明の第４の実施の形態について、図２８及び図２９を参照して説明する。図２８は
、サブ縦画面表示の一例を示す図、図２９は横画面表示の一例を示す図である。図２８及
び図２９において、図１ないし図２７と同一部分には同一符号を付してある。
【０１２６】
　この実施の形態には、図１ないし図４、図６ないし図１２に示した携帯端末装置２が用
いられる。即ち、携帯端末装置２は、図２１（第３の実施の形態）に示すように、可動側
筐体部６を固定側筐体部４に折り畳み、即ち、閉じた状態で可動側筐体部６を回転モジュ
ール１２の回転中心Ｏａを中心に右回転（矢印Ａ）又は左回転（矢印Ｂ）とすることがで
きる。実線で示すように、右回転位置ｂでは、可動側筐体部６にある表示部１８は、固定
側筐体部４の背面側から一部の表示エリア１６４を視認することができる。
【０１２７】
　そこで、この第４の実施の形態では、閉状態にある可動側筐体部６の右回転により、縦
画面として例えば、サブ縦画面１７８（図２８）が表示され、その可動側筐体部６をヒン
ジ部１０の回転中心Ｏｂを中心に矢印Ｄの方向に回転し、可動側筐体部６を開くことによ
り、横画面１５２Ｒ（図２９）が表示される。スケジュールモードにおいて、同一の情報
に関し、縦長の表示エリア１６４を縦画面としてのサブ縦画面１７８に表示し、その表示
態様をサブ縦画面レイアウトに制御する。また、閉状態から可動側筐体部６を開くことに
より、図２９に示すように、可動側筐体部６には表示部１８の全部が露出するので、横長
の横画面１５２Ｒを表示し、その表示態様を横画面レイアウトに制御する。この場合、サ
ブ縦画面レイアウトでは、縦メイン表示欄１２６（図１４、図１７）に対応するカレンダ
ー表示のみであるのに対し、横画面レイアウトでは、横画面１５２Ｒ（図１５）が表示さ
れる。横画面１５２Ｒの内容については既述の通りである。
【０１２８】
　なお、この実施の形態では、可動側筐体部６を右回転させた場合について例示したが、
可動側筐体部６を左回転させた場合も同様であって、閉状態にある可動側筐体部６の左回
転により縦画面としてサブ縦画面１７８が表示され、また、可動側筐体部６を開状態にす
ることにより、横画面１５２Ｌ（図１６）が表示される。サブ縦画面レイアウトと横画面
レイアウトの態様は右回転の場合と同様である。
【０１２９】
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〔他の実施の形態〕
【０１３０】
　(1) 上記実施の形態では、電子機器として携帯端末装置２を例示したが、本発明はパー
ソナルコンピュータ（ＰＣ）にも適用することができる。図３０及び図３１は、ＰＣを示
す斜視図であって、図３０は、開状態で可動側筐体部６を縦長に維持させた場合を示す図
、図３１は、開状態で可動側筐体部６を右方向に回転させて横長に維持させた場合を示す
図である。図２０及び図３１において、図１ないし図２９と同一部分には同一符号を付し
てある。
【０１３１】
　このＰＣ２００にも既述した機構（図１ないし図４、図６ないし図１２）、電気回路（
図１３）、既述した制御方法（図５、図２０）、制御プログラム（図２５ないし図２７）
を実行させ、同様の表示形態（図１４ないし図１７）とし、縦画面１２４と横画面１５２
Ｒを表示し、可動側筐体部６を縦方向にすることにより、表示部１８に縦長の縦画面１２
４を表示させ、可動側筐体部６を例えば、右側に回転して横方向にすることにより、表示
部１８に横長の横画面１５２Ｒを表示させ、画面態様を縦画面１２４では縦画面レイアウ
ト、横画面１５２Ｒでは横画面レイアウトで表示することができる。この場合、可動側筐
体部６を例えば、左側に回転して横方向にすることにより、表示部１８に横長の横画面１
５２Ｌ（例えば、図１６）に横画面レイアウトに切り替えて表示させることができる。
【０１３２】
　(2) 上記実施の形態では、電子機器として携帯端末装置２やＰＣ２００を例示したが、
可動部を備えるリモコン装置やゲーム機器等にも本発明を適用することができる。
【０１３３】
　次に、以上述べた本発明の実施の形態から抽出される技術的思想を請求項の記載形式に
準じて付記として列挙する。本発明に係る技術的思想は上位概念から下位概念まで、様々
なレベルやバリエーションにより把握できるものであり、以下の付記に本発明が限定され
るものではない。
【０１３４】
（付記１）　回転可能及び／又は開閉可能な筐体部に表示機能を備えた電子機器であって
、
　縦長の縦画面又は横長の横画面が表示される表示部と、
　前記表示部に表示される前記縦画面又は前記横画面に対応する画面レイアウトに変更す
る制御部と、
　を備えることを特徴とする電子機器。
【０１３５】
（付記２）　付記１の電子機器において、
　前記表示部の回転又は開閉を検出するセンサ部を備え、前記制御部は、前記センサ部か
ら得られた回転情報又は開閉情報に基づき、前記表示部を前記縦画面又は前記横画面に切
り替えることを特徴とする電子機器。
【０１３６】
（付記３）　付記１の電子機器において、
　前記制御部は、前記表示部に基準位置と、右方向及び／又は左方向の所定角度以上の回
転位置又は開位置とを設定し、前記基準位置と前記回転位置又は前記開位置とで前記表示
部の画面形態を前記縦画面又は前記横画面に切り替えることを特徴とする電子機器。
【０１３７】
（付記４）
　付記１の電子機器において、
　前記縦画面又は前記横画面に対応する前記画面レイアウトの変更は、アイコンの配置変
更を含むことを特徴とする電子機器。
【０１３８】
（付記５）　付記１の電子機器において、
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　前記制御部は、前記表示部の前記縦画面又は前記横画面に対応し、前記縦画面又は前記
横画面に割り当てられた機能を起動させることを特徴とする電子機器。
【０１３９】
（付記６）　付記１の電子機器において、
　固定側筐体部に開閉可能に支持された可動アーム部と、
　前記可動アーム部に回転可能に支持された可動側筐体部と、
　を備え、前記表示部が前記可動側筐体部に設置されて回転又は開閉されることを特徴と
する電子機器。
【０１４０】
（付記７）　付記６の電子機器において、
　前記可動アーム部又は前記可動側筐体部の何れか一方又は双方に、前記可動側筐体部の
回転又は開閉を検出するセンサ部を備えたことを特徴とする電子機器。
【０１４１】
（付記８）　回転可能及び／又は開閉可能な筐体部に表示機能を備えた電子機器の制御方
法であって、
　縦長の縦画面又は横長の横画面を表示するステップと、
　前記縦画面又は前記横画面に対応して画面レイアウトを変更するステップと、
　を含むことを特徴とする電子機器の制御方法。
【０１４２】
（付記９）　付記８の電子機器の制御方法において、
　回転又は開閉を検出するステップを含み、回転情報又は開閉情報に基づき、前記縦画面
又は前記横画面に切り替えることを特徴とする電子機器の制御方法。
【０１４３】
（付記１０）　付記８の電子機器の制御方法において、
　基準位置と、右方向及び／又は左方向の所定角度以上の回転位置又は開位置とを設定し
、前記基準位置と前記回転位置又は前記開位置とで前記縦画面又は前記横画面に切り替え
るステップを含むことを特徴とする電子機器の制御方法。
【０１４４】
（付記１１）　付記８の電子機器の制御方法において、
　前記縦画面又は前記横画面に対応する前記画面レイアウトの変更には、アイコンの配置
変更を含むことを特徴とする電子機器の制御方法。
【０１４５】
（付記１２）　付記８の電子機器の制御方法において、
　前記縦画面又は前記横画面に対応し、前記縦画面又は前記横画面に割り当てられた機能
を起動させるステップを含むことを特徴とする電子機器の制御方法。
【０１４６】
（付記１３）　コンピュータによって実行される、回転可能及び／又は開閉可能な筐体部
に表示機能を備えた電子機器の制御プログラムであって、
　縦長の縦画面又は横長の横画面を表示するステップと、
　前記縦画面又は前記横画面に対応して画面レイアウトを変更するステップと、
　を含み、コンピュータに実行させることを特徴とする電子機器の制御プログラム。
【０１４７】
（付記１４）　付記１３の電子機器の制御プログラムにおいて、
　回転又は開閉を検出するステップを含み、回転情報又は開閉情報に基づき、前記縦画面
又は前記横画面に切り替えることを特徴とする電子機器の制御プログラム。
【０１４８】
（付記１５）　付記１３の電子機器の制御プログラムにおいて、
　基準位置と、右方向及び／又は左方向の所定角度以上の回転位置又は開位置とを設定し
、前記基準位置と前記回転位置又は前記開位置とで前記縦画面又は前記横画面に切り替え
るステップを含むことを特徴とする電子機器の制御プログラム。
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【０１４９】
（付記１６）　付記１３の電子機器の制御プログラムにおいて、
　前記縦画面又は前記横画面に対応する前記画面レイアウトの変更には、アイコンの配置
変更を含むことを特徴とする電子機器の制御プログラム。
【０１５０】
（付記１７）　付記１３の電子機器の制御プログラムにおいて、
　前記縦画面又は前記横画面に対応し、前記縦画面又は前記横画面に割り当てられた機能
を起動させるステップを含むことを特徴とする電子機器の制御プログラム。
【０１５１】
（付記１８）　回転可能及び／又は開閉可能な筐体部に表示機能を備えた電子機器の制御
プログラムをコンピュータ読込み可能に格納した記録媒体であって、
　縦長の縦画面又は横長の横画面を表示するステップと、
　前記縦画面又は前記横画面に対応して画面レイアウトに変更するステップと、
　を含む、コンピュータに実行させることを特徴とする、電子機器の制御プログラムをコ
ンピュータ読込み可能に格納した記録媒体。
【０１５２】
（付記１９）　付記１８の記録媒体において、
　回転又は開閉を検出するステップを含み、回転情報又は開閉情報に基づき、前記縦画面
又は前記横画面に切り替えることを特徴とする、電子機器の制御プログラムをコンピュー
タ読込み可能に格納した記録媒体。
【０１５３】
（付記２０）　付記１８の記録媒体において、
　基準位置と、右方向及び／又は左方向の所定角度以上の回転位置又は開位置とを設定し
、前記基準位置と前記回転位置又は前記開位置とで前記縦画面又は前記横画面に切り替え
るステップを含むことを特徴とする、電子機器の制御プログラムをコンピュータ読込み可
能に格納した記録媒体。
【０１５４】
（付記２１）　付記１８の記録媒体において、
　前記縦画面又は前記横画面に対応する前記画面レイアウトの変更には、アイコンの配置
変更を含むことを特徴とする、電子機器の制御プログラムをコンピュータ読込み可能に格
納した記録媒体。
【０１５５】
（付記２２）　付記１８の記録媒体において、
　前記縦画面又は前記横画面に対応し、前記縦画面又は前記横画面に割り当てられた機能
を起動させるステップを含むことを特徴とする、電子機器の制御プログラムをコンピュー
タ読込み可能に格納した記録媒体。
【０１５６】
　以上説明したように、本発明の最も好ましい実施の形態等について説明したが、本発明
は、上記記載に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載され、又は明細書に開示
された発明の要旨に基づき、当業者において様々な変形や変更が可能であることは勿論で
あり、斯かる変形や変更が、本発明の範囲に含まれることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１５７】
　本発明は、回転可能及び／又は開閉可能な筐体部側に表示機能を備える携帯端末装置等
の電子機器に関し、縦画面から横画面、横画面から縦画面等、画面態様が変更された場合
、各画面毎にレイアウトが変更され、画面構成の最適化が図られ、画面表示の視認性や、
使い易さを向上させることができ、画面に対応した機能を立ち上げることができる等、機
能性を拡充することができ、有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１５８】
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【図１】第１の実施の形態に係る携帯端末装置を示す斜視図である。
【図２】携帯端末装置の閉状態を示す側面図である。
【図３】携帯端末装置の開状態を示す正面図である。
【図４】開状態にある携帯端末装置の可動側筐体部の右回転（左回転）を示す図である。
【図５】携帯端末装置の制御方法の一例を示すフローチャートである。
【図６】携帯端末装置を示す分解斜視図である。
【図７】携帯端末装置の回転ロック機構の位置を示す図である。
【図８】可動側リアケース部の上面側を示す図である。
【図９】可動アーム部の裏面側を示す図である。
【図１０】ストッパ機構及び中心停止位置を示す図である。
【図１１】ストッパ動作を示す図である。
【図１２】ストッパ動作を示す図である。
【図１３】携帯端末装置の回路構成例を示す図である。
【図１４】縦画面表示を示す図である。
【図１５】横画面表示を示す図である。
【図１６】横画面表示を示す図である。
【図１７】画面レイアウトの変更を示す図である。
【図１８】携帯端末装置の制御プログラムの一例を示すフローチャートである。
【図１９】他の横画面表示を示す図である。
【図２０】第２の実施の形態に係る携帯端末装置の制御方法を示すフローチャートである
。
【図２１】第３の実施の形態に係る携帯端末装置の動作を示す図である。
【図２２】右サブ画面表示例を示す図である。
【図２３】左サブ画面表示例を示す図である。
【図２４】横メイン画面表示例を示す図である。
【図２５】携帯端末装置の制御方法を示すフローチャートである。
【図２６】表示画面モード遷移を示す状態遷移図である。
【図２７】携帯端末装置の動作手順を示すフローチャートである。
【図２８】第４の実施の形態に係る携帯端末装置のサブ縦画面表示の一例を示す図である
。
【図２９】携帯端末装置の横画面表示の一例を示す図である。
【図３０】他の実施の形態に係るＰＣ（縦画面表示）を示す図である。
【図３１】他の実施の形態に係るＰＣ（横画面表示）を示す図である。
【符号の説明】
【０１５９】
　２　携帯端末装置
　４　固定側筐体部
　６　可動側筐体部
　８　可動アーム部
　１０　ヒンジ部
　１２　回転モジュール
　１８　表示部
　４２、４４　回転センサ
　９０　ＣＰＵ（制御部）
　９６　センサ部
　１１２　開閉センサ
　１２４　縦画面
　１５２Ｒ、１５２Ｌ　横画面
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