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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の筐体と、第２の筐体と、前記第１および第２の筐体を接続する連結部とを備えて
、前記連結部によって前記第１の筐体と前記第２の筐体は折り畳み可能に構成される携帯
機器であって、
　前記携帯機器が折り畳まれた状態と開いた状態のいずれにおいても撮影可能な撮影手段
を、前記第１の筐体の、前記携帯機器が折り畳まれた状態での外面に備え、
　前記撮影手段により撮影される動画像が表示されるモニタモードと、シャッタボタンの
指示により前記携帯機器が折り畳まれた状態および開いた状態のいずれにおいて前記撮影
手段が撮影をしても、撮影した静止画像を表示可能な確認モードと、前記確認モードで表
示された画像を前記携帯機器が折り畳まれた状態で保存可能な画像保存モードとで、動作
が可能であり、
　前記確認モードにおいて、前記シャッタボタンの指示によって撮影した画像を保存する
際に確認のために当該画像による確認画像を表示する確認画像表示手段と、
　前記画像保存モードにおいて、前記シャッタボタンの指示によって撮影した画像を保存
する保存手段と、
　前記第１の筐体の前記携帯機器が折り畳まれた状態での内面に設けられた第１表示部と
、
　前記第１の筐体の前記携帯機器が折り畳まれた状態での外面に設けられ、折り畳まれた
状態と開いた状態で表示される画像の方向が反転する第２表示部とをさらに備え、
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　前記確認画像表示手段は、
　　前記確認モードにおいて、前記第１表示部に前記確認画像を表示する第１確認表示手
段と、
　　前記確認モードにおいて、前記第２表示部に前記確認画像を表示する第２確認表示手
段とを有し、
　前記第２確認表示手段は、前記携帯機器の折り畳まれた状態と開いた状態とでは上下の
向きが逆になる前記撮影手段が前記シャッタボタンの指示によって撮影した画像データを
、前記確認モードにおいて前記第２表示部に表示する際に、前記携帯機器が開いた状態に
ある場合には、折り畳まれた状態および開いた状態のいずれかの一方の状態における前記
シャッタボタンの指示によって前記撮影手段が撮影した画像に基づく画像データを、他方
の状態における前記シャッタボタンの指示によって前記撮影手段が撮影した画像に基づく
画像データに対して１８０度回転させて前記第２表示部に表示させる、携帯機器。
【請求項２】
　第１の筐体と、第２の筐体と、前記第１および第２の筐体を接続する連結部とを備えて
、前記連結部によって前記第１の筐体と前記第２の筐体は折り畳み可能に構成される携帯
機器であって、
　前記携帯機器が折り畳まれた状態と開いた状態のいずれにおいても撮影可能な撮影手段
を、前記第１の筐体の、前記携帯機器が折り畳まれた状態での外面に備え、
　前記撮影手段により撮影される動画像が表示されるモニタモードと、シャッタボタンの
指示により前記携帯機器が折り畳まれた状態および開いた状態のいずれにおいて前記撮影
手段が撮影をしても、撮影した静止画像を表示可能な確認モードと、前記確認モードで表
示された画像を前記携帯機器が折り畳まれた状態で保存可能な画像保存モードとで、動作
が可能であり、
　前記確認モードにおいて、前記シャッタボタンの指示によって撮影した画像を保存する
際に確認のために当該画像による確認画像を表示する確認画像表示手段と、
　前記画像保存モードにおいて、前記シャッタボタンの指示によって撮影した画像を保存
する保存手段と、
　前記第１の筐体の前記携帯機器が折り畳まれた状態での内面に設けられた第１表示部と
、
　前記第１の筐体の前記携帯機器が折り畳まれた状態での外面に設けられ、折り畳まれた
状態と開いた状態で表示される画像の方向が反転する第２表示部とをさらに備え、
　前記確認画像表示手段は、
　　前記確認モードにおいて、前記第１表示部に前記確認画像を表示する第１確認表示手
段と、
　　前記確認モードにおいて、前記第２表示部に前記確認画像を表示する第２確認表示手
段とを有し、
　前記第２確認表示手段は、前記携帯機器の折り畳まれた状態と開いた状態とでは上下の
向きが逆になる前記撮影手段が前記シャッタボタンの指示によって撮影した画像データを
、前記確認モードにおいて前記第２表示部に表示する際に、前記携帯機器が折り畳まれた
状態にある場合には、折り畳まれた状態および開いた状態のいずれかの一方の状態におけ
る前記シャッタボタンの指示によって前記撮影手段が撮影した画像に基づく画像データを
、他方の状態における前記シャッタボタンの指示によって前記撮影手段が撮影した画像に
基づく画像データに対して１８０度回転させて前記第２表示部に表示させる、携帯機器。
【請求項３】
　第１の筐体と、第２の筐体と、前記第１および第２の筐体を接続する連結部とを備えて
、前記連結部によって前記第１の筐体と前記第２の筐体は折り畳み可能に構成される携帯
機器であって、
　前記携帯機器が折り畳まれた状態と開いた状態のいずれにおいても撮影可能な撮影手段
を、前記第１の筐体の、前記携帯機器が折り畳まれた状態での外面に備え、
　前記撮影手段により撮影される動画像が表示されるモニタモードと、シャッタボタンの
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指示により前記携帯機器が折り畳まれた状態および開いた状態のいずれにおいて前記撮影
手段が撮影をしても、撮影した静止画像を表示可能な確認モードと、前記確認モードで表
示された画像を前記携帯機器が折り畳まれた状態で保存可能な画像保存モードとで、動作
が可能であり、
　前記確認モードにおいて、前記シャッタボタンの指示によって撮影した画像を保存する
際に確認のために当該画像による確認画像を表示する確認画像表示手段と、
　前記画像保存モードにおいて、前記シャッタボタンの指示によって撮影した画像を保存
する保存手段と、
　前記第１の筐体の前記携帯機器が折り畳まれた状態での内面に設けられた第１表示部と
、
　前記第１の筐体の前記携帯機器が折り畳まれた状態での外面に設けられ、折り畳まれた
状態と開いた状態で表示される画像の方向が反転する第２表示部とをさらに備え、
　前記確認画像表示手段は、
　　前記確認モードにおいて、前記第１表示部に前記確認画像を表示する第１確認表示手
段と、
　　前記確認モードにおいて、前記第２表示部に前記確認画像を表示する第２確認表示手
段とを有し、
　前記第２確認表示手段は、前記携帯機器の折り畳まれた状態と開いた状態とでは上下の
向きが逆になる前記撮影手段が前記シャッタボタンの指示によって撮影した画像データを
、前記確認モードにおいて前記第２表示部に表示する際に、前記携帯機器が折り畳まれた
状態にある場合には、折り畳まれた状態および開いた状態のいずれかの一方の状態におけ
る前記シャッタボタンの指示によって前記撮影手段が撮影した画像に基づく画像データを
、他方の状態における前記シャッタボタンの指示によって前記撮影手段が撮影した画像に
基づく画像データに対して１８０度回転させて前記第２表示部に表示し、
　前記確認モードにおいて、折畳まれた状態で、撮影した画像の保存指示を受け付けるこ
とが可能な、携帯機器。
【請求項４】
　第１の筐体と、第２の筐体と、前記第１および第２の筐体を接続する連結部とを備えて
、前記連結部によって前記第１の筐体と前記第２の筐体は折り畳み可能に構成される携帯
機器であって、
　前記第１の筐体の、前記携帯機器が折り畳まれた状態での内面に設けられた第１表示部
と、
　折り畳まれた状態と開いた状態で表示される画像の方向が反転する第２表示部と、前記
携帯機器が折り畳まれた状態と開いた状態のいずれにおいても撮影可能な撮影手段とを備
え、
　前記第２表示部と前記撮影手段は、前記第１の筐体の、前記携帯機器が折り畳まれた状
態での外面に備えられ、
　前記撮影手段により撮影される動画像が表示されるモニタモードと、シャッタボタンの
指示により前記携帯機器が折り畳まれた状態および開いた状態のいずれにおいて前記撮影
手段が撮影をしても、撮影した静止画像を折り畳んだ状態で前記第２表示部に正立表示可
能な確認モードと、前記確認モードで表示された画像を前記携帯機器が折り畳まれた状態
で保存可能な画像保存モードとで、動作が可能であり、
　前記確認モードにおいて、前記シャッタボタンの指示によって撮影した画像を保存する
際に確認のために当該画像による確認画像を表示する確認画像表示手段と、
　前記画像保存モードにおいて、前記シャッタボタンの指示によって撮影した画像を保存
する保存手段とをさらに備え、
　前記確認画像表示手段は、
　　前記確認モードにおいて、前記第１表示部に前記確認画像を表示する第１確認表示手
段と、
　　前記確認モードにおいて、前記第２表示部に前記確認画像を表示する第２確認表示手
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段とを有し、
　前記第２確認表示手段は、前記撮影モード時において折り畳まれた状態と開いた状態と
では前記撮影手段の上下の向きが逆になることから、開いた状態で前記シャッタボタンの
指示によって撮影した画像と折り畳んだ状態で前記シャッタボタンの指示によって撮影し
た画像との上下の向きは逆になるものであり、前記確認モード時に折り畳まれた状態と開
いた状態とでは上下の向きが逆になる前記第２表示部の向きに応じて、折り畳まれた状態
および開いた状態のいずれか一方の状態によって撮影した画像に基づく画像データを１８
０度回転して表示することにより、折り畳まれた状態でも開いた状態でも第２表示部にて
前記携帯機器を持ち替えることなく前記確認画像を正立表示できることを特徴とする携帯
機器。
【請求項５】
　前記携帯機器が折り畳み状態であるか開いた状態であるかを検出する開閉検出手段を備
えることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の携帯機器。
【請求項６】
　折り畳まれた状態において、前記第２表示部に、文字を、その文字が正立する状態で、
その文字の上部が前記連結部に隣接する前記第２表示部の上側に位置するように表示する
文字表示手段をさらに備える、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の携帯機器。
【請求項７】
　前記モニタモードにおいて、前記シャッタボタンの操作により前記撮影手段から出力さ
れる画像を一時記憶し、前記確認モードにおいて、前記確認画像表示手段により前記確認
画像のための画像が読出される記憶部をさらに備える、請求項１から請求項６のいずれか
１項に記載の携帯機器。
【請求項８】
　前記記憶部は前記第１確認表示手段と前記第２確認表示手段とにより共用される、請求
項７に記載の携帯機器。
【請求項９】
　前記モニタモードにおいて、折り畳まれた状態では前記動画像を前記第２表示部に表示
し、開いた状態では前記動画像を前記第１表示部に表示するように切り替える、モニタ画
像表示手段をさらに備える、請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の携帯機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は携帯機器に関し、特に撮影機能を備えて撮影により得られた画像を表示する機
能を有する携帯機器に関する。
【０００２】
【背景となる技術】
近年、携帯電話機が広く普及しているが、その形状としてはストレートタイプ、フリップ
タイプ、クラムシェルタイプの３種類に大きく分類される。中でもクラムシェルタイプは
折り畳むことによる小型化ができるため、他の２つのタイプよりニーズが高い。
【０００３】
また、最近では図１５（Ａ）と（Ｂ）に示す携帯電話機が提案されている。図示される携
帯電話機は２つの筐体が連結部により開閉自在に連結される。一方の筐体にはメインの液
晶ディスプレイ（以下、メインディスプレイという）１０４、液晶ディスプレイ１０４の
背面にてサブの液晶ディスプレイ（以下、サブディスプレイという）１２０、ＣＣＤ（ch
arge Coupled Device）により被写体からの反射光を受光して電気信号である画像信号を
出力するカメラ部１２１およびアンテナ１０６、ならびに外部操作可能なように第１およ
び第２のシャッタキー１１３および１０７を備える。カメラ部１２１から出力された画像
信号による被写体の画像はメインディスプレイ１０４またはサブディスプレイ１２０に表
示される。
【０００４】
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図１５（Ａ）ではユーザが携帯電話機を開いた状態でカメラ部１２１により被写体を撮影
する場合が示される。この場合には、ユーザはメインディスプレイ１０４でカメラ部１２
１により撮影された被写体の画像を確認しながら、所望のアングルにて第１のシャッタボ
タン１１３を押下してシャッタ操作する。このシャッタ操作により撮影による被写体の画
像データは携帯電話機の図示されない内部の画像メモリに格納される。図１５（Ｂ）では
ユーザが携帯電話機を閉じた状態でカメラ部１２１による撮影方向を本人に向けて、自分
自身を撮影する場合が示される。この場合には、ユーザはサブディスプレイ１２０でカメ
ラ部１２１により撮影された自身の画像を確認しながら、所望のアングルにて第２のシャ
ッタボタン１０７を押下してシャッタ操作する。
【０００５】
上述のようなカメラ付き携帯電話機に関連して出願人は例えば平成１４年６月２１日に出
願した特願２００２－１８０９５３にて、携帯電話機を２つの筐体を連結部で閉じて折り
畳んで撮影した状態と連結部で開いて撮影した状態とにおいて、ユーザが持ち替え不要な
カメラ付携帯電話機を提案する。持ち替え不要なカメラ付携帯電話機により、同出願に示
すように、折り畳んだ状態で連結部を上方向になるようにユーザが持って使用するカメラ
付携帯電話機を実現できる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
特願２００２－１８０９５３で提案した持ち替え不要なカメラ付携帯電話機は、折り畳ん
だ状態と開いた状態でカメラ部の向きが逆になる。すなわち被写体からの反射光のカメラ
部のＣＣＤに入射する位置が逆転してしまう。従って、カメラ部から出力された画像信号
による画像を表示する場合には、携帯電話機を折り畳んで撮影した状態と開いて撮影した
状態とでは、表示される画像の向きが逆転する。具体的には、折り畳んだ状態と開いた状
態でそれぞれ人間を撮影した場合に、一方は頭部分が上向き（正位置）に、他方は頭部分
が下向き（正位置に対して逆転した位置）に表示されることになるので、ユーザは表示画
像を確認するのに画像が正しい向き（正位置）となるように携帯電話機を持ち替える必要
が生じる。
【０００７】
それゆえに、この発明の目的は表示画像を容易に確認できる携帯機器を提供することであ
る。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　この発明のある局面に従うと携帯機器は、第１の筐体と、第２の筐体と、前記第１およ
び第２の筐体を接続する連結部とを備えて、前記連結部によって前記第１の筐体と前記第
２の筐体は折り畳み可能に構成される携帯機器であって、前記携帯機器が折り畳まれた状
態と開いた状態のいずれにおいても撮影可能な撮影手段を、前記第１の筐体の、前記携帯
機器が折り畳まれた状態での外面に備え、前記撮影手段により撮影される動画像が表示さ
れるモニタモードと、シャッタボタンの指示により前記携帯機器が折り畳まれた状態およ
び開いた状態のいずれにおいて前記撮影手段が撮影をしても、撮影した静止画像を表示可
能な確認モードと、前記確認モードで表示された画像を前記携帯機器が折り畳まれた状態
で保存可能な画像保存モードとで、動作が可能であり、前記確認モードにおいて、前記シ
ャッタボタンの指示によって撮影した画像を保存する際に確認のために当該画像による確
認画像を表示する確認画像表示手段と、前記画像保存モードにおいて、前記シャッタボタ
ンの指示によって撮影した画像を保存する保存手段と、前記第１の筐体の前記携帯機器が
折り畳まれた状態での内面に設けられた第１表示部と、前記第１の筐体の前記携帯機器が
折り畳まれた状態での外面に設けられ、折り畳まれた状態と開いた状態で表示される画像
の方向が反転する第２表示部とをさらに備え、前記確認画像表示手段は、前記確認モード
において、前記第１表示部に前記確認画像を表示する第１確認表示手段と、前記確認モー
ドにおいて、前記第２表示部に前記確認画像を表示する第２確認表示手段とを有し、前記
第２確認表示手段は、前記携帯機器の折り畳まれた状態と開いた状態とでは上下の向きが
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逆になる前記撮影手段が前記シャッタボタンの指示によって撮影した画像データを、前記
確認モードにおいて前記第２表示部に表示する際に、前記携帯機器が開いた状態にある場
合には、折り畳まれた状態および開いた状態のいずれかの一方の状態における前記シャッ
タボタンの指示によって前記撮影手段が撮影した画像に基づく画像データを、他方の状態
における前記シャッタボタンの指示によって前記撮影手段が撮影した画像に基づく画像デ
ータに対して１８０度回転させて前記第２表示部に表示させることを特徴とする。
【００１３】
このように、撮影時に折り畳まれた状態であるか開いた状態であるかにより撮影手段から
出力される画像の方向が反転したとしても、いずれかの状態で撮影された画像は１８０度
回転されるから、折り畳まれた状態および開いた状態それぞれにおいて撮影されて出力さ
れる画像は一定方向となる。
【００１４】
　それゆえに、撮影時に折り畳まれた状態であるか開いた状態であるかにより撮影手段か
ら出力される画像の方向が反転したとしても、確認モード時には第２表示部に、折り畳ま
れた状態および開いた状態の別に応じた方向で画像を表示できる。
【００１５】
　したがって、ユーザは確認モード時に折り畳んだ状態および開いた状態の別に合わせて
携帯機器の向きを変えなくても第２表示部に表示される画像の向きを折り畳んだ状態およ
び開いた状態の別に従う方向で確認できて、操作性および利便性が向上する。
【００１６】
　この発明の他の局面に従うと携帯機器は、第１の筐体と、第２の筐体と、前記第１およ
び第２の筐体を接続する連結部とを備えて、前記連結部によって前記第１の筐体と前記第
２の筐体は折り畳み可能に構成される携帯機器であって、前記携帯機器が折り畳まれた状
態と開いた状態のいずれにおいても撮影可能な撮影手段を、前記第１の筐体の、前記携帯
機器が折り畳まれた状態での外面に備え、前記撮影手段により撮影される動画像が表示さ
れるモニタモードと、シャッタボタンの指示により前記携帯機器が折り畳まれた状態およ
び開いた状態のいずれにおいて前記撮影手段が撮影をしても、撮影した静止画像を表示可
能な確認モードと、前記確認モードで表示された画像を前記携帯機器が折り畳まれた状態
で保存可能な画像保存モードとで、動作が可能であり、前記確認モードにおいて、前記シ
ャッタボタンの指示によって撮影した画像を保存する際に確認のために当該画像による確
認画像を表示する確認画像表示手段と、前記画像保存モードにおいて、前記シャッタボタ
ンの指示によって撮影した画像を保存する保存手段と、前記第１の筐体の前記携帯機器が
折り畳まれた状態での内面に設けられた第１表示部と、前記第１の筐体の前記携帯機器が
折り畳まれた状態での外面に設けられ、折り畳まれた状態と開いた状態で表示される画像
の方向が反転する第２表示部とをさらに備え、前記確認画像表示手段は、前記確認モード
において、前記第１表示部に前記確認画像を表示する第１確認表示手段と、前記確認モー
ドにおいて、前記第２表示部に前記確認画像を表示する第２確認表示手段とを有し、前記
第２確認表示手段は、前記携帯機器の折り畳まれた状態と開いた状態とでは上下の向きが
逆になる前記撮影手段が前記シャッタボタンの指示によって撮影した画像データを、前記
確認モードにおいて前記第２表示部に表示する際に、前記携帯機器が折り畳まれた状態に
ある場合には、折り畳まれた状態および開いた状態のいずれかの一方の状態における前記
シャッタボタンの指示によって前記撮影手段が撮影した画像に基づく画像データを、他方
の状態における前記シャッタボタンの指示によって前記撮影手段が撮影した画像に基づく
画像データに対して１８０度回転させて前記第２表示部に表示させることを特徴とする。
　本発明のさらに他の局面に従うと携帯機器は、第１の筐体と、第２の筐体と、前記第１
および第２の筐体を接続する連結部とを備えて、前記連結部によって前記第１の筐体と前
記第２の筐体は折り畳み可能に構成される携帯機器であって、前記携帯機器が折り畳まれ
た状態と開いた状態のいずれにおいても撮影可能な撮影手段を、前記第１の筐体の、前記
携帯機器が折り畳まれた状態での外面に備え、前記撮影手段により撮影される動画像が表
示されるモニタモードと、シャッタボタンの指示により前記携帯機器が折り畳まれた状態
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および開いた状態のいずれにおいて前記撮影手段が撮影をしても、撮影した静止画像を表
示可能な確認モードと、前記確認モードで表示された画像を前記携帯機器が折り畳まれた
状態で保存可能な画像保存モードとで、動作が可能であり、前記確認モードにおいて、前
記シャッタボタンの指示によって撮影した画像を保存する際に確認のために当該画像によ
る確認画像を表示する確認画像表示手段と、前記画像保存モードにおいて、前記シャッタ
ボタンの指示によって撮影した画像を保存する保存手段と、前記第１の筐体の前記携帯機
器が折り畳まれた状態での内面に設けられた第１表示部と、前記第１の筐体の前記携帯機
器が折り畳まれた状態での外面に設けられ、折り畳まれた状態と開いた状態で表示される
画像の方向が反転する第２表示部とをさらに備え、前記確認画像表示手段は、前記確認モ
ードにおいて、前記第１表示部に前記確認画像を表示する第１確認表示手段と、前記確認
モードにおいて、前記第２表示部に前記確認画像を表示する第２確認表示手段とを有し、
前記第２確認表示手段は、前記携帯機器の折り畳まれた状態と開いた状態とでは上下の向
きが逆になる前記撮影手段が前記シャッタボタンの指示によって撮影した画像データを、
前記確認モードにおいて前記第２表示部に表示する際に、前記携帯機器が折り畳まれた状
態にある場合には、折り畳まれた状態および開いた状態のいずれかの一方の状態における
前記シャッタボタンの指示によって前記撮影手段が撮影した画像に基づく画像データを、
他方の状態における前記シャッタボタンの指示によって前記撮影手段が撮影した画像に基
づく画像データに対して１８０度回転させて前記第２表示部に表示し、前記確認モードに
おいて、折畳まれた状態で、撮影した画像の保存指示を受け付けることが可能であること
を特徴とする。
　本発明の別の局面に従うと携帯機器は、第１の筐体と、第２の筐体と、前記第１および
第２の筐体を接続する連結部とを備えて、前記連結部によって前記第１の筐体と前記第２
の筐体は折り畳み可能に構成される携帯機器であって、前記第１の筐体の、前記携帯機器
が折り畳まれた状態での内面に設けられた第１表示部と、折り畳まれた状態と開いた状態
で表示される画像の方向が反転する第２表示部と、前記携帯機器が折り畳まれた状態と開
いた状態のいずれにおいても撮影可能な撮影手段とを備え、前記第２表示部と前記撮影手
段は、前記第１の筐体の、前記携帯機器が折り畳まれた状態での外面に備えられ、前記撮
影手段により撮影される動画像が表示されるモニタモードと、シャッタボタンの指示によ
り前記携帯機器が折り畳まれた状態および開いた状態のいずれにおいて前記撮影手段が撮
影をしても、撮影した静止画像を折り畳んだ状態で前記第２表示部に正立表示可能な確認
モードと、前記確認モードで表示された画像を前記携帯機器が折り畳まれた状態で保存可
能な画像保存モードとで、動作が可能であり、前記確認モードにおいて、前記シャッタボ
タンの指示によって撮影した画像を保存する際に確認のために当該画像による確認画像を
表示する確認画像表示手段と、前記画像保存モードにおいて、前記シャッタボタンの指示
によって撮影した画像を保存する保存手段とをさらに備え、前記確認画像表示手段は、前
記確認モードにおいて、前記第１表示部に前記確認画像を表示する第１確認表示手段と、
前記確認モードにおいて、前記第２表示部に前記確認画像を表示する第２確認表示手段と
を有し、前記第２確認表示手段は、前記撮影モード時において折り畳まれた状態と開いた
状態とでは前記撮影手段の上下の向きが逆になることから、開いた状態で前記シャッタボ
タンの指示によって撮影した画像と折り畳んだ状態で前記シャッタボタンの指示によって
撮影した画像との上下の向きは逆になるものであり、前記確認モード時に折り畳まれた状
態と開いた状態とでは上下の向きが逆になる前記第２表示部の向きに応じて、折り畳まれ
た状態および開いた状態のいずれか一方の状態によって撮影した画像に基づく画像データ
を１８０度回転して表示することにより、折り畳まれた状態でも開いた状態でも第２表示
部にて前記携帯機器を持ち替えることなく前記確認画像を正立表示できることを特徴とす
る。
【００１７】
このように、撮影時に折り畳まれた状態であるか開いた状態であるかにより撮影手段から
出力される画像の方向が反転したとしても、いずれかの状態で撮影された画像は１８０度
回転されるから、折り畳まれた状態および開いた状態それぞれにおいて撮影されて出力さ
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れる画像は一定方向となる。
【００１８】
　それゆえに、撮影時に折り畳まれた状態であるか開いた状態であるかにより撮影手段か
ら出力される画像の方向が反転したとしても、確認モード時には第２表示部に、折り畳ま
れた状態および開いた状態の別に応じた方向で画像を表示できる。
【００１９】
　したがって、ユーザは確認時に折り畳んだ状態および開いた状態の別に合わせて携帯機
器の向きを変えなくても第２表示部に表示される画像の向きを折り畳んだ状態および開い
た状態の別に従う方向で確認できて、操作性および利便性が向上する。
　上記携帯機器は、好ましくは、当該携帯機器が折り畳み状態であるか開いた状態である
かを検出する開閉検出手段を備える。
【００２０】
上述の第１表示部および前記第２表示部のそれぞれは好ましくは、開いた状態の第１筐体
または第２筐体の外部に呈示される面に設けられる。
【００２１】
したがって、確認時に開いた状態であるときは、第１筐体または第２筐体の外部に呈示さ
れる面に設けられる第１表示部および第２表示部を介して並行して同一の確認画像が表示
される。
【００２２】
それゆえに、異なる表示部を介して複数のユーザが画像を同時に確認できて、利便性に優
れる。
【００２３】
上述の第２表示部は好ましくは、折り畳まれた状態の第１筐体および第２筐体のいずれか
の外部に呈示される面に設けられる。
【００２４】
したがって、確認時に折り畳まれた状態であっても、第１筐体および第２筐体のいずれか
の外部に呈示される面に設けられた第２表示部を介して画像を確認できる。
【００２５】
　上述の携帯機器は、折り畳まれた状態において、第２表示部に、文字を、その文字が正
立する状態で、その文字の上部が連結部に隣接する第２表示部の上側に位置するように表
示する文字表示手段をさらに備える。
　上述の携帯機器は、モニタモードにおいて、シャッタボタンの操作により撮影手段から
出力される画像が一時記憶されて、確認画像表示手段により確認画像のための画像が読出
される記憶部をさらに備える。
　上述の携帯機器では、記憶部は第１確認表示手段と第２確認表示手段とにより共用され
る。
【００２６】
したがって、撮影手段から出力された画像は記憶部に一時記憶されて、確認時には、確認
画像のための画像が読出される記憶部は、第１確認表示手段と第２確認表示手段（第１表
示部と第２表示部）について別個に設けられるので無く、両者で共用するように設けられ
る。
【００２７】
　それゆえに、携帯機器の必要記憶容量を少なくすることができ、また部品点数も少なく
できる。
　上述の携帯機器は、モニタモードにおいて、折り畳まれた状態では撮影手段が撮影する
動画像を第２表示部に表示し、開いた状態では撮影手段が撮影する動画像を第１表示部に
表示するように切り替える、モニタ画像表示手段をさらに備える。
【００２８】
この発明のさらなる他の局面に従うと携帯機器は、第１の筐体と、第２の筐体と、第１お
よび第２筐体を接続する連結部とを備えて、連結部によって第１筐体と第２筐体は折り畳
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み可能に構成される。そして、折り畳まれた状態で隠蔽されて、かつ開いた状態で外部に
呈示される面に設けられた第１表示部と、折り畳まれた状態および開いた状態で外部に呈
示される面に設けられた第２表示部と、携帯機器が折り畳まれた状態と開いた状態のいず
れにおいても撮影可能な撮影手段と、撮影手段により撮影して出力される画像を保存する
際に確認のために当該画像による確認画像を表示する確認画像表示手段とをさらに備える
。そして、確認画像表示手段は、第１表示部および第２表示部のいずれにおいても確認画
像を表示する。
【００２９】
したがって、撮影手段により撮影されて出力された画像は、保存する際の確認時には該画
像による確認画像が第１および第２確認表示手段により第１表示部と第２表示部とに表示
されるので、どちらの表示部でも画像を確認できる。具体的には確認時に折り畳まれた状
態では表示部２を介して画像を確認でき、開いた状態では第１および第２表示部それぞれ
を介して同時に同一画像を確認できる。
【００３０】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態について図面を参照し説明する。ここでは撮影機能を有した
携帯電話機を例示しているが、適用される機器はこれに限定されない。たとえば、デジタ
ルカメラ、カメラ機能を有したＰＤＡ（Personal Digital Assistants）などであっても
よい。
【００３１】
図１には本発明の実施の形態に係る画像の表示処理のための手順が示されて、図２には本
実施の形態に係るクラムシェルタイプのカメラ付携帯電話機１（以下、単に携帯電話機１
という）を開いた状態での外観が示される。図３には、図２に示された携帯電話機１の背
面側からの外観が示される。図４と図５には、携帯電話機１を折り畳んだ状態での外観が
示される。
【００３２】
図２を参照して、携帯電話機１は第１の筐体２と第２の筐体３からなり、第１の筐体２と
第２の筐体３はヒンジ４を介して連結される。第１の筐体２と第２の筐体３は、ヒンジ４
を軸として角変位自在に動くことで図４のように折り畳み可能に構成されている。
【００３３】
図２に示す携帯電話機１は第１の筐体２に第１表示部５を備える。第１表示部５は携帯電
話機１が折り畳まれた時に内側に位置するように配置されている。第１表示部５は液晶デ
ィスプレイやＥＬ(Electro Luminescent）ディスプレイなどで構成され、後述する第１表
示ドライバ部４３を介して与えられる画像データに基づく画像を表示する。また、第１表
示部５の上部には通話時などに使用する第１のスピーカ６を備える。
【００３４】
第２の筐体３には、数字および文字を入力するためのキーなどから構成される入力ボタン
群７、携帯電話機１における各種設定／機能切替を行うための機能ボタン群８、電源のＯ
Ｎ／ＯＦＦ切替を行う電源ボタン９、シャッタ機能を能動化するために操作されるの第１
のシャッタボタン１０、後述するカメラ機能、メール機能とガイダンス表示を行うメール
／ガイダンス用ボタン１１、通話開始とスピーカ受話を行う開始／スピーカ受話ボタン１
２、および機能選択画面での上下左右選択と決定を行う４方向ボタンと決定ボタンで構成
されるマルチガイドボタン１３が、ユーザの操作が可能なように備えられる。さらに、第
２の筐体３は下部に通話用のマイク１４を備える。
【００３５】
携帯電話機１の第２の筐体３のこれらの配置は、ヒンジ４、機能ボタン群８、入力ボタン
群７、送話マイク１４の順番に配置するのが普通であるが、これに限定されるものではな
い。
【００３６】
図３または図４に示すように、第１の筐体２の第１表示部５の背面は、ヒンジ４側から順
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番にカメラ部２１とライト部２２が並んで配置され、第２表示部２０、第２のシャッタボ
タン２３および第２の操作ボタン２４ａと２４ｂが続いて配置される。
【００３７】
第２表示部２０は携帯電話機１が折り畳まれた時に筐体の外側に位置するように配置され
て、液晶ディスプレイやＥＬディスプレイなどで構成される。ここでは第２表示部２０の
表示可能領域は第１表示部５よりも小さいとしているが、大きくてもよく、また同じ大き
さであってもよい。第２表示部２０には後述する第２表示ドライバ部４４を介して与えら
れる撮影による画像データ、ならびに時刻、電波強度およびメール受信などを報知するた
めのキャラクタ画像のデータに基づく画像が表示される。
【００３８】
このように第１表示部５および第２表示部２０のそれぞれは、開いた状態の第１筐体また
は第２筐体の外部に呈示される面において表示画面が外部に向けられるように設けられる
。特に第２表示部２０は折り畳まれた状態の第１筐体または第２筐体のいずれかの外部に
呈示される面において表示画面が外部を向くように設けられる。
【００３９】
カメラ部２１は撮影レンズ、ＣＣＤイメージセンサあるいはＣＭＯＳ（Complementary Me
tal Oxide Semiconductor）イメージセンサなどの撮影素子およびＲＧＢの３色のカラー
フィルタを備える。ここでは説明を簡単にするためにカメラ部２１は撮像素子としてＣＣ
Ｄイメージセンサ（以下、単にＣＣＤという）２９を有する。カメラ部２１は被写体で反
射されて撮影レンズに入射した光を、カラーフィルタを通してＲＧＢの３色光に変換し、
ＲＧＢの３色光はそれぞれＣＣＤ２９に入射する。図３に示すようにカメラ部２１は携帯
電話機１が折り畳まれた時には第１表示部５の背面であって、かつヒンジ４と第２表示部
２０との間に位置するように設けられる。ユーザは携帯電話機１を開いた状態でカメラ部
２１により撮影する時には、第２の筐体３を持って撮影する。
【００４０】
ライト部２２は、カメラ部２１で撮影する際の補助光源として使われる。一般的に補助光
源にはキセノン管を用いるものが多いが、最近ではＲＧＢのＬＥＤ（light Emitting Dio
de）が用いられる。これらＬＥＤを同時発光させて、白色光の照明を得ることができる。
【００４１】
第２のシャッタボタン２３は、第１の筐体２の第１表示部５の背面中央に配置されて、か
つ図４に示す携帯電話機１を折り畳んだ状態では第２表示部２０の下側に位置する。この
位置に第２のシャッタボタン２３を配置することにより、ユーザは折り畳んだ状態で簡単
にシャッタボタン２３の位置を確認し、容易にシャッタ操作することができる。
【００４２】
第２のシャッタボタン２３の両横には、第２表示部２０の表示情報を確認しながら各種の
データ設定または操作を行うための第２の操作ボタン２４ａと２４ｂが設けられている。
第２の操作ボタン２４ａと２４ｂは、第２表示部２０における情報の表示と連動して、各
種機能設定、アドレス帳の表示または検索、メールの確認、表示および発信などをするた
めに操作される。また、第２の操作ボタン２４ａと２４ｂを操作することにより撮影時の
ズームインまたはズームアウト動作や複数の画像を順送りしながらの表示または逆送りし
ながらの表示の動作などを行なわせることができる。
【００４３】
第２の筐体３の入力ボタン群７および機能ボタン群８の背面にはアンテナ部２５、昇降可
能なヘリカル部２６、バッテリを格納するバッテリ部２７および着信音を鳴らすための第
２のスピーカ２８が備えられる。
【００４４】
図４と図５を参照して、第１の筐体２はヒンジ４を通して第２の筐体３と機構的に接続さ
れるが、ヒンジ４内には第１の筐体２と第２の筐体３を電気的に接続するための図示され
ない可撓性基板が組み込まれている。
【００４５】
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携帯電話機１のカメラ部２１を用いて被写体を撮影を行う場合の利用方法を、図６（Ａ）
と（Ｂ）を用いて説明する。図６（Ａ）に示す被写体３０を撮影する場合の一般的な利用
方法では、ユーザは携帯電話機１を開き、カメラ部２１を被写体３０に向けて撮影してユ
ーザは第１表示部５をファインダとして利用する。シャッタ操作のためには第１のシャッ
タボタン１０を使用するが、第１の筐体２の背面に備えた第２のシャッタボタン２３を使
用することも可能である。図６（Ｂ）にはユーザがカメラ部２１を用いてユーザ自身を撮
影する場合の一般的な利用方法が示される。この場合、ユーザは第２表示部２０をファイ
ンダとして利用することにより、撮影されたユーザ自身の画像を確認しながら第２のシャ
ッタボタン２３を押下することによりシャッタ操作することができる。
【００４６】
一般的な携帯電話機では、第２表示部２０で画像を表示する際には、画像確認時の違和感
をなくすため、画像を左右反転させて鏡に映した像のように表示することが多いが、それ
に限定されるものではない。なお、携帯電話機１では、折り畳んだ状態でユーザ自身を撮
影できるので使い勝手が良い。なお、ユーザ自身の撮影は携帯電話機１を折り畳んだ状態
で使用する形態に限定されず、開いた状態で撮影することもできる。
【００４７】
次に携帯電話機１の内部構成について、図７を参照して説明する。携帯電話機１は第１お
よび第２表示部５および２０、第１および第２のシャッタボタン１０および２３、カメラ
部２１、赤色、緑色および青色のＬＥＤ２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂからなるライト部２
２、アンテナ部２５、無線部５０、通信制御部５１、第１、第２および第３メモリ４２、
４８および５２、第１および第２表示ドライバ部４３および４４、第１および第２バック
ライト４５および４６、各部の機能を制御する制御部４０、画像処理部４１、第１および
第２の操作ボタン群４７および２４、ならびに開閉検出部４９を備える。
【００４８】
制御部４０は各部の機能、たとえばシャッタ操作の機能、バックライトの機能、補助光源
の機能および表示機能などを制御する。画像処理部４１は図示されない増幅部、Ａ／Ｄ（
アナログ／デジタル）変換部および信号処理部ならびに反転処理部４１Ａを有する。増幅
部は、カメラ部２１からＲＧＢに対応した電気信号を入力して増幅し、Ａ／Ｄ変換部に出
力する。Ａ／Ｄ変換部は増幅部で増幅されたＲＧＢに対応した電気信号（アナログ）をデ
ジタル信号に変換して画像データを信号処理部に出力する。信号処理部は、Ａ／Ｄ変換部
から入力した画像データに対して、画素の補間処理などの信号処理をして反転処理部４１
Ａに与える。反転処理部４１Ａは、画像データを入力すると、制御部４０から反転制御信
号５５が与えられたときは入力画像データを対応の画像が１８０度回転するように１８０
度反転処理して出力するが、反転制御信号５５が与えられないときは入力画像データをそ
のまま出力する。反転処理部４１Ａから出力される画像データは第１および第２メモリ４
２と４８に与えられる。
【００４９】
カメラ部２１および画像処理部４１は、被写体３０からの反射光を受光して電気信号に変
換してフレーム単位の画像データとして出力する撮影部である。第１および第２メモリ４
２および４８は、連続的に与えられる複数フレームの画像データを制御部４０の制御によ
り一時的に記憶する。たとえば、与えられた新たな画像データを入力して記憶する際には
、第１および第２メモリ４２および４８に記憶される複数の画像データのうち既に長時間
記憶されていた画像データは消去されるか、あるいは入力した新たな画像データにより上
書きされる。
【００５０】
制御部４０は、第１および第２表示ドライバ部４３および４４に制御信号を送信するとと
もに、第１および第２メモリ４２および４８に記憶された画像データを読出して第１およ
び第２表示ドライバ部４３および４４それぞれに与える。第１および第２ドライバ部４３
および４４は、第１および第２表示部５および２０に表示すべき画像データに従って、す
なわち第１および第２メモリ４２および４８から読出された画像データに従って、第１お
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よび第２表示部５および２０の各画素電極に対して駆動電圧を印加する。
【００５１】
　第１および第２バックライト４５および４６は発光素子である発光ダイオードなどから
構成され、第１および第２表示部５および２０に光を照射して表示画像の輝度を増加させ
る。第１および第２バックライト４５および４６の点灯および消灯の制御ならびに輝度調
整などの制御は、制御部４０によって行われる。第１の操作ボタン群４７は前述した第２
の筐体３の入力ボタン群７と機能ボタン群８から構成される。第２の操作ボタン群２４は
第１の筐体２に設置されている操作ボタン２４ａと２４ｂを含む。
【００５２】
第１および第２のシャッタボタン１０および２３は、シャッタ操作のために押下される。
第１（第２）のシャッタボタン１０（２３）が押下されると、制御部４０にはシャッタ指
示５６（５７）が与えられる。制御部４０はシャッタ指示５６（５７）を入力すると、第
１メモリ４２および第２メモリ４８に連続的に書込まれて一時的に記憶されている複数の
画像データのうち、ユーザが保存を希望する画像データを読出して、第３メモリ５２に書
込んで格納する。これにより、ユーザが希望する画像データは第３メモリ５２において保
存される。ここでは、説明を簡単にするために第１メモリ４２および第２メモリ４８に格
納された最新の画像データが読出されて保存される。
【００５３】
開閉検出部４９は携帯電話機１が折り畳まれているか否かを検出する。ヒンジ４内部には
開閉状態を検知するために図示しない検出スイッチが設けられており、検出された状態（
開状態および閉状態のいずれか）に応じた検出信号５３が制御部４０に出力される。制御
部４０は、検出スイッチから入力する検出信号５３によって携帯電話機１が折り畳まれて
いるか（閉状態）、開状態であるかを判断できる。
【００５４】
アンテナ部２５、無線部５０および通信制御部５１は、無線電波を介して図示されない基
地局と無線通信を行うときに、制御部４０の制御に従い、音声データ、文字データおよび
画像データなどを送受信する。受信したデータは制御部４０により第３メモリ５２に格納
される。
【００５５】
前述のようにカメラ部２１は、携帯電話機１が折り畳まれたときは撮影の方向は外側に設
けられているので、携帯電話機１のユーザ以外の被写体を撮影するときは、図６（Ａ）に
示すように、ユーザは、携帯電話機１を開いた状態でカメラ部２１をユーザと反対側にあ
る被写体３０側に向けて撮影する。この状態では、カメラ部２１から出力された画像デー
タに基づく画像が第１表示部５に表示される。これによって、ユーザは第１表示部５を撮
影時のファインダとして使用することができる。
【００５６】
一方、ユーザ自身を被写体として撮影するときは、図６（Ｂ）に示すように、ユーザは、
携帯電話機１を折り畳んだ状態でカメラ部２１をユーザ側に向けて撮影する。この状態で
は、カメラ部２１から出力された画像データに基づく画像が第２表示部２０に表示される
。これによって、ユーザは第２表示部２０を撮影時のファインダとして使用することがで
きる。
【００５７】
図８には確認モードの画像表示の動作のパターンの全てが表形式にして示される。ここで
確認モードとは、被写体３０をカメラ部２１により撮影して第１または第２のシャッタボ
タン１０または２３が操作されたときの画像データを第３メモリ５２に格納して保存する
に先だって、該画像データによる画像を表示してユーザによる確認を行なうためのモード
である。言いかえると、シャッタ操作されたときに第１または第２メモリ４２または４８
に格納された最新の画像データによる画像を第１または第２表示部５または２０に表示す
るモードである。
【００５８】
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図９（Ａ）と（Ｂ）には、携帯電話機１を用いた撮影状態とＣＣＤ２９の２次元の画素ア
レイＡＲの原点Ｓ（１，１）の位置が模式的に示される。原点Ｓは画素アレイＡＲから信
号を読出す場合の読出し開始点をを示す。ヒンジ４を上方向にして図９（Ａ）の携帯電話
機１を開状態にして撮影する場合とヒンジ４を上方向にして図９（Ｂ）の閉状態にして撮
影する場合とでは、原点Ｓは２次元の画素アレイＡＲに関して対角に位置する。したがっ
て、図９（Ａ）と（Ｂ）で同一の被写体３０を撮影すると、ＣＣＤ２９の画素アレイにお
いては、図９（Ｂ）の場合では、被写体３０からの反射光は図９（Ａ）の正位置に対して
反転した位置に入射する。したがって、ＣＣＤ２９から出力される画像信号による画像は
図９（Ｂ）の場合では図９（Ａ）のそれとは逆転することになる。
【００５９】
図８には確認モードの画像表示パターンＰ１～Ｐ８のそれぞれについて、ＣＣＤ２９、第
２表示部２０および第１表示部５のそれぞれについて設定される基点となる位置７１、７
２および７３、被写体３０を撮影したときの携帯電話機１の開閉状態の別を示す撮影時開
閉状態７４、ならびに確認時第１表示部（開）７５、確認時第２表示部（開）７６および
確認時第２表示部（閉）７７が対応付けて示される。ＣＣＤ２９の基点となる位置７１は
、すべてのパターンについて、携帯電話機１の開状態および閉状態のいずれも左上を示す
。第２表示部２０の基点となる位置７２についても同様にして、すべてのパターンについ
て、携帯電話機１が開および閉の状態のそれぞれについて基点となる位置が示されている
。ここでは、すべてのパターンについて携帯電話機１が開および閉の状態のいずれにおい
ても基点となる位置７２は、第２表示部２０の画面にユーザが対面した場合のユーザから
見て画面の左上を示す。
【００６０】
第１表示部５の基点となる位置７３は、パターンＰ１～Ｐ４では携帯電話機１が開状態で
、第１表示部５の画面にユーザが対面した場合のユーザから画面の左上を示し、パターン
Ｐ５～Ｐ８では携帯電話機１が開状態において、同様に第１表示部５の画面の右下を示す
。
【００６１】
また、撮影時開閉状態７４は、カメラ部２１を用いた撮影時の携帯電話機１の開および閉
の状態を示す。具体的には、図９（Ａ）と図９（Ｂ）の別を示す。
【００６２】
確認時第１表示部（開）７５は各パターンについて図８の表の対応する左側の条件ＳＴが
設定されていたときに、携帯電話機１を開状態で確認モードとしたときに、第１表示部５
に表示される画像を正位置（逆転でなく）で表示させるために反転するか否かを示す。反
転するときは１８０と示され、反転しないときは０と示される。
【００６３】
同様に第２表示部（開）７６は、各パターンについて図８の表の対応する左側の条件ＳＴ
が設定されていたときに、携帯電話機１を開状態で確認モードとしたときに、第２表示部
２０に表示される画像を正位置（逆転でなく）で表示させるために反転するか否かを示す
。反転するときは１８０と示され、反転しないときは０と示される。
【００６４】
同様に第２表示部（閉）７７は、各パターンについて図８の表の対応する左側の条件ＳＴ
が設定されていたときに、携帯電話機１を閉状態で確認モードとしたときに、第２表示部
２０に表示される画像を正位置（逆転でなく）で表示させるために反転するか否かを示す
。反転するときは１８０と示され、反転しないときは０と示される。
【００６５】
図８に示すように、確認モードにおいて表示される画像を逆転させるか否かは、第２表示
部２０および第１表示部５のそれぞれについて設定される基点となる位置７１、７２およ
び７３、ならびに被写体３０を撮影したときの携帯電話機１の開閉状態の別を示す撮影時
開閉状態７４の条件と、確認モード時の条件とにより決定される。ここで確認モード時の
条件とは、携帯電話機１を開および閉のいずれの状態とするかと、確認のための画像が第
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１および第２表示部５および２０のいずれで表示されるかを示す条件、すなわち確認時第
１表示部（開）７５、確認時第２表示部（開）７６および確認時第２表示部（閉）７７で
ある。
【００６６】
次に、図８のパターンＰ２を例にして撮影して画像を確認して保存する時の手順について
図１のフローチャートを参照して説明する。図１０と図１１と図１２には、図１の手順に
従う表示画面例が示される。図１１にはパターンＰ２において撮影時開閉状態７４が図９
（Ａ）の状態である場合を示し、図１２はパターンＰ２において撮影時開閉状態７４が図
９（Ａ）の状態である場合を示す。
【００６７】
携帯電話機１のカメラ部２１を用いて被写体３０を撮影し、その画像データを第３メモリ
５２に格納して保存する場合において、携帯電話機１の動作モードは、カメラ部２１によ
り撮影される被写体３０による動画像が表示されるモニタモードＭ１→シャッタがＯＮさ
れたときの画像を確認するために表示する確認モードＭ２→確認モードＭ２で確認された
画像のデータを第３メモリ５２に格納して保存するための画像保存モードＭ３の順に進行
する。
【００６８】
まず、機能ボタン群８のカメラ部２１による撮影機能を能動化するためのキー（図示せず
）がＯＮされると、図１の手順がスタートする。
【００６９】
まず、制御部４０はモニタモードＭ１に移行して、開閉検出部４９から入力する検出信号
５３に基づいて、携帯電話機１は開状態および閉状態のいずれであるかを判定する（ステ
ップＳ（以下、単にＳと略す）１）。
【００７０】
判定結果、携帯電話機１は開状態であるとすれば（図９（Ａ）の状態）、ＣＣＤアレイ２
９の反射光の入射位置は正位置なので制御部４０はカメラ部２１のＣＣＤ２９および画像
処理部４１で処理されて出力される画像データを第１および第２メモリ４２および４８に
そのまま格納する（Ｓ２）。
【００７１】
次に、制御部４０は、撮影時のモニタ画像は第１および第２表示部５および２０のいずれ
で表示されるかを検出する（Ｓ３）。ユーザは、撮影時のモニタ画像を第１および第２表
示部５および２０のいずれに表示するかを、機能ボタン群８の切換ボタン（図示せず）を
予め操作することにより指定しているので、制御部４０は、この操作内容に基づいて検出
する。
【００７２】
第１表示部５と検出された場合には、制御部４０は第１メモリ４２から画像データを読出
して、読出した画像データに従う画像を第１表示ドライバ部４３を介して第１表示部５に
表示させる（Ｓ４）。以上は、図１０と図１１のルートＲ１に従う手順に相当する。その
後、Ｓ５の処理に移る。
【００７３】
一方、Ｓ１の判定結果、撮影時の携帯電話機１は閉状態であるとすれば（図９（Ｂ）の状
態）、画像データは反転処理された後に第１および第２メモリ４２と４８に格納される（
Ｓ２ａ）。具体的には、図９（Ｂ）では、前述したように、ＣＣＤアレイ２９の反射光の
入射位置は図９（Ａ）の正位置とは対称の位置にあるので正位置にして表示するためには
反転処理を施す必要があるために、制御部４０は反転制御信号５５を出力する。画像処理
部４１の反転処理部４１Ａは反転制御信号５５を入力したことに応じて、画像データを、
対応の画像が１８０度回転するように公知の手順により反転処理して出力する。これは図
１０のルートＲ７の手順に相当する。
【００７４】
次に、制御部４０は、撮影時のモニタ画像は第１および第２表示部５および２０のいずれ
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で表示されるかを前述と同様に検出する（Ｓ３）。第１表示部５と検出された場合には、
制御部４０は第１メモリ４２から画像データを読出して、読出した画像データに従う画像
を第１表示ドライバ部４３を介して第１表示部５に表示させる（Ｓ４）。その後、Ｓ５の
処理に移る。
【００７５】
一方、Ｓ３で画像の表示部は第２表示部２０であると検出された場合には、制御部４０は
、前述のＳ１と同様にして検出信号５３に基づき開閉状態を検出する（Ｓ３ａ）。
【００７６】
開状態にあると検出すると、制御部４０により第２メモリ４８から読出された最新の画像
データは、第２表示ドライバ部４４でユーザに見やすいように対応の画像が左右反転する
ように公知の手順によりデータ処理されて、処理されたデータに基づき第２表示部２０に
画像が表示される（Ｓ３ｂ、Ｓ３ｄ）。これにより、図１０と図１１のルートＲ４に相当
の手順が実行される。その後、Ｓ５の処理に移る。
【００７７】
一方、携帯電話機１は閉状態であると検出されると（Ｓ３ａ）、次のように処理が行なわ
れる。つまり、閉状態では、図９（Ｂ）に示したようにＣＣＤ２９の原点Ｓは右下となっ
ているが、ユーザが画像を見るときの視点は右上を原点として見るから、第２メモリ４８
から読出された最新の画像データは、第２表示ドライバ部４４において１８０度回転処理
される。そして、ユーザが見やすいように左右反転処理される（Ｓ３ｃ）。その後、この
ようにして処理された画像データに基づき前述のＳ３ｄの処理に従い画像が表示される。
これにより、図１２のルートＲ７に相当の手順が実行される。
【００７８】
次に、制御部４０は、ユーザにより第１または第２のシャッタボタン１０または２３がＯ
Ｎされてシャッタ指示５６または５７を入力するか否か判定する（Ｓ５）。シャッタ指示
５６または５７を入力しなければシャッタボタン１０または２３がＯＮされなかったと判
定して（Ｓ５でＮＯ）、Ｓ３の処理に戻り、以下同様に処理を繰返す。
【００７９】
一方、シャッタ指示５６または５７を入力してシャッタボタン１０または２３がＯＮされ
たと判定すると（Ｓ５でＹＥＳ）、モニタモードＭ１から確認モードＭ２に移行する。
【００８０】
確認モードＭ２に移行すると、制御部４０は、まず確認モードの画像を第１および第２表
示部５および２０のいずれに表示するかを前述のＳ３と同様にして検出する（Ｓ６）。
【００８１】
このとき、第１表示部５と検出されると、制御部４０は第１メモリ４２に格納されていた
最新のフレームの画像データを読出して、読出された画像データに従う静止画像を第１表
示ドライバ部４３を介して第１表示部５に表示する（Ｓ７）。したがって、確認モードに
おいては画像を第１表示部５に表示する場合には、開状態および閉状態のいずれであって
も第１表示部５に正位置で画像が表示される。以上は図１０と図１１のルートＲ２および
図１２のルートＲ８に従う手順に相当する。
【００８２】
制御部４０は確認モードの静止画を表示すると、確認モードＭ２から画像保存モードＭ３
に移行する。
【００８３】
画像保存モードＭ３では、制御部４０は確認のために表示されている静止画像の画像デー
タを第３メモリ５２に格納するか否かを判定する（Ｓ８）。具体的には、ユーザが確認モ
ードで表示されている画像を確認し、その保存を所望して機能ボタン群８の所定ボタンを
操作するか否かに基づいて判定する。所定ボタンが操作されず格納しないと判定すると（
Ｓ８でＮＯ）、Ｓ１の処理に戻り以下、同様に処理が行なわれる。
【００８４】
一方、所定ボタンが操作されて格納すると判定したときは（Ｓ８でＹＥＳ）、第３メモリ
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５２に画像データが格納されて、ここで保存される（Ｓ９）。以上は図１０と図１１のル
ートＲ３および図１２のルートＲ１１に従う手順に相当する。その後、Ｓ１の処理に戻り
以下同様に処理を行なう。
【００８５】
一方、確認モードＭ２での画面を第２表示部２０に表示すると検出した場合（Ｓ６）、携
帯電話機１が開状態および閉状態のいずれにあるかにより画像データが反転されるか否か
異なるので、次のように処理する。
【００８６】
つまり、開状態では、第２メモリ４８の画像データ（正位置に格納されている画像データ
）はそのまま読出されて第２表示ドライバ部４４を介して第２表示部２０に表示される（
Ｓ６ｂ）。これは、図１０と図１１のルートＲ５および図１２のルートＲ９の手順に相当
する。
【００８７】
一方、閉状態では、第２表示部２０の基点は右下になっており、開状態のそれとは対角の
位置となっている。したがって第２メモリ４８の画像データに従う画像をそのまま第２表
示部２０に表示すると画像は逆転して表示されてしまう。そこで、制御部４０は第２表示
ドライバ部４４に対して第２メモリ４８から読出された画像データを１８０度回転させて
第２表示部２０に表示させる（Ｓ６ｃ）。ここでは、第３メモリ５２に画像データとして
保存される状態の画像を確認させるために、左右反転処理は行なわれない。これは、図１
０と図１１のルートＲ６および図１２のルートＲ１０の手順に相当する。
【００８８】
図１３と図１４には、図８のパターンＰ１に対応の画面の表示が、図１の手順に従う場合
の例が図１１と図１２と同様に示される。
【００８９】
図１の手順に従えば、確認モード時には第２表示部２０に表示される画像は正位置で表示
されるように、開状態および閉状態のいずれであるかに応じて反転（１８０度回転）処理
されて表示されるので、ユーザは確認モードにおいて第２表示部２０に表示される画像を
正位置で確認するのに携帯電話機１を持ちかえる操作が不要となる。
【００９０】
ここでは、第１表示部５のために第１メモリ４２および第２表示部２０のために第２メモ
リ４８を個別に設けている。これは、第１表示部５と第２表示部２０とでは表示する画面
の大きさ、すなわち表示画像の大きさが異なるためである。しかし、第１表示部５と第２
表示部２０とのメモリを別個に設けるのに代替して、第１表示部５と第２表示部２０との
メモリを共用するようにしてもよい。その場合には共用メモリの画像データを拡大して第
１メモリ５用のデータとし、また縮小して第２表示部２０用のデータとしてもよい。具体
的には、第１表示ドライバ部４３および第２表示ドライバ部４４においては、前述した拡
大処理および縮小処理を行なうための処理部が設けられる。
【００９１】
また、ここでは、Ｓ３およびＳ６における画像の表示部を第１表示部５および第２表示部
２０のいずれにするかの検出を切換ボタンの操作に従っていたが、検出信号５３に基づい
て検出するようにしてもよい。つまり検出信号５３により開状態と判定されたときは第１
表示部５を画面表示用の表示部と検出し、閉状態と判定されたときは第２表示部２０を画
面表示用の表示部と検出するようにしてもよい。
【００９２】
また、ここでは画像の表示先を第１および第２表示部のいずれか一方とすることで、携帯
電話機１にかかる電力消費を節約できる。しかしながら、いずれか一方とせず、常に両方
に表示するようにしてもよい。そうすることで、一方のユーザは第１表示部５で画像を確
認し、他方のユーザは第２表示部２０で確認するというように、同時に２人のユーザが別
個の画面で画像を正位置にて確認することができて、利便性に優れる。
【００９３】
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今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、
特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される
。
【００９４】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、ユーザは確認時に折り畳んだ状態および開いた状態の別に
合わせて携帯機器の向きを変えなくても第２表示部に表示される画像の向きを一定にして
確認できて、操作性および利便性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態に係る画像の表示処理のための手順を示すフローチャート
である。
【図２】　本実施の形態に係る携帯電話機の開いた状態での外観図である。
【図３】　図２に示された携帯電話機の背面側からの外観図である。
【図４】　携帯電話機を折り畳んだ状態での外観図である。
【図５】　携帯電話機を折り畳んだ状態での外観図である。
【図６】　（Ａ）と（Ｂ）は携帯電話機を用いて被写体を撮影する場合の利用方法を説明
する図である。
【図７】　携帯電話機の内部構成図である。
【図８】　確認モードの画像表示の動作のパターンを表形式にして示す図である。
【図９】　（Ａ）と（Ｂ）には、携帯電話機を用いた撮影状態とＣＣＤの２次元の画素ア
レイの原点の位置を模式的に示す図である。
【図１０】　図８のパターン２の図１の手順に従う表示画面例を示す図である。
【図１１】　図８のパターン２の図１の手順に従う表示画面例を示す図である。
【図１２】　図８のパターン２の図１の手順に従う表示画面例を示す図である。
【図１３】　図８のパターン１の図１の手順に従う表示画面例を示す図である。
【図１４】　図８のパターン１の図１の手順に従う表示画面例を示す図である。
【図１５】　（Ａ）と（Ｂ）は背景となる技術を説明するための携帯電話機の概観図であ
る。
【符号の説明】
１　携帯電話機、２　第１の筐体、３　第２の筐体、４　ヒンジ、５　第１表示部、２０
　第２表示部、２１　カメラ部、４０　制御部、４２　第１メモリ、４８　第２メモリ、
４９　開閉検出部、５２　第３メモリ。
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