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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１筐体に対して第２筐体が角度調整可能に連結された制御装置であって、
　前記第２筐体は、撮影対象が配置される前記第１筐体に対向して設けられた、当該撮影
対象を撮影する撮像部と、明るさの強弱制御の可能な発光体と、を有し、
　前記撮像部により前記撮影対象を撮影する際に、前記第１筐体に対して角度調整された
前記第２筐体の角度を検出する検出手段と、
　前記検出手段で検出された角度が前記撮像部で前記撮影対象を撮影可能な所定角度範囲
内にあるか否かを判別する判別手段と、
　前記判別手段で前記所定角度範囲内にあると判別された場合には、前記検出手段で検出
された角度が小さい場合に前記発光体の明るさが強くなるように制御すると共に、当該明
るさの強弱制御に合わせて前記撮像部による撮影を行うよう制御する制御手段と、
　を備えたことを特徴とする制御装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記判別手段で前記所定角度範囲内にあると判別された場合には、前
記発光体の明るさの強弱制御と前記撮像部による撮影とを繰り返し行うよう制御し、前記
判別手段で前記所定角度範囲内にないと判別された場合には、前記発光体の明るさの強弱
制御と前記撮像部による撮影とを行わないように制御する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
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　前記制御手段は、前記所定角度範囲内にある場合に、前記撮像部により繰り返し撮影さ
れた各撮影画像を一時記憶し、当該一時記憶されている各撮影画像の中から何れかの画像
を選択して保存するよう制御する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記撮影対象の周辺の照度を検出する照度検出手段と、
　を更に備え、
　前記制御手段は、前記照度検出手段で検出された照度が小さい場合に前記発光体の明る
さが強くなるように制御する、
　ことを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の制御装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記判別手段で前記所定角度範囲内にあると判別された場合には、前
記検出手段で検出された角度が小さくなればなるほど前記発光体の明るさが強くなるよう
にする制御と、前記照度検出手段で検出された照度が小さくなればなるほど前記発光体の
明るさが強くなるようにする制御と、前記撮像部による撮影を繰り返し行うよう制御する
、
　ことを特徴とする請求項４に記載の制御装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記判別手段で前記所定角度範囲内に入ったと判別された際に、前記
発光体による発光、及び前記撮像部による撮影画像の取得、を開始するよう制御し、当該
撮影画像の取得開始後に前記所定角度範囲内から範囲外になったと判別された際に、前記
発光体による発光、及び前記撮像部による撮影、を停止するよう制御する、
　ことを特徴とする請求項１～５の何れかに記載の制御装置。
【請求項７】
　第１筐体に対して第２筐体が角度調整可能に連結された制御装置のコンピュータを制御
するためのプログラムであって、撮影対象が配置される前記第１筐体に対向して設けられ
た、当該撮影対象を撮影する撮像部と、明るさの強弱制御の可能な発光体と、を有し、
　前記コンピュータを、
　前記撮像部により前記撮影対象を撮影する際に、前記第１筐体に対して角度調整された
前記第２筐体の角度を検出する検出手段、
　前記検出手段で検出された角度が前記撮像部で前記撮影対象を撮影可能な所定角度範囲
内にあるか否かを判別する判別手段、
　前記判別手段で前記所定角度範囲内にあると判別された場合には、前記検出手段で検出
された角度が小さい場合に前記発光体の明るさが強くなるように制御すると共に、当該明
るさの強弱制御に合わせて前記撮像部による撮影を行うよう制御する制御手段、
　として機能させるようにしたプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制御装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、紙媒体（例えば、ノートブックや書籍）に記載されている情報を読み取る画像
読取装置としては、その紙媒体をスキャナで走査することによってイメージデータとして
読み取ったり、デジタルカメラで撮影することによって撮影画像として読み取ったりする
ようにしている。そして、従来、紙媒体をデジタルカメラによって読み取る技術としては
、例えば、第１の筺体と第２の筺体とがヒンジ部を介して回動可能（開閉可能）に取り付
けられているノートパソコンにおいて、第１の筺体のキートップに資料を置き、撮像部を
備えた第２の筺体がキートップの全体を撮影可能となる位置で所定時間保持されたときに
、撮像部を動作させて資料の撮影を開始するようにした技術が提案されている（特許文献
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１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－７６２６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した特許文献１の技術にあっては、キートップ上に置いた資料を撮
影するためには、第１の筺体と第２の筺体とを所定のヒンジ角度に厳密に調整する必要が
ある。また、第１の筺体と第２の筺体との角度によっては、第２の筺体の奥の方まで、つ
まり、ヒンジ部の付近まで外光が入り難くなって撮影画像全体が暗くなってしまうために
、ノートパソコンを光源に向けたり、光源に近づけたりして撮影を行う必要があった。
【０００５】
　本発明の課題は、第１筐体に対する第２筐体の調整角度に応じて撮影対象を明るく鮮明
に撮影できるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１は、第１筐体に対して第２筐体が角度調整可能に連結された制御装置であって
、前記第２筐体は、撮影対象が配置される前記第１筐体に対向して設けられた、当該撮影
対象を撮影する撮像部と、明るさの強弱制御の可能な発光体と、を有し、前記撮像部によ
り前記撮影対象を撮影する際に、前記第１筐体に対して角度調整された前記第２筐体の角
度を検出する検出手段と、前記検出手段で検出された角度が前記撮像部で前記撮影対象を
撮影可能な所定角度範囲内にあるか否かを判別する判別手段と、前記判別手段で前記所定
角度範囲内にあると判別された場合には、前記検出手段で検出された角度が小さい場合に
前記発光体の明るさが強くなるように制御すると共に、当該明るさの強弱制御に合わせて
前記撮像部による撮影を行うよう制御する制御手段と、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の課題は、第１筐体に対する第２筐体の調整角度に応じて撮影対象を明るく鮮明
に撮影することができる。

【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】情報処理装置として適用したカメラ付きタブレット端末装置の基本的な構成要素
を示したブロック図。
【図２】カメラ付きタブレット端末装置１１、紙媒体１２をバインダ１３に装着した状態
における外観斜視図。
【図３】バインダ１３を構成する第１の筐体１３ａと第２の筐体１３ｂとを閉じる際に撮
像部６によって紙媒体１２を撮影したときの撮影画角と紙媒体１２との関係を示した図。
【図４】複数個のバックライト５ｃの配設状態を示した図。
【図５】第１の筐体１３ａと第２の筐体１３ｂとの角度が開閉角度センサ９によって検出
された場合に、その開閉角度に応じてバックライト５ｃの輝度が制御される様子を説明す
るための図。
【図６】輝度テーブル３ｃを説明するための図。
【図７】タブレット端末装置１１の全体動作のうち、本実施形態の特徴部分の動作概要を
示したフローチャート。
【図８】本実施形態の変形例を説明するための図で、撮影画像を解析することにより第１
の筐体１３ａと第２の筐体１３ｂとの角度を検出する場合を説明するための図。
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【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図１～図７を参照して本発明の実施形態を説明する。
　本実施形態は、情報処理装置として撮像機能（デジタルカメラ）を備えたタブレット端
末装置に適用した場合を例示したもので、図１は、このカメラ付きタブレット端末装置の
基本的な構成要素を示したブロック図である。
　タブレット端末装置は、その筐体全体が、例えば、Ａ５サイズの携帯型情報端末装置で
あり、タッチ入力機能、無線通信機能などの基本機能のほか、後で詳述するが、このタブ
レット端末装置に接近配置されている紙媒体（例えば、ノート、リポート用紙、書籍など
）を撮影することによりその紙媒体に記載されている情報（文字や図表など）を光学的に
読み取る画像読取機能を備えている。本実施形態において、紙媒体とは、撮影すべき情報
が記載されている媒体を示すものであり、素材が紙であることを特定するものではない。
即ち、本実施形態において、紙媒体とは情報が記載されている被写体を意味している。ま
た、本実施形態において、紙媒体には、情報を電子的に表示可能な電子ペーパーも含まれ
る。
【００１０】
　制御部１は、電源部（二次電池）２からの電力供給によって動作し、記憶部３内の各種
のプログラムに応じてこのタブレット端末装置の全体動作を制御するもので、この制御部
１には図示しないＣＰＵ（中央演算処理装置）やメモリなどが設けられている。記憶部３
は、例えば、ＲＯＭ、フラッシュメモリなどを有する構成で、図７に示した動作手順に応
じて本実施形態を実現するためのプログラムや各種のアプリケーションなどが格納されて
いるプログラムメモリ３ａと、このタブレット端末装置が動作するために必要となる各種
の情報（例えば、フラグなど）を一時的に記憶するワークメモリ３ｂと、後述する輝度テ
ーブル３ｃなどを有している。なお、記憶部３は、例えば、ＳＤカード、ＩＣカードなど
、着脱自在な可搬型メモリ（記録メディア）を含む構成であってもよく、図示しないが、
通信機能を介してネットワークに接続されている状態においては所定のサーバ装置側の記
憶領域を含むものであってもよい。
【００１１】
　操作部４は、押しボタン式のキーとして、図示省略したが、電源をオン／オフさせる電
源キーなどを備え、制御部１は、この操作部４から操作キーに対応して出力される入力操
作信号に応じた処理を行う。タッチ表示部５は、表示パネル５ａにタッチパネル５ｂを積
層配設した構成で、表示パネル５ａは、縦横比（例えば、横４：縦３）の異なる画面を有
した高精細液晶ディスプレイであり、この表示パネル５ａの背面側には照明用の複数個の
バックライト５ｃが配設されている。この複数個のバックライト５ｃは、例えば、３色（
赤、緑、青）ＬＥＤ（発光ダイオード）あるいは白色ＬＥＤによって構成されたもので、
その輝度は輝度コントロール部５ｄによって制御される。タッチパネル５ｂは、撮影者の
指などでタッチ操作された位置を検知してその座標データを入力するタッチスクリーンを
構成するもので、例えば、静電容量方式あるいは抵抗皮膜方式を採用しているが、その他
の方式であってもよい。
【００１２】
　撮像部６は、画像読取機能を構成するもので、図示省略したが、光学レンズからの被写
体像が撮像素子（ＣＣＤやＣＭＯＳなど）に結像されることにより被写体を高精細に撮影
可能なデジタルカメラ部で、撮影レンズ、撮像素子、各種のセンサ、アナログ処理部、デ
ジタル処理部を有している。撮像部６は、オートフォーカス機能などを備え、画像読取機
能の動作時に、例えば、フレームレートが秒１５コマ（１５ｆｐｓ）の連続撮影（高速撮
影）が可能となっている。無線ＬＡＮ（Local　Area　Network）通信部７は、高速大容量
の通信が可能な無線通信モジュールで、最寄りの無線ＬＡＮルータ（図示省略）を介して
インターネットに接続可能となっている。
【００１３】
　周辺照度センサ８、開閉角度センサ９については、後で詳述するが、周辺照度センサ８
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は、表示パネル５ａの周辺の明るさを検出するための照度センサであり、制御部１は、こ
の周辺照度センサ８によって検出された周辺照度に応じてバックライト５ｃの輝度を制御
（調光）するようにしている。開閉角度センサ９は、後述する開閉可能な筐体の開閉角を
検出するセンサであり、制御部１は、この開閉角度センサ９によって検出された開閉角に
応じてバックライト５ｃの輝度を制御するようにしている。
【００１４】
　図２は、カメラ付きタブレット端末装置１１、紙媒体１２をバインダ１３に装着した状
態における外観斜視図である。
　タブレット端末装置１１と紙媒体（例えば、ノート、リポート用紙、書籍）１２とは、
バインダ１３に装着されている。バインダ１３は、第１の筐体１３ａと第２の筐体１３ｂ
とをヒンジ部１３ｃを介して見開き状に開閉可能となるように取り付けた構成で、図示の
例では、右側に第１の筐体１３ａが配置され、左側に第２の筐体１３ｂが配置されている
。なお、第１の筐体１３ａと第２の筐体１３ｂとは、図示の場合とは逆の関係であっても
よい。第１の筐体１３ａ及び第２の筐体１３ｂは、厚い平板状長方形（同形同大）の紙部
材（厚紙）で、縦長の第１の筐体１３ａ及び第２の筐体１３ｂを左右に配置した状態にお
いてヒンジ部１３ｃを介して開閉可能に連結されている。即ち、第１の筐体１３ａと第２
の筐体１３ｂとは、ヒンジ部１３ｃを回転軸として開閉可能に構成されている。
【００１５】
　そして、第１の筐体１３ａと第２の筐体１３ｂとは、図示のように１８０°開いた状態
から第１の筐体１３ａの上に第２の筐体１３ｂが重なり合う状態（完全に閉じた状態）ま
で開閉可能なもので、ユーザにあってはバインダ１３を１８０°開いた状態においてタブ
レット端末装置１１を使用したり、紙媒体１２に文字や図表などを書き入れたりするよう
にしている。また、タブレット端末装置１１及び紙媒体１２を使用しないときには、第１
の筐体１３ａと第２の筐体１３ｂとを閉じてバインダ１３を完全に閉じるようにしている
。
【００１６】
　タブレット端末装置１１は、その全体が薄型の直方体で、バインダ１３を構成する第２
の筐体１３ｂ上に装着されていると共に、縦長の第２の筐体１３ｂに対してタブレット端
末装置１１も縦長となる向きに配設されている。また、バインダ１３を構成する他方の筐
体（第１の筐体）１３ａ上には紙媒体１２が配置されている。紙媒体１２は、一枚のシー
ト状の用紙であってもよいし、書籍のように冊子の状態（製本状態）であってもよい。な
お、バインダ１３上において、タブレット端末装置１１と紙媒体１２との配置関係は、上
述とは逆の関係であってもよい。また、タブレット端末装置１１、紙媒体１２は、バイン
ダ１３に着脱可能に装着されているが、その装着の仕方は、例えば、留め具、フックを使
用するなど、任意である。
【００１７】
　このようにバインダ１３の第２の筐体１３ｂにタブレット端末装置１１が装着されてい
る状態において、タブレット端末装置１１のタッチ表示部５及び撮像部６は、タブレット
端末装置１１の表面側に位置するように配設され、更に撮像部６と周辺照度センサ８は、
表面側の一端中央部（図示の例では表面左端中央部）に位置するように配設されている。
また、ヒンジ部１３ｃには開閉角度センサ９が配設されている。この開閉角度センサ９は
、第１の筐体１３ａと第２の筐体１３ｂとを開閉可能に連結するヒンジ部１３ｃに設けら
れ、第１の筐体１３ａと第２の筐体１３ｂとの開閉角度を検出するもので、例えば、ヒン
ジ部１３ｃの軸（図示省略）が一定量回転する毎に２相のパルスを出力するロータリーエ
ンコーダによって構成されたり、ホール素子あるいは磁気抵抗素子を使用して開閉検出を
行う磁気センサによって構成されたりしている。
【００１８】
　図３は、バインダ１３を構成する第１の筐体１３ａと第２の筐体１３ｂとを閉じる際に
撮像部６によって紙媒体１２を撮影したときの撮影画角と紙媒体１２との関係を示した図
である。



(6) JP 6315026 B2 2018.4.25

10

20

30

40

50

　制御部１は、第１の筐体１３ａと第２の筐体１３ｂとの開閉角度が例えば、１２５°～
３０°の範囲（撮影可能な範囲）において、バインダ１３を閉じる動作（開閉角度センサ
９によって検出された開閉角度）に応じて、撮像部６のオートフォーカス機能を連動（追
従）させて紙媒体１２にフォーカスを合わせるようにしている。
【００１９】
　図４は、複数個のバックライト５ｃの配設状態を示した図である。
　複数個のバックライト５ｃは、表示パネル５ａの背面側においてその直下に配設された
もので、縦横比の異なる表示パネル５ａの長手方向（横方向）に沿って４列配列となって
いる。すなわち、第１の筐体１３ａと第２の筐体１３ｂとを連結するヒンジ部１３ｃ側に
近い位置に配設された２列の内側バックライト５ｃと、ヒンジ部１３ｃから離れた位置に
配設された２列の外側バックライト５ｃとを有し、この４列のバックライト５ｃは、表示
パネル５ａの背面全体にゆきわたっている。輝度コントロール部５ｄは、開閉角度センサ
９によって検出された開閉角度に応じて複数個のバックライト５ｃの輝度を制御するよう
にしているが、その際、２列の内側バックライト５ｃと外側バックライト５ｃとに分けて
それらの輝度を制御するようにしている。
【００２０】
　図５は、開閉角度センサ９によって検出された開閉角度に応じてバックライト５ｃの輝
度を制御する様子を説明するための図である。
　図５（１）は、第１の筐体１３ａと第２の筐体１３ｂとの開閉角度が７０°の場合を示
し、図５（２）は、その開閉角度が３０°の場合を示している。この場合、輝度コントロ
ール部５ｄは、その開閉角度が小さくなればなるほど、バックライト５ｃの輝度が高くな
るように制御するようにし、また、開閉角度が同じであれば、内側バックライト５ｃの方
が外側バックライト５ｃよりも輝度を高くなるように制御するようにしている。
【００２１】
　図６は、輝度テーブル３ｃを説明するための図である。
　輝度テーブル３ｃは、開閉角度センサ９によって検出された開閉角度及び周辺照度セン
サ８によって検出された周辺光の変化に応じてバックライト５ｃの輝度を制御する際に参
照されるテーブルで、角度輝度テーブル３ｃ－１、照度輝度テーブル３ｃ－２を有してい
る。制御部１は、開閉角度センサ９によって検出された開閉角度に応じて角度輝度テーブ
ル３ｃ－１を参照した後、周辺照度センサ８によって検出された周辺照度に応じて照度輝
度テーブル３ｃ－２を参照するようにしている。
【００２２】
　角度輝度テーブル３ｃ－１は、開閉角度センサ９によって検出された開閉角度に対応付
けて内側バックライト５ｃ及び外側バックライト５ｃの輝度値を記憶する構成で、「開閉
角度」、「内側バックライト輝度」、「外側バックライト輝度」の各項目を有している。
図示の例において「開閉角度」の“３０°～”、“３５°～”、…、“１２０°～”、“
～１２５°～”は、撮影可能な範囲（例えば、１２５°～３０°の範囲）を５°刻みで分
けた場合を示し、この５°刻み毎に対応して「内側バックライト輝度」、「外側バックラ
イト輝度」にはその輝度値が記憶されている。
【００２３】
　すなわち、「内側バックライト輝度」には、５°刻みの開閉角度の変化に対応付けて内
側バックライト５ｃをどのような輝度で点灯させるかの輝度値が記憶され、また、「外側
バックライト輝度」には、５°刻みの開閉角度の変化に対応付けて外側バックライト５ｃ
をどのような輝度で点灯させるかの輝度値が記憶されている。この場合、「内側バックラ
イト輝度」、「外側バックライト輝度」は、開閉角度が小さくなればなるほど、その値が
大きくなるように設定され、また、開閉角度が同じであれば、内側バックライト５ｃの方
が外側バックライト５ｃよりも輝度を大きくなるように設定されている。
【００２４】
　照度輝度テーブル３ｃ－２は、周辺照度センサ８によって検出された周辺光の変化に応
じて内側バックライト５ｃ、外側バックライト５ｃの輝度増減率を記憶する構成で、「周
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辺照度」、「輝度増減率」の各項目を有し、図示の例では、「周辺照度」には、標準的な
明るさを（所定の閾値）を基準として“明るさ大”、“明るさ中”、“明るさ小”が記憶
されている。「輝度増減率」は、角度輝度テーブル３ｃ－１を参照することによって得ら
れた「内側バックライト輝度」、「外側バックライト輝度」を周辺照度に応じて増減率を
記憶するもので、「輝度増減率」には、標準的な明るさを増減する値として、“３０％減
”、“増減なし”、“３０％増”が記憶されている。
【００２５】
　次に、本実施形態におけるタブレット端末装置１１の動作概念を図７に示すフローチャ
ートを参照して説明する。ここで、このフローチャートに記述されている各機能は、読み
取り可能なプログラムコードの形態で格納されており、このプログラムコードにしたがっ
た動作が逐次実行される。また、ネットワークなどの伝送媒体を介して伝送されてきた上
述のプログラムコードに従った動作を逐次実行することもできる。すなわち、記録媒体の
ほかに、伝送媒体を介して外部供給されたプログラム／データを利用して本実施形態特有
の動作を実行することもできる。
【００２６】
　図７は、タブレット端末装置１１の全体動作のうち、本実施形態の特徴部分の動作概要
を示したフローチャートであり、電源投入に応じて実行開始される。
　先ず、制御部１は、電源投入操作（電源オン操作）に応じてメモリなどをクリアする初
期化処理を行うと共に、露出などの撮影条件を撮像部６に設定して撮影を開始させ、更に
は、バックライト５ｃの照明効果を高めるために、タッチ表示部５の表示パネル５ａに白
色の塗りつぶし画像を表示させる（ステップＳ１）。
【００２７】
　そして、制御部１は、電源オフ操作が行われたかを調べ（ステップＳ２）、電源オフ操
作が行われなければ（ステップＳ２でＮＯ）、開閉角度センサ９から第１の筐体１３ａと
第２の筐体１３ｂとの開閉角度を取得し（ステップＳ３）、その開閉角度は撮影可能範囲
（例えば、１２５°～３０°の範囲）であるかを調べる（ステップＳ４）。なお、撮影可
能範囲は、１２５°～３０°の範囲に限らず、１１０°～１５°の範囲などであってもよ
く、どのような範囲を設定するかは、紙媒体１２の大きさや文字サイズなどを考慮して、
予めユーザ操作により任意に設定可能としてもよい。
【００２８】
　いま、開閉角度が撮影可能な範囲から外れているときには（ステップＳ４でＮＯ）、例
えば、開閉角度が１８０°であれば、バインダ１３を１８０°開いた状態においてタブレ
ット端末装置１１を使用したり、紙媒体１２に文字や図表などを書き入れたりしている場
合であり、また、開閉角度が０°であれば、バインダ１３を完全に閉じている場合であり
、このような場合には、上述のステップＳ２に戻って電源オフ操作が行われたかを調べる
。また、開閉角度が撮影可能な範囲（例えば、１２５°～３０°の範囲）内であれば（ス
テップＳ４でＹＥＳ）、その開閉角度に応じて角度輝度テーブル３ｃ－１を参照すること
により、５°刻みの開閉角度に対応付けられている「内側バックライト輝度」、「外側バ
ックライト輝度」の輝度値を読み出す（ステップＳ５）。例えば、開閉角度が７５°～７
０°であれば、それに対応する「内側バックライト輝度」及び「外側バックライト輝度」
からその輝度値をそれぞれ読み出す。
【００２９】
　そして、周辺照度センサ８から表示パネル５ａの周辺の照度を取得し（ステップＳ６）
、この周辺照度に応じて照度輝度テーブル３ｃ－２を参照することにより、“明るさ大”
、“明るさ中”、“明るさ小”に対応する“輝度増減値”を読み出す（ステップＳ７）。
これによって角度輝度テーブル３ｃ－１から読み出した「内側バックライト輝度」、「外
側バックライト輝度」の輝度値を、照度輝度テーブル３ｃ－２から読み出した“輝度増減
値”に基づいて増減させる処理を行う（ステップＳ８）。この場合、周辺照度が“明るさ
小”であれば、角度対応の「内側バックライト輝度」、「外側バックライト輝度」を“３
０％”増大させ、“明るさ大”であれば、角度対応の「内側バックライト輝度」、「外側
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バックライト輝度」を“３０％”減少させる。
【００３０】
　これによって算出（増減）された「内側バックライト輝度」の輝度値を輝度コントロー
ル部５ｄに与えて内側バックライト５ｃをその輝度に応じて点灯させると共に（ステップ
Ｓ９）、「外側バックライト輝度」を輝度コントロール部５ｄに与えて外側バックライト
５ｃをその輝度に応じて点灯させる（ステップＳ１０）。この状態において撮像部６によ
って撮影された１フレーム分の撮影画像を取得し（ステップＳ１１）、この取得画像を保
存候補として記憶部３に一時記憶させる（ステップＳ１２）。
【００３１】
　そして、開閉角度センサ９によって検出された開閉角度は撮影可能範囲の下限値を超え
る“３０°”未満かを調べ（ステップＳ１３）、撮影可能範囲の下限値を超えていなけれ
ば（ステップＳ１３でＮＯ）、上述のステップＳ２に戻る。以下、上述の動作を繰り返す
結果、バインダ１３を閉じる（開閉角度が狭くなる）にしたがってバックライト５ｃの輝
度が高くなり、開閉角度が同じであれば、内側バックライト５ｃの方が外側バックライト
５ｃよりも輝度を高くなり、更に周辺照度に応じてバックライト５ｃの輝度が増減される
。ここで、電源オフ操作が行われたときには（ステップＳ２でＹＥＳ）あるいは撮影可能
範囲の下限値を超えたときには（ステップＳ１３でＹＥＳ）、撮像部６の動作を停止させ
ると共にバックライト５ｃを消灯させ（ステップＳ１４）、更に電源をオフする処理を行
う（ステップＳ１５）。その後、図７のフローから抜ける。なお、ユーザは、一時記憶さ
れている保存候補の各撮影画像の中から所望の画像を適宜選択し、その選択画像のみを記
録保存するようにしてもよい。
【００３２】
　以上のように、本実施形態においてタブレット端末装置１１は、第１の筐体１３ａに配
置されている読取対象の紙媒体１２を第２の筐体１３ｂに設けられた撮像部６により撮影
する際に、バインダ１３を構成する第１の筐体１３ａと第２の筐体１３ｂとの角度が開閉
角度センサ９によって検出されると、その開閉角度に応じて発光体の輝度を制御するよう
にしたので、特別な操作を行わなくても、第１の筐体１３ａと第２の筐体１３ｂとを閉め
るだけで紙媒体１２をどのような開閉角度であっても明るく、かつ白とびや黒つぶれなど
の現象もなく鮮明に撮影することができ、簡単かつ確実な撮影を実現することが可能とな
る。
【００３３】
　発光体は、第２の筐体１３ｂに設けられたタッチ表示部５の表示パネル５ａを照明する
バックライト５ｃであり、制御部１は、開閉角度センサ９により検出された開閉角度に応
じてバックライト５ｃの輝度を制御するようにしたので、特別な発光体を設けなくても既
存の発光体を利用して紙媒体１２を照明することができ、部品点数の増大を防ぐことがで
きる。
【００３４】
　制御部１は、タッチ表示部５の表示パネル５ａに白色の塗りつぶし画像を表示させた状
態において、バックライト５ｃの輝度を制御するようにしたので、表示パネル５ａの黒表
示などによってバックライト５ｃの明るさが部分的に減衰されることがなくなり、その輝
度制御が容易となる。
【００３５】
　開閉角度センサ９により検出された開閉角度に応じてバックライト５ｃの輝度を制御す
る場合に、表示パネル５ａの全面を照明する明るさが部分的に異なるようにバックライト
５ｃの輝度を制御するようにしたので、開閉角度に関わらず、紙媒体１２の全体をむらな
く良好に照明することが可能となる。
【００３６】
　第１の筐体１３ａと第２の筐体１３ｂとを開閉可能に連結するヒンジ部１３ｃの近くに
配設された内側バックライト５ｃの方が、ヒンジ部１３ｃから離れて配設された外側バッ
クライト５ｃよりも輝度が高くなるように複数のバックライト５ｃの輝度を制御するよう
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にしたので、開閉角度が狭くなるにしたがってヒンジ部１３ｃの近辺部分が遮光されて暗
くなったとしてもその部分の照明を明るくすることができ、紙媒体１２の全体をむらなく
良好に照明することが可能となる。
【００３７】
　複数のバックライト５ｃをＬＥＤによって構成するようにしたので、３色（赤、緑、青
）ＬＥＤであれば、色温度を調整することができ、その調整によって鮮明な撮影画像を得
ることが可能となる。
【００３８】
　周辺照度センサ８によって検出された表示パネル５ａの周辺照度に応じて照度輝度テー
ブル３ｃ－２を参照することにより発光体の輝度を制御するようにしたので、屋内、屋外
、夜間、昼間などの周辺環境に合った制御が可能となり、より適切な明るさで紙媒体１２
を照明することが可能となる。
【００３９】
　紙媒体１２を撮影する際に、制御部１は、開閉角度センサ９によって検出された開閉角
度が紙媒体１２を撮影することが可能な撮影可能範囲内であるか否かを判別し、撮影可能
範囲内であることを条件に発光体の輝度を制御するようにしたので、その輝度制御を必要
に応じて行うことができる。
【００４０】
　なお、上述した実施形態においては、開閉角度センサ９によって開閉角度を検出するよ
うにしたが、図８に示すように撮影画像を解析することによって開閉角度を検出するよう
にしてもよい。図８は、撮影画像を解析することによって開閉角度を検出する場合を説明
するための図である。制御部１は、撮影画像を解析することにより第１の筐体１３ａの端
部が画角線から外れた際にその端部の切れ方（端部の位置）を認識し、その端部の切れ方
が所定の切れ方であるか否かに基づいて第１の筐体１３ａと第２の筐体１３ｂとの開閉角
度を認識する。
【００４１】
　すなわち、図示の例は、第１の筐体１３ａと第２の筐体１３ｂとの開閉角度に応じて第
１の筐体１３ａの外郭線の映り具合が変化する様子を示した図である。ここで、第１の筐
体１３ａの外郭線を示す実線は、閉じ角度が略７０°の場合を示し、一点破線は、閉じ角
度が略９０°の場合を示し、二点破線は、閉じ角度が略１２５°の場合を示している。こ
のように第１の筐体１３ａの端部が撮像部６の画角から外れた際の端部の切れ方、つまり
、第１の筐体１３ａの端部と画角線とが交差する位置は、開閉角度に応じて変化するよう
になる。例えば、撮影画像の縦方向において、第１の筐体１３ａの端部と画角線とが交差
する位置は、開閉角度が略７０°、略９０°、略１２５°の順にその縦方向中央部に近づ
くようになるため、その位置を特定することにより第１の筐体１３ａと第２の筐体１３ｂ
との開閉角度の検出が可能となる。
【００４２】
　上述した実施形態においては、２列の内側バックライト５ｃと外側バックライト５ｃと
に分けてその輝度を制御するようにしたが、４列のバックライト５ｃをヒンジ部１３ｃか
らの距離に応じて１列毎にその輝度を制御するようにしてもよい。また、バックライト５
ｃは、４列に限らず、その数は任意である。更に、上述した実施形態においては、複数個
のバックライト５ｃを表示パネル５ａの背面側においてその直下に配設するようにしたが
、表示パネル５ａの縁部分に複数個のバックライト５ｃを配設するようにしてもよい。更
に、発光体としては、タッチ表示部５を照明するバックライト５ｃに限らず、専用の照明
ライトであってもよい。
【００４３】
　上述した実施形態においては、開閉角度センサ９により検出された開閉角度に応じてバ
ックライト５ｃの輝度を制御する場合に、輝度テーブル３ｃ内の角度輝度テーブル３ｃ－
１を参照し、また、周辺照度センサ８によって検出された表示パネル５ａの周辺照度に応
じてバックライト５ｃの輝度を制御する場合に、輝度テーブル３ｃ内の照度輝度テーブル
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３ｃ－２を参照するようにしたが、その輝度値を所定の関数式に基づいて算出して制御す
るようにしてもよい。
【００４４】
　上述した実施形態においては、情報処理装置としてタブレット端末装置１１に適用した
場合を示したが、これに限らず、カメラ機能付きパーソナルコンピュータ・ＰＤＡ（個人
向け携帯型情報通信機器）・デジタルカメラ・音楽プレイヤーなどであってもよく、勿論
、デジタルカメラ自体であってもよい。
【００４５】
　また、上述した各実施形態において示した“装置”や“部”とは、機能別に複数の筐体
に分離されていてもよく、単一の筐体に限らない。また、上述したフローチャートに記述
した各ステップは、時系列的な処理に限らず、複数のステップを並列的に処理したり、別
個独立して処理したりするようにしてもよい。
【００４６】
　以上、この発明の実施形態について説明したが、この発明は、これに限定されるもので
はなく、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲を含むものである。
　以下、本願出願の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
（付記）
（請求項１）
　請求項１に記載の発明は、
　第１の筐体と第２の筐体とを開閉可能に連結した情報処理装置であって、
　読取対象の紙媒体が配置される前記第１の筐体に対向して前記第２の筐体に設けられた
撮像手段と、
　前記撮像手段により前記紙媒体を撮影する際に、前記第１の筐体と第２の筐体との開閉
角度を検出する角度検出手段と、
　前記第２の筐体に設けられた発光体を駆動する駆動手段と、
　前記角度検出手段により検出された開閉角度に応じて前記発光体の輝度を制御する輝度
制御手段と、
　を備えたことを特徴とする情報処理装置である。
（請求項２）
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の情報処理装置において、
　前記発光体は、前記第２の筐体に設けられた表示部を照明するバックライトであり、
　前記輝度制御手段は、前記角度検出手段により検出された開閉角度に応じて前記バック
ライトの輝度を制御する、
　ようにしたことを特徴とする情報処理装置である。
（請求項３）
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の情報処理装置において、
　前記表示部に白色の塗りつぶし画像を表示させる表示制御手段を更に備え、
　前記輝度制御手段は、前記表示制御手段によって前記表示部に白色の塗りつぶし画像が
表示されている状態において前記バックライトの輝度を制御する、
　ようにしたことを特徴とする情報処理装置である。
（請求項４）
　請求項４に記載の発明は、請求項２あるいは請求項３に記載の情報処理装置において、
　前記輝度制御手段は、前記角度検出手段により検出された開閉角度に応じて前記バック
ライトの輝度を制御する場合に、前記表示部の全面を照明する場合に部分的に明るさが異
なるように前記バックライトの輝度を制御する、
　ようにしたことを特徴とする情報処理装置である。
（請求項５）
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の情報処理装置において、
　前記輝度制御手段は、前記第１の筐体と第２の筐体とを開閉可能に連結するヒンジ部の
近くに配設された内側バックライトと、前記ヒンジ部から離れて配設された外側バックラ
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イトのうち、前記角度検出手段により検出された開閉角度に応じて前記バックライトの輝
度を制御する場合に、前記内側バックライトの方が前記外側バックライトよりも輝度が高
くなるように前記複数のバックライトの輝度を制御する、
　ようにしたことを特徴とする情報処理装置である。
（請求項６）
　請求項６に記載の発明は、請求項２～請求項５のいずれかに記載の情報処理装置におい
て、
　前記バックライトは、発光ダイオードである、
　ことを特徴とする情報処理装置である。
（請求項７）
　請求項７に記載の発明は、請求項１に記載の情報処理装置において、
　前記表示部の周辺照度を検出する照度検出手段を更に備え、
　前記輝度制御手段は、前記角度検出手段により検出された開閉角度と前記照度検出手段
によって検出された周辺照度に応じて前記発光体の輝度を制御する、
　ようにしたことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置である。
（請求項８）
　請求項８に記載の発明は、請求項１に記載の情報処理装置において、
　前記撮像手段により前記紙媒体を撮影する際に、前記角度検出手段により検出された開
閉角度が前記紙媒体を撮影することが可能な撮影可能範囲内か否かを判別する判別手段を
更に備え、
　前記輝度制御手段は、前記判別手段により撮影可能範囲内であることが判別された際に
、前記発光体の輝度を制御する、
　ようにしたことを特徴とする情報処理装置である。
（請求項９）
　請求項９に記載の発明は、
　コンピュータに対して、
　読取対象の紙媒体が配置される第１の筐体に対向し、かつ前記第１の筐体に開閉可能に
連結されている第２の筐体に設けられた撮像手段により前記紙媒体を撮影する場合におい
て、前記第１の筐体と第２の筐体との開閉角度を検出する機能と、
　前記第２の筐体に設けられた発光体を駆動する機能と、
　前記検出された開閉角度に応じて前記発光体の輝度を制御する機能と、
　を実現させるためのプログラムである。
【符号の説明】
【００４７】
　１　制御部
　３　記憶部
　３ａ　プログラムメモリ
　３ｃ　輝度テーブル
　３ｃ－１　角度輝度テーブル
　３ｃ－２　照度輝度テーブル
　４　操作部
　５　タッチ表示部
　５ａ　表示パネル
　５ｃ　バックライト
　５ｄ　輝度コントロール部
　６　撮像部
　８　周辺照度センサ
　９　開閉角度センサ
　１１　タブレット端末装置
　１２　紙媒体
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　１３　バインダ
　１３ａ　第１の筐体
　１３ｂ　第２の筐体
　１３ｃ　ヒンジ部
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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