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(57)【要約】
【課題】本発明は、一度に多くの情報を鮮明に表示する
ことができる電子機器を提供する。
【解決手段】表示画面上に表示情報を出力する第１の出
力手段１３と、被出力体に表示情報を出力する第２の出
力手段１６と、第１の出力手段１３及び第２の出力手段
１６の双方を用いて所定の表示情報を出力する際に、所
定の表示情報のうちの外部出力するように予め設定され
た部分を第２の出力手段１６に出力させるとともに、所
定の表示情報から第２の出力手段１６により出力された
部分を除いた部分を第１の出力手段１３に出力させる出
力制御手段と、を備えた。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面上に表示情報を出力する第１の出力手段と、
　被出力体に表示情報を出力する第２の出力手段と、
　前記第１の出力手段及び第２の出力手段の双方を用いて所定の表示情報を出力する際に
、前記所定の表示情報のうちの外部出力するように予め設定された部分を前記第２の出力
手段に出力させるとともに、前記所定の表示情報から前記第２の出力手段により出力され
た部分を除いた部分を前記第１の出力手段に出力させる出力制御手段と、
　を備えたことを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　表示画面上に表示情報を出力する第１の出力手段と、
　被出力体に表示情報を出力する第２の出力手段と、
　前記第１の出力手段及び第２の出力手段の双方を用いて第１の表示情報及び前記第１の
表示情報とは異なる第２の表示情報を出力する際に、前記第１の表示情報を前記第１の出
力手段に出力させるとともに、前記第２の表示情報を第２の出力手段に出力させる出力制
御手段と、
　を備えたことを特徴とする電子機器。
【請求項３】
　前記第２の出力手段は、表示情報を投影する投影手段であることを特徴とする請求項１
または２記載の電子機器。
【請求項４】
　少なくとも、外部出力しないように設定された名前情報や電話番号情報と、外部出力す
るように設定された画像情報とを含む電話帳情報を記憶する記憶手段を備え、
　前記出力制御手段は、前記画像情報を前記第２の出力手段に出力させるとともに、前記
名前情報及び電話番号情報を前記第１の出力手段に出力させることを特徴とする請求項１
または２記載の電子機器。
【請求項５】
　前記出力制御手段は、名前情報及び電話番号情報を拡大表示にして前記第１の出力手段
に出力させることを特徴とする請求項４記載の電子機器。
【請求項６】
　前記第１の出力手段及び第２の出力手段が表示情報を出力している間、文字列の入力を
受け付ける入力受付手段を備え、
　前記出力制御手段は、前記入力受付手段により文字列の入力を受け付けた場合、この入
力に関する情報を前記第１の出力手段に出力させることを特徴とする請求項１または２記
載の電子機器。
【請求項７】
　メールを受信する受信手段を備え、
　前記出力制御手段は、前記第１の出力手段及び第２の出力手段が表示情報を出力してい
るときに前記受信手段によりメールを受信した場合、このメール受信に関する情報を前記
第１の出力手段に出力させることを特徴とする請求項１または２記載の電子機器。
【請求項８】
　メールを受信する受信手段を備え、
　前記出力制御手段は、前記第１の出力手段及び第２の出力手段が表示情報を出力してい
るときに前記受信手段によりメールを受信した場合、このメール受信に関する情報を前記
第２の出力手段により出力された部分を除いた部分に設定することを特徴とする請求項１
記載の電子機器。
【請求項９】
　メールを受信する受信手段を備え、
　前記出力制御手段は、前記第１の出力手段及び第２の出力手段が表示情報を出力してい
るときに前記受信手段によりメールを受信した場合、このメール受信に関する情報を前記
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第１の表示情報に設定することを特徴とする請求項２記載の電子機器。
【請求項１０】
　着信を受け付ける着信受付手段を備え、
　前記出力制御手段は、前記第１の出力手段及び第２の出力手段が表示情報を出力してい
るときに前記着信受付手段により着信を受け付けた場合、この着信に関する情報を前記第
１の出力手段に出力させることを特徴とする請求項１または２記載の電子機器。
【請求項１１】
　着信を受け付ける着信受付手段を備え、
　前記出力制御手段は、前記第１の出力手段及び第２の出力手段が表示情報を出力してい
るときに前記着信受付手段により着信を受け付けた場合、この着信に関する情報を前記第
２の出力手段により出力された部分を除いた部分に設定することを特徴とする請求項１記
載の電子機器。
【請求項１２】
　着信を受け付ける着信受付手段を備え、
　前記出力制御手段は、前記第１の出力手段及び第２の出力手段が表示情報を出力してい
るときに前記着信受付手段により着信を受け付けた場合、この着信に関する情報を前記第
１の表示情報に設定することを特徴とする請求項２記載の電子機器。
【請求項１３】
　前記出力制御部は、テレビ電話の際に、相手側から受信している画像を第１の出力手段
に出力させ、自分側から送信している画像を前記第２の出力手段に出力させることを特徴
とする請求項２記載の電子機器。
【請求項１４】
　前記出力制御部は、テレビ電話の際に、相手側から受信している画像を第２の出力手段
に出力させ、自分側から送信している画像を前記第１の出力手段に出力させることを特徴
とする請求項２記載の電子機器。
【請求項１５】
　個人情報であるか否かを示す属性が付された各種情報を記憶する記憶手段を備え、
　前記出力制御手段は、前記記憶手段に記憶された個人情報である旨を示す属性が付され
た情報を前記第１の出力手段に出力させるとともに、前記個人情報である旨を示す属性が
付されていない情報を前記第２の出力手段に出力させることを特徴とする請求項１または
２記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示情報の出力手段を複数備えた電子機器に係り、具体的には、各々の出力
手段に個別の表示情報を出力することができる電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機等の携帯型電子機器の機能性が向上し、ユーザは携帯電話機を用いて
Ｗｅｂ閲覧やテレビ電話等の様々な機能を使用するようになってきた。携帯型電子機器を
用いてこれらの機能を使用する際に、いつでもどこでも使用できるという利点がある反面
、携帯型であるが故にディスプレイが小さいため、見にくく、また表示可能な情報量に限
界があるという問題があった。
【０００３】
　そこで、外部に画面を投影するプロジェクタを備えた電子機器が提案されている（特許
文献１参照）。この電子機器は、カメラ及びプロジェクタを備えていて、これらのカメラ
及びプロジェクタに同一のレンズ光学系を共有させることで、生産コストを抑えたもので
ある。
【０００４】
　また特に、携帯電話機のテレビ電話機能を用いる際には、携帯電話機のディスプレイに
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相手側から受信している映像と自分側から送信している映像とが同一画面上に表示される
のが一般的であるため、これらの各々の映像が小さく表示されていまい、ユーザが映像を
確認しづらいという問題があった。
【０００５】
　そこで、テレビ電話を行う際に画像や音声を外部機器に出力する携帯型テレビ電話機が
提案されている（特許文献２参照）。この携帯型テレビ電話機では、出力された画像信号
を外部機器が再生した画像を撮像して生成した他の画像信号と、出力された音声信号を外
部機器が再生した音声を受けて生成した他の音声信号とに基づいて解析を行い、出力する
画像信号及び音声信号の特性を調整している。
【特許文献１】特開２００６－６７４６９号公報
【特許文献２】特開２００６－１２１３４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　小型電子機器において、表示情報の一部または全部を外部機器に出力したりプロジェク
タを用いて外部に投影したりする場合、表示情報を大きな表示画面に表示できる上、複数
人が表示画面を同時に見ることもできて便利である。しかしながら、表示情報が拡大表示
されたとしても、表示情報の元々のサイズが小型電子機器のディスプレイに表示されるも
のと同じサイズであるため、表示する情報量を増やしたり、より鮮明な画像を表示したり
することはできない。また、小型電子機器の表示画面における表示がユーザにとって見に
くいものであることには変わりない。
【０００７】
　本発明は、上記課題を鑑みなされてものであり、一度に多くの情報を鮮明に表示するこ
とができる電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明に係る電子機器は、表示画面上に表示情報を出力す
る第１の出力手段と、被出力体に表示情報を出力する第２の出力手段と、前記第１の出力
手段及び第２の出力手段の双方を用いて所定の表示情報を出力する際に、前記所定の表示
情報のうちの外部出力するように予め設定された部分を前記第２の出力手段に出力させる
とともに、前記所定の表示情報から前記第２の出力手段により出力された部分を除いた部
分を前記第１の出力手段に出力させる出力制御手段と、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る電子機器によると、複数の出力手段に各々個別の表示情報を出力すること
により、一度に多くの情報を鮮明に表示させることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明に係る電子機器の実施形態について、添付図面を参照しながら説明する。本発明
に係る電子機器として、複数の筐体が開閉自在に結合されてなるクラムシェル型の携帯電
話機を例にあげて説明する。図１は、携帯電話機１の開状態を示す斜視図である。
【００１１】
　携帯電話機１は、図１に示すように、主に、矩形の板状の上筐体１０と、この上筐体１
０とほぼ同形状をした下筐体１１とにより構成されていて、これらの上筐体１０及び下筐
体１１は、閉状態において相互に一面を覆うように積層されている。上筐体１０及び下筐
体１１は、ヒンジ部１２を挟むようにヒンジ結合されていて、上筐体１０は下筐体１１に
対して、ヒンジ部１２を軸にして、図１（Ａ）のＸ方向に所定角度だけ回転自在なように
形成されている。携帯電話機１は、上筐体１０を下筐体１１に対して回転させることによ
り、閉状態から開状態に、あるいは開状態から閉状態に変形する。
【００１２】
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　上筐体１０の内面（下筐体１１に対面する側の面）には、文字や画像等の情報を含んだ
表示画面６０を表示するための液晶ディスプレイ１３、音声を出力するためのスピーカ１
４、周囲の風景を撮像するためのＣＣＤカメラ１５が設けられている。これらの液晶ディ
スプレイ１３やスピーカ１４、ＣＣＤカメラ１５は、携帯電話機１が閉状態のときには、
下筐体１１により覆われていて外部に露出していないが、上筐体１０を下筐体１１に対し
て回転させて開状態に変形させたときには、外部に露出される。
【００１３】
　上筐体１０の外面（下筐体１１と対面しない側の面）には、文字や画像等の情報を含ん
だ投影画面７０を周囲の壁等に投影するためのプロジェクタ１６が設けられていて、この
プロジェクタ１６から、上筐体１０の外面側に表示情報が投射される。上筐体１０におい
てＣＣＤカメラ１５とプロジェクタ１６とが背向かいになるように設けられているため、
携帯電話機１を上筐体１０及び下筐体１１がほぼ直角になるように開いて、下筐体１１が
水平方向に、上筐体１０が垂直方向になるように設置することで、ユーザは、テレビ電話
の際にＣＣＤカメラ１５で自分側の画像を撮像しながらプロジェクタ１６を使用したり、
Ｗｅｂ閲覧操作を行っている最中にプロジェクタ１６を使用したりすることができる。
【００１４】
　下筐体１１の内面（上筐体１０に対面する側の面）には、例えば、カーソルや表示画面
を上下左右に移動させるための十字キーや、項目を選択するための選択キーや、数字を入
力するための数字キー、発信処理を行うための発信キー等の操作キー１７が設けられてい
る。また下筐体１１には、音声を集音するためのマイクロフォン１８が設けられている。
これらの操作キー１７やマイクロフォン１８は、携帯電話機１が閉状態のときには、上筐
体１０により覆われていて外部に露出していないが、上筐体１０を下筐体１１に対して回
転させて開状態に変形させたときには、外部に露出される。
【００１５】
　図２に、上筐体１０を垂直方向から見た際のプロジェクタ１６の内部構成を示す説明図
を示す。図２に示すように、プロジェクタ１６はＬＥＤ１６ａを備えていて、このＬＥＤ
１６ａは、投影光として携帯電話機１から投射される光を発光する。ＬＥＤ１６ａから発
光された光は、液晶パネル１６ｂで変調されて第１光路Ｌ１を通過し、光反射部材１６ｃ
の反射面１６ｄにおいて反射する。光反射部材１６ｃにおいて、第１光路Ｌ１からの投影
光が第２光路Ｌ２を通って外部に導かれる位置に反射面１６ｄが設置されている。例えば
、第１光路Ｌ１は第２光路Ｌ２に対して直角になるように設置され、反射面１６ｄが第１
光路Ｌ１及び第２光路Ｌ２に対してそれぞれ４５度の角度となる向きに設置されることで
、投影が投影面に導かれる。
【００１６】
　光反射部材１６ｃの反射面１６ｄにおいて反射した投影光は、第２光路Ｌ２を通過した
後、レンズ光学系１６ｅに入射し、このレンズ光学系１６ｅにより拡大または縮小されて
携帯電話機１の外部に出射する。レンズ光学系１６ｅは、ズーム機能を持たせるように複
数のレンズの位置を変化させる駆動機構を有する。レンズ光学系１６ｅにより拡大または
縮小されながら携帯電話機１から出射した投影光は、投影画面７０として、周囲の壁等の
投影面に投影される。
【００１７】
　なお、プロジェクタ１６において光反射部材１６ｃが省略され、液晶パネル１７ｂで変
調された投影光が光反射部材１７ｃにて反射されずに、直接レンズ光学系１７ｅに入射す
るように形成されても良い。
【００１８】
　このように、携帯電話機１は、表示手段である液晶ディスプレイ１３に加えて、外部に
表示内容を出力するプロジェクタ１６を備えていることによって、液晶ディスプレイ１３
の表示画面６０の一部または全部をプロジェクタ１６の投影画面７０に同時に表示したり
、液晶ディスプレイ１３の表示内容とは別の表示内容をプロジェクタ１６の投影画面７０
に同時に表示したりすることができる。
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【００１９】
　次に、携帯電話機１の機能について、図３に示す機能ブロック図を用いて説明する。携
帯電話機１は、図３に示すように、主制御部２０、電源回路部２１、操作入力制御部２２
、表示制御部２３、撮像制御部２４、音声制御部２５、変復調回路部２６、記憶部２７、
及び投影制御部２８がバスによって相互に接続されて構成されている。
【００２０】
　主制御部２０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）を具備
し、携帯電話機１の総括的な制御を行うとともに、その他の様々な演算処理や制御処理等
を行う。電源回路部２１は、ユーザによる操作キー１７を介した入力に基づいて電源のオ
ン／オフ状態を切り替え、電源がオン状態の場合に電力供給源（バッテリ等）から各部に
対して電力を供給して、携帯電話機１を動作可能にする。
【００２１】
　操作入力制御部１２は操作キー１７に対する入力インタフェースを備え、操作キー１７
を介して入力された信号を主制御部２０に伝送する。表示制御部２３は液晶ディスプレイ
１３に対する表示インタフェースを備え、主制御部２０の制御に基づいて、文書や画像等
を含んだ表示情報を表示画面６０として液晶ディスプレイ１３に表示する。撮像制御部２
４は、ＣＣＤカメラ１５により撮像された画像データを取得して、ＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎ
ｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）－４等の所定形式に圧縮符号化して
、主制御部２０に伝送する。
【００２２】
　携帯電話機１は、他の携帯電話機や固定電話機に対して、基地局（図示せず）を介して
音声通話処理を行う。すなわち音声制御部２５は、主制御部２０の制御に基づいて、マイ
クロフォン１８が集音した音声を取得して、この音声のアナログ信号をデジタル信号に変
換し、変復調回路部２６に伝送する。変復調回路部２６は、このデジタル信号をスペクト
ラム拡散処理して送受信回路部３０に伝送する。送受信回路部３０は、このデジタル信号
をアンテナ３１を介して基地局に送信する。
【００２３】
　また変復調回路部２６は、送受信回路部３０がアンテナ３１を介して基地局から受信し
たデジタル信号をスペクトラム逆拡散処理して音声制御部２５に伝送する。音声制御部２
５は、音声通話の際に、変復調回路部２６から取得したデジタル信号をアナログ信号に変
換して、この音声をスピーカ１４から出力する。
【００２４】
　また、携帯電話機１は、他の携帯電話機や通信機器に対してデータ通信処理を行う。す
なわち携帯電話機１は、電子メールやＷｅｂ閲覧データ、テレビ電話画像データ等の様々
なデータの送受信処理を行う。主制御部２０は、データを受信する際、送受信回路部３０
がアンテナ３１を介して基地局から受信した受信信号を変復調回路部２６でスペクトラム
逆拡散処理して、データを復元する。このデータは、主制御部２０の指示により、表示制
御部２３を介して液晶ディスプレイ１３に表示されたり記憶部２７に記録されたりする。
また主制御部２０は、操作入力部２２を介して入力されたデータや記憶部２７に記憶され
たデータを送信する際、変復調回路部２６がデータに対してスペクトラム拡散処理を行い
、送受信回路部３０がアンテナ３１を介して基地局に送信する。
【００２５】
　記憶部２７は、主制御部２０が行う処理について、処理プログラムや処理に必要なデー
タ等を格納するＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やハードディスク、不揮発
性メモリ、主制御部２０が処理を行う際に使用されるデータを一時的に記憶するＲＡＭ（
Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等から構成される。また、主制御部２０が
後述する電話帳表示処理等を行う際の処理プログラムは、例えばＲＯＭに記憶されている
ものとする。また、プロジェクタ表示の際に液晶ディスプレイ１３に表示される表示情報
や、プロジェクタ１６により投影される投影画面７０の表示情報も、記憶部２７に記憶さ
れているものとする。さらに、各処理を行う際にプロジェクタ表示（外部出力）を行うか
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否かを示す設定情報も、記憶部２７に記憶されているものとする。
【００２６】
　また記憶部２７は、通話やメール送受信を行う際に使用される電話帳情報５０を記憶し
ている。電話帳情報５０は、図４に示すように、識別情報であるＩＤ情報５０ａに対して
、少なくとも、知人の名前を示す名前情報５０ｂ、その知人が属するグループを示すグル
ープ情報５０ｃ、その知人の電話番号を示す電話番号情報５０ｄ、その知人のメールアド
レスを示すメールアドレス情報５０ｅ、及び、その知人の画像を示す画像情報５０ｆがそ
れぞれ対応付けられた情報である。画像情報５０ｆは、例えば画像ファイルのファイル名
やパスで表される。
【００２７】
　また、電話帳情報５０の各情報にはプロジェクタ表示（外部出力）を行うか否かが予め
設定されていて、電話帳情報５０を表示する際に、プロジェクタ表示を行う旨が設定され
ている情報のみ、プロジェクタ１６の投影画面７０に投影される。ここでは、例えば、画
像情報５０ｆのみ、プロジェクタ表示を行う旨が設定されていて、その他の名前情報５０
ｂ等の情報には、プロジェクタ表示を行わない旨が設定されているものとする。
【００２８】
　例えば図４に示す電話帳情報５０では、「００１」のＩＤ情報５０ａに対して、「東芝
一郎」の名前情報５０ｂ、「会社」のグループ情報５０ｃ、「０９０－ｘｘｘｘ－ｘｘｘ
ｘ」の電話番号情報５０ｄ、「ｉｃｈｉｒｏ＠ｔｏｓｈｉｂａ．ｃｏ．ｊｐ」のメールア
ドレス情報５０ｅ、及び「ｉｃｈｉｒｏ．ｊｐｇ」の画像情報５０ｆがそれぞれ対応付け
られている。
【００２９】
　投影制御部２８は、プロジェクタ１６に対する出力インタフェースを備え、主制御部２
０の指示に基づいて、文書や画像等を含んだ表示情報をプロジェクタ１６に投影するよう
に指示を出し、プロジェクタ１６は、この指示に基づいて、周囲の壁等の投影面に表示情
報を投影画面７０として投影する。
【実施例１】
【００３０】
　携帯電話機１において電話帳情報５０を表示する際、電話帳情報５０には多くの文字情
報に加えて画像情報も含まれているため、液晶ディスプレイ１３の表示画面６０にこれら
全ての情報を表示しようとすると、表示画面６０上の文字や画像を小さくして表示したり
、一画面に表示しきれなかった情報をスクロールにより表示したりする必要が生じてしま
う。
【００３１】
　そこで携帯電話機１では、必要に応じて、電話帳情報５０のうちの一部の情報をプロジ
ェクタ１６の投影画面７０に表示し、残りの情報を液晶ディスプレイ１３の表示画面６０
に表示する。携帯電話機１の実施例１として、この電話帳表示処理について、図５乃至図
７に基づいて説明する。
【００３２】
　携帯電話機１の主制御部２０がこの電話帳表示処理を行う際の手順について、図５に示
すフローチャートに基づいて説明する。以下、例えば「ステップＳ１０１」を「Ｓ１０１
」のように、「ステップ」の語句を省略して説明する。
【００３３】
　始めに主制御部２０は、ユーザにより電話帳表示が指示されたか否かを判断する（Ｓ１
０１）。この際、ユーザによる操作キー１７を介した入力等により、電話帳表示が指示さ
れる。電話帳表示が指示されていない場合（Ｓ１０１のＮｏ）は、主制御部２０はそのま
ま待機する。電話帳表示が指示された場合（Ｓ１０１のＹｅｓ）は、主制御部２０は、記
憶部２７から、少なくとも、名前情報５０ｂ、電話番号情報５０ｄ、メールアドレス情報
５０ｅ、画像情報５０ｆ等を含んだ電話帳情報５０を取得する（Ｓ１０３）。
【００３４】
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　主制御部２０は、電話帳情報５０を表示する時にプロジェクタ１６への表示（出力）を
行う旨が設定されているか否かを判断する（Ｓ１０５）。この判断は、例えば、電話帳情
報５０の表示時にプロジェクタ１６への表示を行うか否かを示す設定情報に基づいて行わ
れる。この設定情報は、例えばユーザにより予め入力されて記憶部２７に記憶されている
。または、電話帳表示を行うたびに、プロジェクタ１６への表示を行うか否かを、ユーザ
が操作キー１７を介して入力するようにしても良い。
【００３５】
　プロジェクタ１６への表示を行う旨が設定されている場合（Ｓ１０５のＹｅｓ）は、主
制御部２０は、ステップＳ１０３にて取得した電話帳情報５０のうちのプロジェクタ表示
を行わない旨が設定されている情報、すなわち名前情報５０ｂ、電話帳情報５０ｄ、メー
ルアドレス情報５０ｅ等の情報（画像情報５０ｆ以外の情報）を含んだ表示情報を、表示
画面６０として液晶ディスプレイ１３に表示する（Ｓ１０７）。この際、表示画面６０に
おいて、プロジェクタ１６にのみ表示される画像情報５０ｆの分だけ、多くの情報を表示
することができる。
【００３６】
　この時の表示画面６０は、例えば図６（Ａ）に示すように、電話帳情報５０においてＩ
Ｄ情報５０ａとして記憶されている「００１」、このＩＤ情報５０ａに対応付けられてい
る名前情報５０ｂ「東芝一郎」、グループ情報５０ｃ「会社」、電話番号情報５０ｄ「０
ｇ９０－ｘｘｘｘ－ｘｘｘｘ」、メールアドレス情報５０ｅ「ｉｃｈｉｒｏ＠ｔｏｓｈｉ
ｂａ．ｃｏ．ｊｐ」が表示された表示欄６１を備えている。
【００３７】
　主制御部２０は、ステップＳ１０３にて取得した電話帳情報５０のうち、プロジェクタ
表示を行う旨が設定されている情報、すなわち画像情報５０ｆのみを含んだ表示情報を、
プロジェクタ１６により投影面に投影画面７０として表示する（Ｓ１０９）。この際、電
話帳情報５０のうちの限定された情報のみが投影画面７０に投影されるため、投影画面７
０において鮮明な表示が可能となる。この時の投影画面７０は、例えば図６（Ｂ）に示す
ように、電話帳情報５０においてＩＤ情報５０ａの「００１」に対応付けられている画像
情報５０ｆ「ｉｃｈｉｒｏ．ｊｐｇ」の画像が表示された表示欄７１を備えている。
【００３８】
　プロジェクタ１６への表示を行わない旨が設定されている場合（Ｓ１０５のＮｏ）は、
主制御部２０は、ステップＳ１０３にて取得した電話帳情報５０を含んだ表示情報を、表
示画面６０として液晶ディスプレイ１３に表示する（Ｓ１１１）。この時の表示画面６０
は、例えば図７に示すように、電話帳情報５０においてＩＤ情報５０ａとして記憶されて
いる「００１」、このＩＤ情報５０ａに対応付けられている名前情報５０ｂ「東芝一郎」
、グループ情報５０ｃ「会社」、電話番号情報５０ｄ「０９０－ｘｘｘｘ－ｘｘｘｘ」、
メールアドレス情報５０ｅ「ｉｃｈｉｒｏ＠ｔｏｓｈｉｂａ．ｃｏ．ｊｐ」、画像情報５
０ｆ「ｉｃｈｉｒｏ．ｊｐｇ」が表示された表示欄６１Ａを備えている。
【００３９】
　このようにして携帯電話機１において、電話帳情報５０をプロジェクタ１６を用いて表
示する際、電話帳情報５０のうちのプロジェクタ表示を行う旨が設定された画像情報５０
ｆのみがプロジェクタ１６の投影面に表示され、それ以外の情報（名前情報５０ｂ等）が
液晶ディスプレイ１３に表示される。また、携帯電話機１において、電話帳情報５０をプ
ロジェクタ１６を用いずに表示する際、電話帳情報５０のうちの全ての情報が液晶ディス
プレイ１３に表示される。
【００４０】
　液晶ディスプレイ１３の表示画面６０に表示される表示内容の一部を単純に抽出して、
あるいは表示内容の全部をプロジェクタ１６の投影画面７０に投影した場合には、投影画
面７０において表示内容が拡大されたとしても、表示内容のサイズは液晶ディスプレイ１
３に本来表示されるものと変わらないため、ぼやけて表示されてしまう恐れがあり、さら
に、液晶ディスプレイ１３における表示画面６０の表示も見やすくなるわけではない。本
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発明の携帯電話機１では、液晶ディスプレイ１３の表示画面６０に表示される表示内容と
プロジェクタ１６の投影画面７０に投影される表示内容とを個別に生成するため、一度に
多くの情報を、鮮明に表示することが可能となっている。
【００４１】
　なお、実施例１として、電話帳情報５０のうちのプロジェクタ表示を行う旨が設定され
ている画像情報５０ｆのみがプロジェクタ１６による投影画面７０に表示され、それ以外
の情報が液晶ディスプレイ１３の表示画面６０に表示される例について説明したが、これ
に限定されず、表示画面６０に表示される情報、投影画面７０に投影される情報の選択方
法は任意の方法であって良い。
【００４２】
　また、実施例１として、電話帳情報５０を表示する例について説明したが、これに限定
されず、メール情報等の任意の情報の表示に適用でき、また、Ｗｅｂページを表示する場
合、アプリケーションプログラムの実行画面を表示する場合等にも適用できる。
【００４３】
　さらに、表示画面６０において、図６（Ｃ）に示すように、プロジェクタ表示を行わな
い情報については、例えば文字の大きさを大きくしたり文字を太字にしたりする等により
拡大して表示すると良い。すなわち、図７に示す表示画面６０に比べて、画像情報５０ｆ
を表示しない分だけ表示スペースに余裕ができるので、図６（Ｃ）に示す表示画面６０の
ように、表示スペースいっぱいに表示情報を拡大して表示すると良い。これにより、液晶
ディスプレイ１３の表示画面６０の表示スペースを有効利用できるとともに、ユーザにと
って、より見やすい表示を行うことができる。
【００４４】
　本発明に係る電子機器（携帯電話機１）の実施例１によると、電話帳情報５０を表示す
る際、プロジェクタ１６の投影画面７０に表示情報の一部（画像情報５０ｆ）を表示し、
液晶ディスプレイ１３の表示画面６０に残りの表示情報（画像情報５０ｆ以外の電話帳情
報５０）を表示することにより、一度に多くの電話帳情報５０を鮮明に表示することが可
能となる。
【実施例２】
【００４５】
　ユーザが携帯電話機１を用いてＷｅｂページを閲覧する際、ＷｅｂページのＵＲＬの入
力、検索文字列の入力、Ｗｅｂ掲示板への入力等、ユーザがこのＷｅｂページに対して様
々な入力を行う場面が考えられる。Ｗｅｂページをプロジェクタ１６の投影画面７０に投
影して、複数人でＷｅｂページを閲覧している場合、この入力処理に関する情報を投影画
面７０に投影させるべきでない状況も考えられる。
【００４６】
　そこで携帯電話機１では、Ｗｅｂページをプロジェクタ１６の投影画面７０に投影して
いる際にユーザがこのＷｅｂページに対して入力を行う場合、この入力処理に関する情報
を液晶ディスプレイ１３の表示画面６０にのみ表示する。携帯電話機１の実施例２として
、このＷｅｂページ表示処理について、図８及び図９に基づいて説明する。
【００４７】
　携帯電話機１がこのＷｅｂページ表示処理を行う際の手順について、図８に示すフロー
チャートに基づいて説明する。なお実施例２では、携帯電話機１は、ユーザによりＷｅｂ
ページのプロジェクタ１６の投影画面７０への表示が指示されると、Ｗｅｂページをプロ
ジェクタ１６の投影画面７０に表示するとともに、この投影画面７０に表示された情報と
同じ情報を、液晶ディスプレイ１３に表示するものとする。
【００４８】
　始めに主制御部２０は、ユーザによりＷｅｂページの表示が指示されたか否かを判断す
る（Ｓ２０１）。この際、ユーザによる操作キー１７を介した入力等により、Ｗｅｂペー
ジの表示が指示される。Ｗｅｂページの表示が指示されていない場合（Ｓ２０１のＮｏ）
は、主制御部２０はそのまま待機する。
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【００４９】
　Ｗｅｂページの表示が指示された場合（Ｓ２０１のＹｅｓ）は、主制御部２０は、Ｗｅ
ｂ閲覧帳情報を取得してＷｅｂページを生成し、このＷｅｂページを表示画面６０として
液晶ディスプレイ１３に表示するとともに、投影画面７０としてプロジェクタ１６の投影
面に表示する（Ｓ２０３）。Ｗｅｂページを生成する際、記憶部２７に記憶されているＷ
ｅｂ閲覧情報を取得しても、アンテナ３１を介してＷｅｂ閲覧情報を取得しても良い。こ
の時の表示画面６０は、図９（Ａ）に示すように、Ｗｅｂページの内容が表示されるＷｅ
ｂページ表示欄６２を備えている。また、この時の投影画面７０も同様に、図９（Ｂ）に
示すように、Ｗｅｂページの内容が表示されるＷｅｂページ表示欄７２を備えている。
【００５０】
　主制御部２０は、表示されているＷｅｂページに対して、ユーザにより文字入力が指示
されたか否かを判断する（Ｓ２０５）。ユーザは、例えば、Ｗｅｂページ閲覧中にＵＲＬ
を指定する場合や、検索文字列を入力する場合、Ｗｅｂ掲示板への書き込みを行う場合等
に、操作キー１７を介した入力等により、文字入力を指示する。
【００５１】
　文字入力が指示された場合（Ｓ２０５のＹｅｓ）は、主制御部２０は、文字列を入力す
るための文字入力欄６２Ａを液晶ディスプレイ１３の表示画面６０に表示する（Ｓ２０７
）。この際、表示画面６０には、図９（Ｃ）に示すように、ステップＳ２０３にて表示さ
れたＷｅｂページ表示欄６２に重ねて、文字入力欄６２Ａ、及びこの文字入力欄６２Ａに
入力された文字列を確定するためのＯＫボタン６２Ｂが表示される。またこの時、投影画
面７０においては、図９（Ｄ）に示すように、文字列入力画面やＯＫボタン等の入力処理
に関する情報は表示されず、ステップＳ２０３にて表示された状態が保持される。
【００５２】
　表示画面６０に文字入力欄６２Ａが表示されると、ユーザは、操作キー１７を介して文
字列を入力し、入力が終了した時にＯＫボタン６２Ｂを選択する。主制御部２０は、この
ＯＫボタン６２Ｂが選択されたか否かにより、文字列が入力されたか否かを判断する（Ｓ
２０９）。文字列が入力されていない場合（Ｓ２０９のＮｏ）は、主制御部２０は、文字
列が入力されるまで待機する。
【００５３】
　文字列が入力された場合（Ｓ２０９のＹｅｓ）は、主制御部２０は、液晶ディスプレイ
１３の表示画面６０における文字入力欄６２Ａ及びＯＫボタン６２Ｂの表示を終了し、ス
テップＳ２０３における表示状態に戻す（Ｓ２１１）。そして主制御部２０は、ステップ
Ｓ２０９にて入力された文字列に基づいて所定の処理を行うとともに、液晶ディスプレイ
の表示画面６０やプロジェクタ１６の投影画面７０における表示にこの処理を反映させる
（Ｓ２１３）。例えば、主制御部２０は、ステップＳ２０９にて遷移先のＵＲＬが入力さ
れた場合には、このＵＲＬに対応するＷｅｂ閲覧情報を取得して表示し、検索文字列が入
力された場合には、所定サーバからこの検索文字列に基づいた検索結果を取得して表示す
る。
【００５４】
　ステップＳ２１３の処理を終えると、あるいは、文字入力が指示されなかった場合（Ｓ
２０５のＮｏ）は、主制御部２０はＷｅｂページの表示の終了が指示されたか否かを判断
する（Ｓ２１５）。ユーザは、例えば操作キー１７を介した入力等により、Ｗｅｂページ
の表示の終了を指示する。Ｗｅｂページの表示の終了が指示されていない場合（Ｓ２１５
のＮｏ）は、ステップＳ２０５に戻って、再び文字入力が指示されたか否かを判断する。
【００５５】
　Ｗｅｂページの表示の終了が指示された場合（Ｓ２１５のＹｅｓ）は、主制御部２０は
、液晶ディスプレイ１３の表示画面６０、及びプロジェクタ１６の投影画面７０における
Ｗｅｂページの表示を終了する（Ｓ２１７）。
【００５６】
　このようにして携帯電話機１においてＷｅｂページを閲覧する際に、このＷｅｂページ
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を液晶ディスプレイ１３の表示画面６０及びプロジェクタ１６の投影画面７０の双方に表
示するとともに、ユーザにより文字入力が指示された場合、文字入力欄を液晶ディスプレ
イ１３の表示画面６０にのみ表示する。
【００５７】
　なお、実施例２として、ユーザがＷｅｂページに対して文字列を入力する例について説
明したが、これに限定されず、記憶部１７に記憶されている画像情報を選択する場合、Ｗ
ｅｂブラウザの設定を変更する場合等にも適用できる。
【００５８】
　本発明に係る電子機器（携帯電話機１）の実施例２によると、Ｗｅｂページを表示する
際、プロジェクタ１６の投影画面７０及び液晶ディスプレイ１３の表示画面６０にＷｅｂ
ページを表示し、ユーザが入力を行う時に、液晶ディスプレイ１３の表示画６０にこの入
力処理に関する情報を表示することにより、一度に多くの情報を鮮明に表示することが可
能となる。
【実施例３】
【００５９】
　ユーザが複数人で会議を行う時などに、携帯電話機１のプロジェクタ表示を利用して、
説明のための表示情報をプロジェクタ１６の投影画面７０に投影させることにより、この
投影画面７０をみんなで確認しながら会議を進めることができる。しかし、複数人が投影
画面７０を見ている最中に携帯電話機１がメールを受信した場合、携帯電話機１のユーザ
にとって、自分自身はこのメールに関する情報を確認する必要があるが、投影画面７０を
見ている他の人々にはこのメールに関する情報を読まれたくない状況が考えられる。携帯
電話機１の実施例３として、このプロジェクタ表示中のメール受信処理について、図１０
及び図１１に基づいて説明する。
【００６０】
　携帯電話機１がこのプロジェクタ表示中のメール受信処理を行う際の手順について、図
１０に示すフローチャートに基づいて説明する。なお、携帯電話機１は、ユーザによりプ
ロジェクタ表示が指示された際に、所定の表示情報を液晶ディスプレイ１３の表示画面６
０、及びプロジェクタ１６の投影画面７０に表示するものとする。
【００６１】
　始めに主制御部２０は、ユーザによりプロジェクタ表示が指示されたか否かを判断する
（Ｓ３０１）。この際、ユーザによる操作キー１７を介した入力等により、プロジェクタ
表示が指示される。プロジェクタ表示が指示されていない場合（Ｓ３０１のＮｏ）は、主
制御部２０はそのまま待機する。
【００６２】
　プロジェクタ表示が指示された場合（Ｓ３０１のＹｅｓ）は、主制御部２０は、所定の
表示情報を取得して、この表示情報を表示画面６０として液晶ディスプレイ１３に表示す
るとともに、投影画面７０としてプロジェクタ１６の投影面に表示する（Ｓ３０３）。こ
の際、記憶部２７に記憶されている表示情報を取得しても、アンテナ３１を介して表示情
報を取得しても良い。この時の表示画面６０は、図１１（Ａ）に示すように、表示情報が
表示される表示情報表示欄６３を備えている。また、この時の投影画面７０も同様に、図
１１（Ｂ）に示すように、表示情報が表示される表示情報表示欄７３を備えている。
【００６３】
　主制御部２０は、メールを受信したか否かを判断する（Ｓ３０５）。メールを受信した
場合（Ｓ３０５のＹｅｓ）は、主制御部２０は、メールを受信した旨を表示するためのメ
ール受信表示欄６３Ａを液晶ディスプレイ１３の表示画面６０に表示する（Ｓ３０７）。
この際、表示画面６０には、図１１（Ｃ）に示すように、ステップＳ３０３にて表示され
た表示情報表示欄６３に重ねて、メール受信表示欄６３Ａ、及び、受信したメールをプロ
ジェクタ表示の最中に閲覧するための閲覧ボタン６３Ｂ、受信したメールをプロジェクタ
表示の終了後に閲覧する（すなわちプロジェクタ表示の最中にはメールを閲覧しない）「
後で閲覧」ボタン６３Ｃが表示される。またこの時、投影画面７０においては、図１１（
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Ｄ）に示すように、メール受信表示欄や閲覧ボタン等のメール受信に関する情報は表示さ
れず、ステップＳ３０３にて表示された状態が保持される。
【００６４】
　表示画面６０にメール受信表示欄６３Ａが表示されると、ユーザは、操作キー１７を介
して閲覧ボタン６３Ｂ、または「後で閲覧」ボタン６３Ｃを選択する。主制御部２０は、
この閲覧ボタン６３Ｂが選択されたか「後で閲覧」ボタン６３Ｃが選択されたかにより、
メールの閲覧が指示されたか否かを判断する（Ｓ３０９）。
【００６５】
　閲覧ボタン６３Ａが選択されてメールの閲覧が指示された場合（Ｓ３０９のＹｅｓ）は
、主制御部２０は、液晶ディスプレイ１３の表示画面６０に、ステップＳ３０５にて受信
したメール情報を表示する（Ｓ３１１）。この時の表示画面６０は、図１１（Ｅ）に示す
ように、メール情報が表示されるメール情報表示欄６３Ｄ、プロジェクタ表示の最中にメ
ールを返信するためのメール返信ボタン６３Ｅ、メール情報の表示を終了するための終了
ボタン６３Ｆを備えている。また、この時の投影画面７０においては、図１１（Ｆ）に示
すように、メール情報表示欄や返信ボタン、終了ボタン等のメール受信に関する情報は表
示されず、ステップＳ３０３にて表示された状態が保持される。
【００６６】
　「後で閲覧」ボタン６３Ｃが選択されてメールの閲覧が指示されなかった場合（Ｓ３０
９のＮｏ）は、主制御部２０は、液晶ディスプレイ１３の表示画面６０におけるメール受
信表示欄６３Ａ、閲覧ボタン６３Ｂ、及び「後で閲覧」ボタン６３Ｃの表示を終了する。
【００６７】
　ステップＳ３１１の処理を終了すると、あるいはメールの閲覧が指示されなかった場合
（Ｓ３０９のＮｏ）やメールを受信していない場合（Ｓ３０５のＮｏ）は、主制御部２０
は、プロジェクタ表示の終了が指示されたか否かを判断する（Ｓ３１３）。ユーザは、例
えば操作キー１７を介した入力等により、プロジェクタ表示の終了を指示する。プロジェ
クタ表示の終了が指示されていない場合（Ｓ３１３のＮｏ）は、ステップＳ３０５に戻っ
て、主制御部２０は再びメールを受信したか否かを判断する。
【００６８】
　プロジェクタ表示の終了が指示された場合（Ｓ３１３のＹｅｓ）は、主制御部２０は、
液晶ディスプレイ１３の表示画面６０、及びプロジェクタ１６の投影画面７０におけるプ
ロジェクタ表示を終了する（Ｓ３１５）。
【００６９】
　このようにして携帯電話機１においてプロジェクタ表示を行う際に、表示情報を液晶デ
ィスプレイ１３の表示画面６０及びプロジェクタ１６の投影画面７０の双方に表示すると
ともに、プロジェクタ表示の最中にメールを受信した場合、メールを受信した旨を液晶デ
ィスプレイ１３の表示画面６０にのみ表示する。また、携帯電話機１のユーザがこの受信
メールを読むときには、液晶ディスプレイ１３の表示画面６０にのみ、受信メールの内容
を表示する。
【００７０】
　本発明に係る電子機器（携帯電話機１）の実施例３によると、プロジェクタ表示を行っ
ている最中にメールを受信した際、メールを受信した旨、またはこの受信メールの内容を
液晶ディスプレイ１３の表示画面６０にのみ表示することにより、一度に多くの電話帳情
報５０を鮮明に表示することが可能となる。
【実施例４】
【００７１】
　実施例３と同様に、複数人が投影画面７０を見ている最中に携帯電話機１に着信があっ
た場合、携帯電話機１のユーザにとって、自分自身はこの着信に関する情報を確認する必
要があるが、投影画面７０を見ている他の人々にはこの着信に関する情報を読まれたくな
い状況が考えられる。携帯電話機１の実施例４として、このプロジェクタ表示中の着信処
理について、図１２及び図１３に基づいて説明する。
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【００７２】
　携帯電話機１がこのプロジェクタ表示中の着信処理を行う際の手順について、図１２に
示すフローチャートに基づいて説明する。なお、携帯電話機１は、ユーザによりプロジェ
クタ表示が指示された際に、所定の表示情報を液晶ディスプレイ１３の表示画面６０、及
びプロジェクタ１６の投影画面７０に表示するものとする。
【００７３】
　始めに主制御部２０は、ユーザによりプロジェクタ表示が指示されたか否かを判断する
（Ｓ４０１）。この際、ユーザによる操作キー１７を介した入力等により、プロジェクタ
表示が指示される。プロジェクタ表示が指示されていない場合（Ｓ４０１のＮｏ）は、主
制御部２０はそのまま待機する。
【００７４】
　プロジェクタ表示が指示された場合（Ｓ４０１のＹｅｓ）は、主制御部２０は、所定の
表示情報を取得して、この表示情報を表示画面６０として液晶ディスプレイ１３に表示す
るとともに、投影画面７０としてプロジェクタ１６の投影面に表示する（Ｓ４０３）。こ
の際、記憶部２７に記憶されている表示情報を取得しても、アンテナ３１を介して表示情
報を取得しても良い。この時の表示画面６０は、図１３（Ａ）に示すように、表示情報が
表示される表示情報表示欄６４を備えている。また、この時の投影画面７０も同様に、図
１３（Ｂ）に示すように、表示情報が表示される表示情報表示欄７４を備えている。
【００７５】
　主制御部２０は、着信があったか否かを判断する（Ｓ４０５）。着信があった場合（Ｓ
４０５のＹｅｓ）は、主制御部２０は、着信があった旨を表示するための着信表示欄６４
Ａを液晶ディスプレイ１３の表示画面６０に表示する（Ｓ４０７）。この際、表示画面６
０には、図１３（Ｃ）に示すように、ステップＳ４０３にて表示された表示情報表示欄６
４に重ねて、着信の相手先の電話番号情報を含んだ着信表示欄６４Ａ、及び、着信に応答
して通話するための通話ボタン６４Ｂ、着信に応答せずに留守番電話に切り替える（すな
わちプロジェクタ表示の最中には通話しない）留守電ボタン６４Ｃが表示される。またこ
の時、投影画面７０においては、図１３（Ｄ）に示すように、着信表示欄や通話ボタン、
留守電ボタン等の着信に関する情報は表示されず、ステップＳ４０３にて表示された状態
が保持される。
【００７６】
　表示画面６０に着信表示欄６４Ａが表示されると、ユーザは、操作キー１７を介して通
話ボタン６４Ｂ、または留守電ボタン６４Ｃを選択する。主制御部２０は、この通話ボタ
ン６４Ｂが選択されたか留守電ボタン６４Ｃが選択されたかにより、通話が指示されたか
否かを判断する（Ｓ４０９）。
【００７７】
　留守電ボタン６４Ｃが選択されて通話が指示されなかった場合（Ｓ４０９のＮｏ）は、
主制御部２０は、液晶ディスプレイ１３の表示画面６０における着信表示欄６４Ａ、通話
ボタン６４Ｂ、及び留守電ボタン６４Ｃ等の着信に関する情報の表示を終了するとともに
、留守番電話処理を行う（Ｓ４１１）。
【００７８】
　ステップＳ４１１の処理を終了すると、あるいは着信がなかった場合（Ｓ４０５のＮｏ
）は、主制御部２０は、プロジェクタ表示の終了が指示されたか否かを判断する（Ｓ４１
３）。ユーザは、例えば操作キー１７を介した入力等により、プロジェクタ表示の終了を
指示する。プロジェクタ表示の終了が指示されていない場合（Ｓ４１３のＮｏ）は、ステ
ップＳ４０５に戻って、主制御部２０は再び着信があったか否かを判断する。
【００７９】
　プロジェクタ表示の終了が指示された場合（Ｓ４１３のＹｅｓ）は、主制御部２０は、
液晶ディスプレイ１３の表示画面６０、及びプロジェクタ１６の投影画面７０におけるプ
ロジェクタ表示を終了する（Ｓ４１５）。
【００８０】
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　通話ボタン６４Ｂが選択されて通話が指示された場合（Ｓ４０９のＹｅｓ）は、主制御
部２０は、液晶ディスプレイ１３の表示画面６０、及びプロジェクタ１６の投影画面７０
におけるプロジェクタ表示を終了する（Ｓ４１７）。そして主制御部２０は、ステップＳ
４０５の着信に応答して、通話処理を行う（Ｓ４１９）。
【００８１】
　このようにして携帯電話機１においてプロジェクタ表示を行う際に、表示情報を液晶デ
ィスプレイ１３の表示画面６０及びプロジェクタ１６の投影画面７０の双方に表示すると
ともに、プロジェクタ表示の最中に着信があった場合、着信があった旨を示す情報、また
は着信の相手に関する情報を液晶ディスプレイ１３の表示画面６０にのみ表示する。また
、ユーザがこの着信に即座に応答する必要がない場合には、この着信に対して留守番電話
として応答することにより、プロジェクタ表示を続行することができる。
【００８２】
　本発明に係る電子機器（携帯電話機１）の実施例４によると、プロジェクタ表示を行っ
ている最中に着信があった際、着信があった旨を示す情報、またはこの着信の相手に関す
る情報を液晶ディスプレイ１３の表示画面６０にのみ表示することにより、一度に多くの
電話帳情報５０を鮮明に表示することが可能となる。
【実施例５】
【００８３】
　携帯電話機１は、通話を行う際に、ＣＣＤカメラ１５で撮像している画像（動画像）を
送信するとともに、相手側の画像を受信して液晶ディスプレイ１３またはプロジェクタ１
６に表示（投影）するテレビ電話機能を備えている。このテレビ電話機能を使用する際、
受信している画像、送信している画像を液晶ディスプレイ１３またはプロジェクタ１６に
対して、それぞれ別々に表示させることにより、双方の画像を同一画面上（例えば液晶デ
ィスプレイ１３の表示画面６０上）に表示させた場合よりも、受信している画像、送信し
ている画像を大きく鮮明に表示できる。これにより、ユーザの認識性の向上を図ることが
できる。特に、ユーザが視力の悪かった場合や、多人数でテレビ電話を行う場合に効果的
である。
【００８４】
　携帯電話機１の実施例５として、主制御部２０によるテレビ電話処理について、図１４
乃至図１７に基づいて説明する。実施例５では、携帯電話機１は、ユーザによりテレビ電
話が行われる際に、携帯電話機１を用いて各操作を行う際の表示先を示す表示先情報５１
に基づいて、相手側がら受信している画像、自分側から送信している画像をプロジェクタ
１６の投影画面７０、または液晶ディスプレイ１３の表示画面６０に表示する。
【００８５】
　表示先情報５１は、記憶部２７に予め記憶されている。表示先情報５１は、図１４に示
すように、携帯電話機１により行われる操作を示す操作情報５１ａ、プロジェクタ１６の
投影画面７０に表示するか否かを示すプロジェクタ情報５１ｂ、液晶ディスプレイ１３の
表示画面６０に表示するか否かを示す液晶ディスプレイ情報５１ｃがそれぞれ対応付けら
れた情報である。プロジェクタ情報５１ｂ及び液晶ディスプレイ情報５１ｃは、例えば、
表示する場合は「ＯＮ」、表示しない場合は「ＯＦＦ」で表されている。
【００８６】
　例えば図１４に示す表示先情報５１では、「テレビ電話：相手」の操作情報５１ａ、「
ＯＦＦ」のプロジェクタ情報５１ｂ、「ＯＮ」の液晶ディスプレイ情報５１ｃがそれぞれ
対応付けられている。また、「テレビ電話：自分」の操作情報５１ａ、「ＯＮ」のプロジ
ェクタ情報５１ｂ、「ＯＦＦ」の液晶ディスプレイ情報５１ｃがそれぞれ対応付けられて
いる。これは、携帯電話機１におけるテレビ電話処理の際に、相手側の画像を液晶ディス
プレイ１３の表示画面６０に表示するとともに、自分側の画像をプロジェクタ１６の投影
画面７０に表示することを意味する。
【００８７】
　携帯電話機１の主制御部２０がこの表示先情報５１に基づいてテレビ電話処理を行う際



(15) JP 2009-141489 A 2009.6.25

10

20

30

40

50

の手順について、図１５に示すフローチャートに基づいて説明する。
【００８８】
　始めに主制御部２０は、ユーザによりテレビ電話が開始されたか否かを判断する（Ｓ５
０１）。この際、テレビ電話の着信やユーザによる操作キー１７を介した入力等により、
テレビ電話が開始される。テレビ電話が開始されていない場合（Ｓ５０１のＮｏ）は、主
制御部２０はそのまま待機する。テレビ電話が開始された場合（Ｓ５０１のＹｅｓ）は、
主制御部２０は、記憶部２７から表示先情報５１を取得する（Ｓ５０３）。
【００８９】
　主制御部２０は、ステップＳ５０３にて取得して表示先情報５１に基づいて、テレビ電
話操作時の相手側のプロジェクタ情報５１ｂが「ＯＮ」であるか否かを判断する（Ｓ５０
５）。テレビ電話操作時の相手側のプロジェクタ情報５１ｂが「ＯＮ」であった場合（Ｓ
５０５のＹｅｓ）は、主制御部２０は、相手側から受信している画像をプロジェクタ１６
の投影画面７０に表示する（Ｓ５０７）。
【００９０】
　主制御部２０は、ステップＳ５０３にて取得して表示先情報５１に基づいて、テレビ電
話操作時の相手側の液晶ディスプレイ情報５１ｃが「ＯＮ」であるか否かを判断する（Ｓ
５０９）。テレビ電話操作時の相手側の液晶ディスプレイ情報５１ｃが「ＯＮ」であった
場合（Ｓ５０９のＹｅｓ）、あるいはテレビ電話操作時の相手側のプロジェクタ情報５１
ｂが「ＯＦＦ」であった場合（Ｓ５０５のＮｏ）は、主制御部２０は、相手側から受信し
ている画像を液晶ディスプレイ１３の表示画面６０に表示する（Ｓ５１１）。
【００９１】
　主制御部２０は、ステップＳ５０３にて取得して表示先情報５１に基づいて、テレビ電
話操作時の自分側のプロジェクタ情報５１ｂが「ＯＮ」であるか否かを判断する（Ｓ５１
３）。テレビ電話操作時の自分側のプロジェクタ情報５１ｂが「ＯＮ」であった場合（Ｓ
５０５のＹｅｓ）は、主制御部２０は、自分側から送信している画像をプロジェクタ１６
の投影画面７０に表示する（Ｓ５１５）。
【００９２】
　主制御部２０は、ステップＳ５０３にて取得して表示先情報５１に基づいて、テレビ電
話操作時の自分側の液晶ディスプレイ情報５１ｃが「ＯＮ」であるか否かを判断する（Ｓ
５１７）。テレビ電話操作時の自分側の液晶ディスプレイ情報５１ｃが「ＯＮ」であった
場合（Ｓ５１７のＹｅｓ）は、主制御部２０は、自分側から送信している画像を液晶ディ
スプレイ１３の表示画面６０に表示する（Ｓ５１９）。
【００９３】
　主制御部２０は、ステップＳ５０５乃至Ｓ５１９にて、表示先情報５１に基づいて表示
先の設定を終えると、ユーザにより表示先の変更が指示されたか否かを判断する（Ｓ５２
１）。この際、テレビ電話中に、ユーザによる操作キー１７を介した入力等により、表示
先の変更が指示される。表示先の変更が指示された場合（Ｓ５２１のＹｅｓ）は、主制御
部２０は、ユーザによる指示内容に基づいて、ステップＳ５０５乃至Ｓ５１９の処理を再
び行ってテレビ電話画像の表示先を設定する。
【００９４】
　表示先の変更が指示されていない場合（Ｓ５２１のＮｏ）は、主制御部２０は、テレビ
電話が終了されたか否かを判断する（Ｓ５２３）。この際、例えば、相手側によるテレビ
電話の切断やユーザによる操作キー１７を介した入力等により、テレビ電話が終了される
。テレビ電話が終了されていない場合（Ｓ５２３のＮｏ）は、ステップＳ５２１に戻って
、主制御部２０は、ユーザにより表示先の変更が指示されたか否かを判断する。
【００９５】
　テレビ電話が終了された場合（Ｓ５２３のＹｅｓ）は、主制御部２０は、液晶ディスプ
レイ１３の表示画面６０、及びプロジェクタ１６の投影画面７０におけるテレビ電話画像
の表示を終了する（Ｓ５２５）。
【００９６】
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　図１４に示す表示先情報５１に基づいた場合、液晶ディスプレイ１３の表示画面６０に
は、図１６（Ａ）に示すように、相手側から受信している画像６５が表示されるとともに
、プロジェクタ１６の投影画面７０には、図１６（Ｂ）に示すように、自分側から送信し
ている画像７５が表示される。
【００９７】
　また、例えば、「テレビ電話：相手」の操作情報５１ａ、「ＯＮ」のプロジェクタ情報
５１ｂ、「ＯＮ」の液晶ディスプレイ情報５１ｃがそれぞれ対応付けられていて、「テレ
ビ電話：自分」の操作情報５１ａ、「ＯＦＦ」のプロジェクタ情報５１ｂ、「ＯＮ」の液
晶ディスプレイ情報５１ｃがそれぞれ対応付けられていた場合は、液晶ディスプレイ１３
の表示画面６０には、図１７（Ａ）に示すように、相手側から受信している画像６５Ａ及
び自分側から送信している画像６５Ｂが表示されるとともに、プロジェクタ１６の投影画
面７０には、図１７（Ｂ）に示すように、相手側から受信している画像７５が表示される
。
【００９８】
　このようにして携帯電話機１においてテレビ電話を行う際に、予め設定された表示先情
報５１に基づいて、相手側から受信している画像、自分側から送信している画像が、液晶
ディスプレイ１３の表示画面６０やプロジェクタ１６の投影画面７０に表示される。この
際、表示先情報５１に応じて、液晶ディスプレイ１３の表示画面６０やプロジェクタ１６
の投影画面７０に、相手側から受信している画像、自分側から送信している画像のいずれ
かが表示されたり、双方の画像が表示されたりする。
【００９９】
　また、携帯電話機１においてテレビ電話を行っている最中に、テレビ電話中にユーザに
表示先を切り替えるよう指示された場合、この指示内容に基づいて、相手側から受信して
いる画像、自分側から送信している画像の表示先を切り替える。
【０１００】
　本発明に係る電子機器（携帯電話機１）の実施例２によると、テレビ電話を行う際に、
相手側から受信している画像、自分側から送信している画像が、液晶ディスプレイ１３の
表示画面６０またはプロジェクタ１６の投影画面７０に別々に表示されることにより、一
度に多くの電話帳情報５０を鮮明に表示することが可能となる。
【０１０１】
　なお、携帯電話機１がプロジェクタ１６を用いて表示内容を投影する例について説明し
たが、これに限定されず、テレビ等の外部映像機器が接続されてこの外部映像機器へ表示
画面を出力することも可能である。
【０１０２】
　また、記憶部２７に記憶されている各種情報に対して、個人情報である否かを設定して
おくことで、携帯電話機１がプロジェクタ１６を用いてこれら各種情報を投影する際に、
個人情報である旨が設定されている情報については、投影が遮断されるようにフィルター
をかけても良い。具体的には、記憶部２７に記憶されている各種情報に対して、個人情報
であることを示す属性を予め付しておくことで、プロジェクタ１６を用いてこれら各種情
報を投影する際に、この属性が付されていない情報はプロジェクタ１６の投影画面７０に
投影され、この属性が付された情報は、液晶ディスプレイ１３の表示画面６０に表示され
るようにすることで、個人情報の漏洩を防止することができる。
【０１０３】
　本発明の説明として、携帯電話機１について説明したが、これに限らず、ＰＨＳ（Ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）等、液晶ディスプレイ等の表示画面及びプロジェ
クタを備えた電子機器であれば、任意の電子機器であって良い。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本発明に係る電子機器（携帯電話機）の開状態を示す斜視図。
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【図２】本発明に係る電子機器（携帯電話機）のプロジェクタの内部構造を説明するため
の図。
【図３】本発明に係る電子機器（携帯電話機）の機能ブロック図。
【図４】電話帳情報を示すデータ構成図。
【図５】本発明に係る電子機器（携帯電話機）において電話帳表示処理を行う際の手順を
示すフローチャート。
【図６】（Ａ）は、本発明に係る電子機器（携帯電話機）において電話帳表示処理を行う
際、プロジェクタを用いた場合の液晶ディスプレイに表示される表示画面の一例を示す画
面図、（Ｂ）は、本発明に係る電子機器（携帯電話機）において電話帳表示処理を行う際
、プロジェクタを用いた場合のプロジェクタの投影面に投影される投影画面の一例を示す
画面図、（Ｃ）は、本発明に係る電子機器（携帯電話機）において電話帳表示処理を行う
際、プロジェクタを用いた場合の液晶ディスプレイに表示される表示画面の一例を示す画
面図。
【図７】本発明に係る電子機器（携帯電話機）において電話帳表示処理を行う際、プロジ
ェクタを用いない場合の液晶ディスプレイに表示される表示画面の一例を示す画面図。
【図８】本発明に係る電子機器（携帯電話機）においてＷｅｂページ表示処理を行う際の
手順を示すフローチャート。
【図９】（Ａ）は、本発明に係る電子機器（携帯電話機）においてＷｅｂページ表示処理
を行う際、液晶ディスプレイに表示される表示画面の一例を示す画面図、（Ｂ）は、本発
明に係る電子機器（携帯電話機）においてＷｅｂページ表示処理を行う際、プロジェクタ
の投影面に表示される投影画面の一例を示す画面図、（Ｃ）は、本発明に係る電子機器（
携帯電話機）においてＷｅｂページ表示処理を行う際、文字入力が指示された場合の液晶
ディスプレイに表示される表示画面の一例を示す画面図、（Ｄ）は、本発明に係る電子機
器（携帯電話機）においてＷｅｂページ表示処理を行う際、文字入力が指示された場合の
プロジェクタの投影面に表示される投影画面の一例を示す画面図。
【図１０】本発明に係る電子機器（携帯電話機）においてプロジェクタ表示中のメール受
信処理を行う際の手順を示すフローチャート。
【図１１】（Ａ）は、本発明に係る電子機器（携帯電話機）においてプロジェクタ表示中
のメール受信処理を行う際、液晶ディスプレイに表示される表示画面の一例を示す画面図
、（Ｂ）は、本発明に係る電子機器（携帯電話機）においてプロジェクタ表示中のメール
受信処理を行う際、プロジェクタの投影面に表示される投影画面の一例を示す画面図、（
Ｃ）は、本発明に係る電子機器（携帯電話機）においてプロジェクタ表示中のメール受信
処理を行う際、メールを受信した場合の液晶ディスプレイに表示される表示画面の一例を
示す画面図、（Ｄ）は、本発明に係る電子機器（携帯電話機）においてプロジェクタ表示
中のメール受信処理を行う際、メールを受信した場合のプロジェクタの投影面に表示され
る投影画面の一例を示す画面図、（Ｅ）は、本発明に係る電子機器（携帯電話機）におい
てプロジェクタ表示中のメール受信処理を行う際、メールを閲覧した場合の液晶ディスプ
レイに表示される表示画面の一例を示す画面図。（Ｆ）は、本発明に係る電子機器（携帯
電話機）においてプロジェクタ表示中のメール受信処理を行う際、メールを閲覧した場合
のプロジェクタの投影面に表示される投影画面の一例を示す画面図。
【図１２】本発明に係る電子機器（携帯電話機）においてプロジェクタ表示中の着信処理
を行う際の手順を示すフローチャート。
【図１３】（Ａ）は、本発明に係る電子機器（携帯電話機）においてプロジェクタ表示中
の着信処理を行う際、液晶ディスプレイに表示される表示画面の一例を示す画面図、（Ｂ
）は、本発明に係る電子機器（携帯電話機）においてプロジェクタ表示中の着信処理を行
う際、プロジェクタの投影面に表示される投影画面の一例を示す画面図、（Ｃ）は、本発
明に係る電子機器（携帯電話機）においてプロジェクタ表示中の着信処理を行う際、着信
した場合の液晶ディスプレイに表示される表示画面の一例を示す画面図、（Ｄ）は、本発
明に係る電子機器（携帯電話機）においてプロジェクタ表示中の着信処理を行う際、着信
した場合のプロジェクタの投影面に表示される投影画面の一例を示す画面図。
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【図１４】表示先情報を示すデータ構成図。
【図１５】本発明に係る電子機器（携帯電話機）においてテレビ電話処理を行う際の手順
を示すフローチャート。
【図１６】（Ａ）は、本発明に係る電子機器（携帯電話機）においてテレビ電話処理を行
う際、液晶ディスプレイに表示される表示画面の一例を示す画面図、（Ｂ）は、本発明に
係る電子機器（携帯電話機）においてテレビ電話処理を行う際、プロジェクタの投影面に
表示される投影画面の一例を示す画面図。
【図１７】（Ａ）は、本発明に係る電子機器（携帯電話機）においてテレビ電話処理を行
う際、液晶ディスプレイに表示される表示画面の一例を示す画面図、（Ｂ）は、本発明に
係る電子機器（携帯電話機）においてテレビ電話処理を行う際、プロジェクタの投影面に
表示される投影画面の一例を示す画面図。
【符号の説明】
【０１０５】
　１…携帯電話機，１０…上筐体，１１…下筐体，１２…ヒンジ部，１３…液晶ディスプ
レイ，１４…スピーカ，１５…ＣＣＤカメラ，１６…プロジェクタ，１６ａ…ＬＥＤ，１
６ｂ…液晶パネル，１６ｃ…光反射部材，１６ｄ…反射面，１６ｅ…レンズ光学系，１７
…操作キー，１８…マイクロフォン，２０…主制御部，２１…電源回路部，２２…操作入
力制御部，２３…表示制御部，２４…撮像制御部，２５…音声制御部，２６…変復調回路
部，２７…記憶部，２８…投影制御部，３０…送受信回路部，３１…アンテナ，５０…電
話帳情報，５１…表示先情報，６０…表示画面，７０…投影画面。
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