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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの表示部を有する第１の筐体と、この第１の筐体に対し折り畳み可能に接続されて
折り畳まれた際には前記２つの表示部の一方を覆い隠す第２の筐体と、からなり、
　テレビ放送を受信するテレビ受信部と、前記テレビ放送の受信および通話処理に関する
制御を行う制御部とを備えた携帯電話機であって、
　前記制御部は、前記テレビ受信部の出力によるテレビ画面を表示する際には、前記第１
の筐体と前記第２の筐体との位置関係に関わらず露出する方の表示部に常にテレビ画面を
表示する一方、テレビ放送受信中に着信がある場合には、前記テレビ画面の表示を継続さ
せつつ、前記テレビ受信部のテレビ音声の出力を中断し、通話モードに移行させるように
構成されたことを特徴とする携帯電話機。
【請求項２】
　前記２つの表示部は互いに表示面積が異なるように構成され、前記制御部は、前記第１
の筐体と前記第２の筐体との位置関係により前記２つの表示部がともに露出する場合は、
表示面積の大きい方にテレビ画面を表示することを特徴とする請求項１に記載の携帯電話
機。
【請求項３】
　前記制御部は、着信がある場合に、前記表示部の表示領域を第１の部分および第２の部
分に分割し、前記第１の部分に前記テレビ受信部によるテレビ画面を表示し、前記第２の
部分に発信者の情報を表示させることを特徴とする請求項１又は２に記載の携帯電話機。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機に関し、より詳細にはテレビ受信機能を備えた携帯電話機に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機にテレビジョン受信装置を組み込むことが提案されている。携帯電話機に、
地上波ディジタル放送を受信して符号化映像・音声データを取得するチューナと、符号化
映像・音声データをメモリカード又は内蔵メモリに格納する手段と、メモリカード又は内
蔵メモリから読み出した符号化映像・音声データ又はチューナから供給された符号化映像
・音声データをデコードして携帯電話機のディスプレイ上に映像表示するとともに携帯電
話機のスピーカから音声出力するというものである。
【０００３】
　テレビ視聴中に着信があり、携帯電話の利用者が通話を優先したときには通話のために
視聴中の番組で見られなかった部分が生じることになる。通話終了後にその部分を見るこ
とができるように、電話機能部およびテレビ受信部に加えて、番組の視聴中に着信が生じ
たとき又はユーザが通話開始操作を行ったときに視聴中の番組の符号化映像・音声データ
を内蔵メモリに記録させる手段を備えるようにし、通話が終了すると、録画処理を続行し
つつ内蔵メモリから符号化映像・音声データを読み出し、通話開始時点の映像から番組を
再生する（いわゆる追っかけ再生を行う）、という技術が提案されている。
【特許文献１】特開２００３－１１１００４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　地上ディジタル放送を受信できる携帯電話機において、テレビ視聴中に着信があったと
きテレビ受信を止めて携帯電話機を通話可能な状態（通話モード）にしなければならなか
った。
　本発明は斯かる課題を解決するためになされたもので、テレビ視聴中に着信があったと
きにテレビ画面表示を継続させつつ音声の出力を中断し、通話モードに移行することがで
きる携帯電話機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】
　上記目的を達成するために請求項１記載の発明は、２つの表示部を有する第１の筐体と
、この第１の筐体に対し折り畳み可能に接続されて折り畳まれた際には前記２つの表示部
の一方を覆い隠す第２の筐体と、からなり、テレビ放送を受信するテレビ受信部と、前記
テレビ放送の受信および通話処理に関する制御を行う制御部とを備えた携帯電話機であっ
て、前記制御部は、前記テレビ受信部の出力によるテレビ画面を表示する際には、前記第
１の筐体と前記第２の筐体との位置関係に関わらず露出する方の表示部に常にテレビ画面
を表示する一方、テレビ放送受信中に着信がある場合には、前記テレビ画面の表示を継続
させつつ、前記テレビ受信部のテレビ音声の出力を中断し、通話モードに移行させるよう
に構成されたことを特徴とする。
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記２つの表示部は互
いに表示面積が異なるように構成され、前記制御部は、前記第１の筐体と前記第２の筐体
との位置関係により前記２つの表示部がともに露出する場合は、表示面積の大きい方にテ
レビ画面を表示することを特徴とする。
【０００９】
　また、請求項３の発明は、請求項１又は２記載の発明であって、前記制御部は、着信が
ある場合に、前記表示部の表示領域を第１の部分および第２の部分に分割し、前記第１の
部分に前記テレビ受信部によるテレビ画面を表示し、前記第２の部分に発信者の情報を表
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示させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、携帯電話機の開閉状態に関わらず、テレビ視聴中に着信があったとき
に、テレビ画像を表示させつつ通話を行うことが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
［第１の発明の実施の形態］
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。図１（ａ）、（ｂ
）は、本実施の形態にかかる携帯電話機１の外観図（開いた状態の正面図および背面図）
である。本実施の形態にかかる携帯電話機１は、蓋部と本体部とからなる二つ折り構造で
ある。蓋部と本体部は図示しないヒンジを介して結合されていて、当該ヒンジにより本携
帯電話機１は折り畳んだ状態と図１の開いた状態の２つの状態をとることができる。折り
畳んだ状態では表示部１３とキー入力部１４は内側に位置し表面には現れないが、サブ表
示部１６、ＬＥＤ１７，スピーカ１９は表面に現れている。
【００１４】
　アンテナ１１は、蓋部の背面に設けられており、伸縮自在となっている。スピーカ１２
は、蓋部の前面側に設けられており、音声を出力する。表示部（メイン表示部１３）は、
１２０ドット（幅）×１６０ドット（高さ）のカラー液晶デバイスで構成されている。表
示部１３には、写真つきメールの写真と本文とを同時に表示可能なＱＶＧＡクラスの解像
度を備えている。
【００１５】
　キー操作部１４は、本体部の前面に設けられており、各種機能キー（メールキー１４１
、アドレスキー１４２、ファンクションキー１４３）、テンキー１４４、シャッターキー
１４５などからなる。メールキー１４１は、メール機能を起動し、メールメニューを表示
するためのものである。アドレスキー１４２は、送信先のメールアドレスを選択する際に
用いるアドレス帳を開くためのものである。ファンクションキー１４３は、動画付きメー
ルの作成時、或いは、動画付きメールの確認時、動画の再生や一時停止などを指示するた
めのものである。テンキー１４４は、電話番号や文字の入力の際に使用する。シャッター
キー１４５は、撮像モード時において、所定秒（約２秒）の押圧維持検出で、動画撮影を
開始する。マイク１５は、本体部の下部に設けられており、音声を入力する。
【００１６】
　サブ表示部１６は、蓋部の背面に設けられている。また、背面には、メール等の着信の
際に、発光するＬＥＤ１７が配置されている。撮像レンズ１８は、蓋部２の背面、上記サ
ブ表示部１６の下部に設けられている。撮像レンズ１８により撮影され取り込まれたデー
タは、動画撮影が終了するまで、若しくは、所定容量（最大１００Ｋバイト）を超えるま
で、たとえばＲＡＭ２９（図２参照）に設けられた撮像データバッファ領域に蓄積される
。そして、所定容量までデータが蓄積されたか、若しくは、上記押圧維持が解除されたこ
とを検出して圧縮ファイル化され、画像メモリ２３（図２参照）に格納される。
【００１７】
　報知スピーカ１９は、着信などを報知するものであり、蓋部を本体部に閉じた状態でも
報知音が聞こえるように、本体部の裏面に配置されている。
【００１８】
　図２は、携帯電話機１の構成を示すブロックダイヤグラムである。無線送信部２０は、
無線により内蔵アンテナ２０１を介して音声やデータ（メールデータ）を送受し変調／復
調する（アンテナ１１はテレビ受信用である）。信号処理部２１は、無線送受信部２０で
受信した音声やデータ（メールデータ）を復調し、或いは、無線送受信部２０へ送信する
ための音声やデータを変調するなど無線通信に必要な処理を実行する。制御部２２は、各
種動作および全体の動作を制御する。アンテナ１１と２０１の役割を入れ替えてもよいし
、あるいはアンテナを共用するようにしてもよい。
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【００１９】
　画像メモリ２３は、撮像部（撮像レンズ１８、撮像モジュール１８１、ＤＳＰ１８２）
で撮像され、画像処理プログラムに格納されたプログラムにより圧縮符号化された画像フ
ァイルや、ＷＷＷを介してダウンロードした画像ファイルを格納するためのメモリである
。ＲＯＭ２４は、書き換え可能なＦｌａｓｈ　ＲＯＭで構成され、本発明の特徴となる、
後述する各種プログラムを格納する。
【００２０】
　ドライバ２５は、表示部１３の表示領域に相当するバッファを備え、表示部１３を駆動
させる。ドライバ２６は、サブ表示部１６を駆動させる。加入者情報記憶部２７は、本携
帯電話機１を呼び出すための電話番号や、操作者（加入者）のＩＤなどプロフィールデー
タを格納する。ＲＯＭ２８は、制御部２２を制御する各種プログラムなどを格納する。Ｒ
ＡＭ２９は、無線通信端末として必要なデータを格納するとともに、メールデータも格納
記憶する。特に、ＲＡＭ２９には、撮影モードにおいて、撮影中の動画を一度バッファリ
ングするための記憶領域が設けられる。
【００２１】
　音声信号処理部２００は、マイク１５から入力された音声信号を符号化処理したり、無
線信号処理部２１から出力された信号に基づいて復号化してスピーカ１２を駆動させ、音
声を出力する。撮像モジュール１８１は、ＣＣＤ若しくはＣＭＯＳで構成され、カラー画
像を取り込む。ＤＳＰ１８２は、撮像モジュール１８１にて取り込まれた画像を符号化処
理する。報知デバイス１９２は、報音スピーカ１９、バイブレータ１９１、ＬＥＤ１７１
を駆動するためのドライバである。
【００２２】
　チューナ２０２～音声復号部２０５は、テレビ放送を視聴するためのテレビ受信部２０
０を構成する。チューナ２０２は地上波ディジタル放送を受信し、ＯＦＤＭ復調部２０３
がＯＦＤＭ（直交周波数分割多重変調）された信号を復調し、映像復号部２０４および音
声復号部２０５が符号化された映像および音声データを取得する。映像および音声データ
をデコードし、映像を表示部１３あるいはサブ表示部１６に表示し、スピーカ１２から音
声を出力することにより、携帯電話の利用者はテレビ放送を楽しむことができる。
【００２３】
　制御部２２は無線送受信部２０乃至音声信号処理部２００を制御し通話処理を行わせる
とともに、テレビ受信部２００を制御する。具体的には以下に説明するフローチャートの
処理を行う。
【００２４】
　このように構成された携帯電話機の動作について、以下、フローチャートを参照して説
明する。図３～図７は、本実施の形態にかかる携帯電話機のメインフローを示すフローチ
ャートである。この携帯電話機において、電源が投入されるとイニシャライズ処理が実行
される（図３のステップ３０１）。次いで、無線送受信部２０を含むＲＦ部の電源をオン
にし（ステップ３０２）、サブ表示部１６（第２表示部）をオンにする（ステップ３０３
）。
【００２５】
　その後、制御部２２は、ＴＶスイッチ（図示せず）がオンであるかどうかを判定する（
ステップ３０４）。ＴＶスイッチは携帯電話に設けられたＴＶ視聴用のスイッチである。
これは専用のスイッチであってもよいし、キー操作部１４のいずれかのスイッチと兼用し
てもよい。
【００２６】
　ＴＶスイッチがオンであるときは（ステップ３０４においてイエス(YES)）、制御部２
２は、サブ表示部１６（第２表示部）にテレビ受信部２００が出力する映像を表示させる
（ステップ３０５）とともに、スピーカ１２からテレビ受信部２００からの音声を出力さ
せる（ステップ３０６）。ＴＶスイッチがオンでないときは（ステップ３０４においてノ
ー(NO)）サブ表示部１６（第２表示部）に消費電力に関する画面を表示する（ステップ３
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１１）。
【００２７】
　図示しない本体開スイッチがオンであるかどうか判定する（ステップ３０７）。本体開
スイッチは例えば携帯電話を開閉するためのヒンジ近傍に設けられたマイクロスイッチで
あり、携帯電話が折り畳まれているときはオフであるが、携帯電話の利用者が通話しよう
として携帯電話を開くとこれを検出してオンになるものである。本体開スイッチがオンで
なければ（ステップ３０７でノー(No)）、サブ表示部１６（第２表示部）にはテレビ画面
が表示されている。しかし、本体開スイッチがオンになると（ステップ３０７でイエス(Y
ES)）、以下に説明するように表示部１３（第１表示部）にテレビ画面を表示するか、あ
るいは通話可能な状態に移行する。すなわち、携帯電話が閉じた状態で、かつＴＶスイッ
チがオンのときは利用者が携帯電話を開かない限り、サブ表示部１６（第２表示部）にテ
レビ受信部２００の映像が表示され、この状態が継続することになる。
【００２８】
　本体開スイッチがオンになると（ステップ３０７でイエス(YES)）、表示部１３（第１
表示部）がオンになる（ステップ３０８）。ＴＶスイッチがオンであるかどうか判断され
（ステップ３０９）、オンの場合（ステップ３０９でイエス(YES)）はステップ３１０で
着信中かどうか判断され、オフの場合（ステップ３０９でノー(NO)）はステップ３１２で
着信中かどうか判断される。ステップ３１０でイエス(YES)のときは図４の（１）に処理
が移されて通話モードになり、ステップ３１０でノー(NO)のときは図５の（４）に処理が
移されて表示部１３（第１表示部）にテレビ画面が表示される。ステップ３１２でイエス
(YES)のときは図４の（３）に処理が移されて通話モードになり、ノー(NO)のときは図５
の（５）に処理が移されて表示部１３（第１表示部）にテレビ画面が表示される。
【００２９】
　図４のフローチャートを参照して通話モードへの移行処理について説明する。図３のス
テップ３１０でイエス(YES)、つまり本体が開いた状態になったときにＴＶスイッチがオ
ンであり、かつ着信中のとき（典型的には携帯電話機を閉じた状態で利用者がテレビを見
ていたときに着信があり、通話しようとして本体を開いたとき）、制御部２２は、まずテ
レビ受像処理をオフにする（ステップ４０１）。そして通話モードに移行する。
【００３０】
　図３のステップ３１２でイエス(YES)、つまり本体が開いた状態になったときにＴＶス
イッチがオフであり、かつ着信中のとき（典型的には携帯電話機を閉じた状態で着信があ
り、通話しようとして本体を開いたとき）、通常どおり通話モードに移行する。すなわち
、制御部２２は、表示部１３（第１表示部）に着信画面を表示させ（ステップ４０２）、
オフフック操作がなされたかどうか判定し（ステップ４０３）、オフフック操作がなされ
たとき（ステップ４０３でイエス(YES)）、着信報知を停止し（ステップ４０４）、通話
処理を行う（ステップ４０５）。オンフック操作がなされたとき（ステップ４０６でイエ
ス(YES)）、終話処理を行う（ステップ４０７）。このときＴＶスイッチがオン（ステッ
プ４０８でイエス(YES)）であればテレビ受像処理をオンにしたうえで図３のステップ３
０９の処理に戻る。すなわち、着信中でなければ表示部１３（第１表示部）にテレビ画面
が表示される。
【００３１】
　図５のフローチャートを参照して本体を開いたときに着信中でなく、テレビ画面を表示
する処理について説明する。図３のステップ３１０でノー(No)、つまり本体が開いた状態
になったときにＴＶスイッチがオンであり、かつ着信中でないとき、サブ表示部１６（第
２表示部）に待ち受け画面を表示する（ステップ５０１）。制御部２２は、テレビ受信部
からのテレビ画面を表示部１３（第１表示部）に表示させる（ステップ５０２）とともに
、テレビ受信部からの音声をスピーカ１２に出力させる（ステップ５０３）。そして、図
６のステップ６０１の処理に進む。一方、図３のステップ３１２でイエス(YES)、つまり
本体が開いた状態になったときにＴＶスイッチがオフであり、かつ着信中でないとき、サ
ブ表示部１６（第２表示部）に待ち受け画面を表示する（ステップ５０４）とともに表示
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部１３（第１表示部）に待ち受け画面を表示する（ステップ５０５）。本体開スイッチが
オフかどうか判定し（ステップ５０６）、オフであれば（ステップ５０６でイエス(YES)
）図３のステップ６の処理に戻り、オンであれば（ステップ５０６でノー(No)）図６のス
テップ６０１の処理に進む。
【００３２】
　図６のフローチャートにおいて、オフフック操作がなされたかどうか判定する（ステッ
プ６０１）。当該操作がなされていないとき（ステップ６０１でノー(No)）、図７のステ
ップ７０１の処理に進む。当該操作がなされたとき（ステップ６０１でイエス(YES)）、
ＴＶスイッチがオンかどうか判定し（ステップ６０２）、オンのときは通話処理を優先す
るためにテレビ画面表示および同音声出力をオフにする（ステップ６０３）。そして、表
示部１３（第１表示部）に番号入力画面を表示する（ステップ６０４）。番号が入力され
たかどうか判定する（ステップ６０５）。入力されないときは（ステップ６０５でノー(N
o)）、さらにオンフック操作がなされたかどうか判定し（ステップ６１３）、オンフック
操作がなされたときは（ステップ６１３でイエス(YES)）ステップ６１４の処理に進むが
、そうでないときはステップ６０４の処理に戻る。
【００３３】
　番号が入力されたときは（ステップ６０５でイエス(YES)）、制御部２２は、入力番号
に応じて発信処理を行い（ステップ６０６）、読み出し画面を表示し（ステップ６０７）
、呼び出し報知処理を行う（ステップ６０８）。接続されたかどうか判定し（ステップ６
０９）、接続されないとき（ステップ６０９でノー(No)）はステップ６０７～６０８の処
理を継続し、接続されたとき（ステップ６０９でイエス(YES)）は通話処理を行う（ステ
ップ６１０）。オンフック操作がなされたかどうか判定し（ステップ６１１）、当該操作
がなされたとき（ステップ６１１でイエス(YES)）終話処理を行い（ステップ６１２）、
ステップ６１４の処理に進む。
【００３４】
　テレビスイッチがオンかどうか判定し（ステップ６１４）、オンのとき（ステップ６１
４でイエス(YES)）には、制御部２２は、テレビ受信部をオンにし、そうでないとき（ス
テップ６１４でノー(No)）そのままの状態で図３のステップ３０９の処理に進む。
　図７のフローチャートにおいて、携帯電話機を開けた状態で着信がなく、オフフックに
もならない（つまり通話の必要がない状態）でＴＶスイッチがオン操作されたかどうか判
定し（ステップ７０１）、オンにされたとき（ステップ７０１でイエス(YES)）テレビ受
信部２００をオンにして図３のステップ３０９の処理に戻る。オン操作されなかったとき
（ステップ７０１でノー(No)）、さらにＴＶスイッチがオフ操作されたかどうか判定し（
ステップ７０３）、オフにされたとき（ステップ７０３でイエス(YES)）テレビ受信部２
００をオフにして図３のステップ３０９の処理に戻る。オフ操作されなかったとき（ステ
ップ７０３でノー(No)）本体開スイッチがオフかどうか判定し（ステップ７０５）、オフ
でなければ（ステップ７０５でノー(NO)）図３のステップ３０９の処理に戻る。オフであ
れば（ステップ７０５でイエス(YES)）表示部１３（第１表示部）をオフにして図３のス
テップ３０４の処理に戻る。
【００３５】
　次に、図８のフローチャートを参照して着信検知処理について説明する。着信を受ける
と、制御部２２は、当該着信を報知する（ステップ８０１）とともに、サブ表示部１６（
第２表示部）に発信者情報を表示させる（ステップ８０２）。そしてメインの処理に復帰
する。
【００３６】
　次に、図９のフローチャートを参照して着信終了処理について説明する。着信が終了す
ると、着信報知を停止し（ステップ９０１）、そして本体が閉じた状態かどうか、および
、ＴＶスイッチがオンであるかどうか判定する（ステップ９０２，９０３，９０７）。本
体が閉じた状態、かつＴＶスイッチがオンであるとき（ステップ９０２でイエス(YES)、
９０３でイエス(YES)）、制御部２２は、サブ表示部１６（第２表示部）にテレビ画面を
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表示させる（ステップ９０４）とともに、スピーカ１２からテレビ音声を出力させる（ス
テップ９０５）。本体が閉じた状態、かつＴＶスイッチがオフであるとき（ステップ９０
２でイエス(YES)、９０３でノー(NO)）、サブ表示部１６（第２表示部）に消費電力に関
する画面が表示される（ステップ９０６）。
【００３７】
　本体が開いた状態、かつＴＶスイッチがオンであるとき（ステップ９０２でノー(NO)、
９０３でイエス(YES)）、制御部２２は、表示部１３（第１表示部）にテレビ画面を表示
させる（ステップ９０８）とともに、スピーカ１２からテレビ音声を出力させる（ステッ
プ９０９）。本体が開いた状態、かつＴＶスイッチがオフであるとき（ステップ９０２で
ノー(NO)、９０３でノー(NO)）、表示部１３（第１表示部）に待ち受け画面が表示される
（ステップ９１０）。
【００３８】
　以上のように第１の実施の形態によれば、テレビ受信時に着信があったとき自動的に通
話モードに移行するので、テレビスイッチを操作することなくすぐに通話することができ
る。例えば、携帯電話機を閉じた状態でテレビ受信していて着信があった場合、通常のよ
うに携帯電話を開いてオフフックすればすぐに通話することができる。このように第１の
実施の形態によれば、着信時においてテレビスイッチの操作という煩わしさを解消するこ
とができるのである。なお、通話中のテレビ画像・音声をメモリに記録しておき、通話終
了後に再生するようにすれば視聴中のテレビプログラムの全部を楽しむこともできる。
【００３９】
［第２の発明の実施の形態］
　第１の実施の形態では、通話を最優先として着信時に通話モードに移行するとともに表
示部に着信画面を表示した。単なる通話であればスピーカとマイクだけを使用すれば可能
であり、表示部にテレビ画面を表示したままにすることは可能である。つまり、テレビ音
声を聞くことはできない。このような処理フローチャートを図１０に示す。図１０は図４
に対応するものであり、図３の処理を行った後に図１０の処理は行われ、処理終了後は図
３のステップ３０９に処理が戻る。
【００４０】
　本体開スイッチがオン、テレビスイッチがオン、かつ、着信中のとき（図３のステップ
３０７でイエス(YES)、ステップ３０９でイエス(YES)、かつ、ステップ３１０でイエス(Y
ES)）、図１０に示すように、制御部２２は、テレビ受信部２００のうち音声復号部２０
５をオフにする（ステップ１００１）が、映像復号部２０４をオンのままとし表示部１３
（第１表示部）にテレビ画面を表示させる（ステップ１００２）。
【００４１】
　本体開スイッチがオン、テレビスイッチがオフ、かつ、着信中のとき（図３のステップ
３０７でイエス(YES)、ステップ３０９でノー(NO)、かつ、３１２でイエス(YES)）、制御
部２２は、表示部１３（第１表示部）に着信画像を表示させる（ステップ１００３）。オ
フフック操作がなされたかどうか判定し（ステップ１００４）、オフフック操作がなされ
たとき（ステップ１００４でイエス(YES)）、着信報知を停止し（ステップ１００５）、
通話処理を行う（ステップ１００６）。オンフック操作がなされたとき（ステップ１００
７でイエス(YES)）、終話処理を行う（ステップ１００８）。このときＴＶスイッチがオ
ン（ステップ１００９でイエス(YES)）であれば音声復号処理をオン（ステップ１０１０
）にしたうえで図３のステップ３０９の処理に戻る。
【００４２】
　第２の実施の形態によれば、着信中でなければ表示部１３（第１表示部）にテレビ画面
が表示されるとともにテレビ音声が出力され、着信中であっても表示部１３（第１表示部
）にテレビ画面が表示される。携帯電話機の利用者は着信中・通話中であっても少なくと
もテレビ画面を楽しむことができる。
　着信中のとき、図８のフローチャートに示すようにサブ表示部１６（第２表示部）に発
信者表示を行うようにしてもよい。このようにすれば必要に応じて携帯電話機の利用者は
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発信者を確認することができる。
【００４３】
［第３の実施の形態］
　第２の実施の形態では、通話モードにおいて表示部にテレビ画面を表示したままにして
いた。このとき表示部の表示領域を分割してその一方にテレビ画面を表示し、他方に発信
者情報を表示するようにしてもよい。このような処理フローチャートを図１１に示し、そ
の画面の例を図１２に示す。図１２において表示部１３の画面は半分以上の面積を占める
部分１３ａとその下の３分の１程度の面積の部分１３ｂの２つの部分に分割され、部分１
３ａにはテレビ画面が表示され、部分１３ｂには着信表示と発信者番号が表示されている
。
【００４４】
　図１１は第３の実施の形態の処理の一部を示すフローチャートである。この図は図４に
対応するものであり、図３の処理を行った後に図１１の処理は行われ、処理終了後は図３
のステップ３０９に処理が戻る。
【００４５】
　本体開スイッチがオン、テレビスイッチがオン、かつ、着信中のとき（図３のステップ
３０７でイエス(YES)、ステップ３０９でイエス(YES)、かつ、３１０でイエス(YES)）、
図１１に示すように、制御部２２は、テレビ受信部２００のうち音声復号部２０５をオフ
にする（ステップ１１０１）が、映像復号部２０４をオンのままとし表示部１３（第１表
示部）の分割された部分１３ａにテレビ画面を表示させる（ステップ１１０２）。そして
、制御部２２は、他の部分１３ｂに発信者情報を表示させる（ステップ１１０３、図１２
参照）。本体開スイッチがオン、テレビスイッチがオフ、かつ、着信中のとき（図３のス
テップ３０７でイエス(YES)、ステップ３０９でノー(NO)、かつ、ステップ３１２でイエ
ス(YES)）、制御部２２は、表示部１３（第１表示部）に着信画像を表示させる（ステッ
プ１１０４）。オフフック操作がなされたかどうか判定し（ステップ１１０５）、オフフ
ック操作がなされたとき（ステップ１１０５でイエス(YES)）、着信報知を停止し（ステ
ップ１１０６）、通話処理を行う（ステップ１１０７）。オンフック操作がなされたとき
（ステップ１１０８でイエス(YES)）、終話処理を行う（ステップ１１０９）。このとき
ＴＶスイッチがオン（ステップ１１１０でイエス(YES)）であれば音声復号処理をオン（
ステップ１１１１）、そして表示部１３の分割を解除した（ステップ１１１２）うえで図
３のステップ３０９の処理に戻る。
【００４６】
　第３の実施の形態によれば、着信中でなければ表示部１３（第１表示部）にテレビ画面
が表示されるとともにテレビ音声が出力され、着信中であっても表示部１３（第１表示部
）にテレビ画面が表示される。携帯電話機の利用者は着信中・通話中であっても少なくと
もテレビ画面を楽しむことができる。しかも、表示部１３が分割され、その一部に発信者
情報が表示されるので通常の着信時と同等の利便性を提供できる。
【００４７】
　なお、第１ないし第３の実施の形態のいずれの処理を選択するか、携帯電話機の利用者
が予め選択できるようにしてもよい。例えば、キー入力部１４で着信時のモードを（１）
通話優先、（２）テレビ画面表示、（３）テレビ画面・発信者同時表示のいずれを予め指
定しておき、着信時にその指定情報を読んで対応する処理を行うようにする。
【００４８】
　本発明は、以上の実施の形態に限定されることなく、特許請求の範囲に記載された発明
の範囲内で、種々の変更が可能であり、それらも本発明の範囲内に包含されるものである
ことは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】図１（ａ）および図１（ｂ）は、本発明の実施の形態にかかる携帯電話機の外観
図（開いた状態の正面図および背面図）である。
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【図２】図２は、本発明の実施の形態にかかる携帯電話機の構成を示すブロックダイヤグ
ラムである。
【図３】図３は、本発明の第１の実施の形態にかかる携帯電話機にて実行される処理を示
すフローチャートである。
【図４】図４は、本実施の形態にかかる携帯電話機にて実行される処理を示すフローチャ
ートである。
【図５】図５は、本実施の形態にかかる携帯電話機にて実行される処理を示すフローチャ
ートである。
【図６】図６は、本実施の形態にかかる携帯電話機にて実行される処理を示すフローチャ
ートである。
【図７】図７は、本実施の形態にかかる携帯電話機にて実行される処理を示すフローチャ
ートである。
【図８】図８は、本実施の形態にかかる携帯電話機にて実行される着信検知処理を示すフ
ローチャートである。
【図９】図９は、本実施の形態にかかる携帯電話機にて実行される着信終了処理を示すフ
ローチャートである。
【図１０】図１０は、本発明の第２の実施の形態にかかる携帯電話機にて実行される処理
を示すフローチャートである。
【図１１】図１１は、本発明の第３の実施の形態にかかる携帯電話機にて実行される処理
を示すフローチャートである。
【図１２】図１２は、本発明の第３の実施の形態３にかかる携帯電話機の表示画面（テレ
ビ画面と発信者の同時表示画面）の例を示す図である。
【符号の説明】
【００５０】
　１　　　携帯電話機
　１３　　メイン表示部
　１４　　キー操作部
　１６　　サブ表示部
　１７　　ＬＥＤ
　２２　　制御部
　２４　　ＲＯＭ（Ｆｌａｓｈ　ＲＯＭ）
　２８　　システムＲＯＭ
　２９　　ＲＡＭ
２００　　テレビ受信部
２０１　　アンテナ
２０２　　チューナ
２０３　　ＯＦＤＭ復調部
２０４　　映像復号部
２０５　　音声復号部
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【図３】 【図４】



(11) JP 4622223 B2 2011.2.2

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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