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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツの再生機能を有する携帯端末であって、
　少なくともスピーカからの音声出力を停止する動作モードが選択された状態において、
前記再生機能を実行する際には、該スピーカからの音声出力を停止すると共に、映像と、
その映像に関連する字幕とを、ディスプレイに表示する制御手段を備え、
　前記制御手段は、
表示すべき映像に含まれている文字列を検出する文字検出手段を含み、
　前記動作モードが選択された状態において前記再生機能を実行しているときに、前記文
字検出手段によって文字列が検出されるのに応じて、前記字幕の表示を中止する一方で、
該文字列を含む映像を、前記ディスプレイに表示する
ことを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　前記制御手段は、
前記動作モードが選択された状態において前記再生機能を実行する場合であって、自端末
にイヤホンが接続された際には、前記スピーカからの音声出力を停止する一方で該イヤホ
ンへの音声出力を行うと共に、前記ディスプレイへの字幕の表示を中止する
ことを特徴とする請求項１記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記映像、音声、並びに字幕の元となる多重化コンテンツ情報を外部より取得する取得
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手段と、
　前記多重化コンテンツ情報から、映像情報、音声情報、字幕情報を分離するコンテンツ
処理手段とを更に備え、
　前記制御手段は、
前記映像情報を基に前記映像を再生し、前記音声情報を基に前記音声を再生し、前記字幕
情報を基に前記字幕を再生する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項２の何れかに記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記映像、音声、並びに字幕の元となる多重化テレビ信号を受信すると共に、受信した
多重化テレビ信号から、映像信号、音声信号、字幕信号を分離する受信手段を更に備え、
　前記制御手段は、
前記映像信号を基に前記映像としてのテレビ映像を再生し、前記音声信号を基に前記音声
を再生し、前記字幕信号を基に前記字幕を再生する
ことを特徴とする請求項１または請求項２記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記携帯端末は、携帯電話機である
ことを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れかに記載の携帯端末。
【請求項６】
　コンテンツの再生機能を有する携帯端末の制御方法であって、
　少なくともスピーカからの音声出力を停止する動作モードが選択された状態において、
前記再生機能を実行する際には、該スピーカからの音声出力を停止すると共に、映像と、
その映像に関連する字幕とを、ディスプレイに表示し、
　前記動作モードが選択された状態において前記再生機能を実行している場合に、表示す
べき映像に含まれている文字列を検出するのに応じて、前記字幕の表示を中止する一方で
、該文字列を含む映像を、前記ディスプレイに表示する
ことを特徴とする携帯端末の制御方法。
【請求項７】
　前記動作モードが選択された状態において前記再生機能を実行する場合であって、自端
末にイヤホンが接続された際には、前記スピーカからの音声出力を停止する一方で該イヤ
ホンへの音声出力を行うと共に、前記ディスプレイへの字幕の表示を中止する
ことを特徴とする請求項６記載の携帯端末の制御方法。
【請求項８】
　前記再生機能を実行するに際して、
外部より取得した多重化コンテンツ情報から分離したところの、映像情報、音声情報、並
びに字幕情報に基づいて、前記映像、音声、並びに字幕を再生する
ことを特徴とする請求項６または請求項７記載の携帯端末の制御方法。
【請求項９】
　前記再生機能を実行するに際して、
外部より受信した多重化テレビ信号から分離したところの、映像信号、音声信号、並びに
字幕信号に基づいて、前記映像、音声、並びに字幕を再生する
ことを特徴とする請求項６乃至請求項８の何れかに記載の携帯端末の制御方法。
【請求項１０】
　コンテンツの再生機能を有する携帯端末の動作制御のためのコンピュータ・プログラム
であって、そのコンピュータ・プログラムにより、
　少なくともスピーカからの音声出力を停止する動作モードが選択された状態において、
前記再生機能を実行する際には、該スピーカからの音声出力を停止すると共に、映像と、
その映像に関連する字幕とを、ディスプレイに表示する制御機能を、コンピュータに実現
させ、
　前記動作モードが選択された状態において前記再生機能を実行している場合に、表示す
べき映像に含まれている文字列を検出するのに応じて、前記字幕の表示を中止する一方で
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、該文字列を含む映像を、前記ディスプレイに表示する
ことを特徴とするコンピュータ・プログラム。
【請求項１１】
　前記動作モードが選択された状態において前記再生機能を実行する場合であって、前記
携帯端末にイヤホンが接続された際には、前記スピーカからの音声出力を停止する一方で
該イヤホンへの音声出力を行うと共に、前記ディスプレイへの字幕の表示を中止する
ことを特徴とする請求項１０記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項１２】
　前記再生機能として、
外部より取得した多重化コンテンツ情報から分離したところの、映像情報、音声情報、並
びに字幕情報に基づいて、前記映像、音声、並びに字幕を再生する
ことを特徴とする請求項１０または請求項１１記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項１３】
　前記再生機能として、
外部より受信した多重化テレビ信号から分離したところの、映像信号、音声信号、並びに
字幕信号に基づいて、前記映像、音声、並びに字幕を再生する
ことを特徴とする請求項１０乃至請求項１２の何れかに記載のコンピュータ・プログラム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機等の携帯端末の技術分野に関する。特に本発明は、テレビ受信等
のコンテンツ再生機能を有する携帯端末の技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、代表的な携帯端末である携帯電話機においては、本来の通話機能に加えて、イン
ターネット機能、メール送受信機能、カメラ機能、音楽再生機能等のように様々な付加機
能を備えるものが普及している。
【０００３】
　また、近年においては、テレビ受信機能を有する携帯電話機も普及しつつある。係るテ
レビ受信機能を利用すれば、ユーザは、例えば外出時においても、ニュースの視聴や、毎
週視聴しているテレビプログラムの視聴等を手軽に行うことができる。
【０００４】
　ここで、本願出願に先だって存在する従来技術としては、例えば以下の特許文献がある
。
【０００５】
　即ち、特許文献１には、動作モードが発音禁止モードの場合に着信した際には、着信音
の出力を禁止する一方で、電話番号や文字情報サービスによる文字を、ディスプレイに表
示する携帯電話機が提案されている。
【０００６】
　特許文献２には、自装置内部にスピーカが収納されている場合には当該スピーカによる
音声出力を禁止する一方で、出力すべき音声に対応する字幕と映像とを重畳した状態でデ
ィスプレイに表示する情報処理装置が提案されている。
【０００７】
　特許文献３には、キャプション機能付きのテレビ受像機において、ユーザによる消音選
択操作に応じて音声出力を中止する一方で、テレビ映像と共に字幕（キャプション）を表
示する技術が開示されている。
【０００８】
　そして、特許文献４には、文字多重放送受信装置において、ユーザによる消音選択操作
に応じて音声出力を中止する一方で、テレビ映像と共に字幕（キャプション）を表示する
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技術が開示されている。
【０００９】
【特許文献１】特開２００１－２６７９５４号公報（段落番号００４６、００４７）
【特許文献２】特開２００４－０４６６６４号公報（段落番号００、００、図５）
【特許文献３】特開平６－１６５０７３号公報（段落番号００１３、００１５、図３）
【特許文献４】特開平７－１２３３７６号公報（段落番号００２２、図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、携帯電話機のスピーカからの音声出力は、ユーザの周囲環境（例えば、交通
機関による移動中等）によっては好ましくない場合がある。そこで、従来の携帯電話機に
おいては、所謂マナーモードをユーザが選択するのに応じて、スピーカからの着信音の出
力を禁止する一方で、着信を報知すべくバイブレータを駆動するのが一般的である。
【００１１】
　そして、このようなマナーモード機能を有する従来の携帯電話機にテレビ受信機能を搭
載した装置を考えると、マナーモードが選択された場合には、係るマナーモードの趣旨か
らしても、自装置にて再生中のテレビプログラムに伴う音声出力は中止すべきである。
【００１２】
　しかしながら、本来音声を伴うテレビプログラムを消音状態で見ることは、ユーザにと
ってかなり不便なことであり、内容を把握することは容易なことではない。そこで、この
ような場合には、スピーカから出力されるべき音声を、イヤホンを利用して聞く使用形態
が一般的である。しかしながら、携帯電話機にイヤホンを接続してからユーザ自身がその
イヤホンを装着するまでの一連の動作は、ユーザにとって煩わしいものである。また、周
囲の状況を認識（例えば車内アナウンス等）する際の妨げになる場合もあるため、電車等
による移動中にイヤホンを装着することを好まないユーザも多い。
【００１３】
　そこで本発明は、少なくともスピーカからの音声出力が停止される動作モードが選択さ
れた場合であっても、再生中のコンテンツの内容を、ユーザが確実且つ容易に認識するこ
とができる携帯端末及びその制御方法、並びに携帯端末のためのコンピュータ・プログラ
ムの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記の目的を達成すべく、本発明に係る携帯端末は、以下の構成を備えることを特徴と
する。
【００１５】
　即ち、コンテンツ（映像、音声、字幕）の再生機能を有する携帯端末であって、
　少なくともスピーカからの音声出力を停止する動作モード（マナーモード）が選択され
た状態において、前記再生機能を実行する際には、該スピーカからの音声出力を停止する
と共に、映像と、その映像に関連する字幕とを、ディスプレイに表示する制御手段を備え
、
前記制御手段は、表示すべき映像に含まれている文字列を検出する文字検出手段を含み、
前記動作モードが選択された状態において前記再生機能を実行しているときに、前記文字
検出手段によって文字列が検出されるのに応じて、前記字幕の表示を中止する一方で、該
文字列を含む映像を、前記ディスプレイに表示するることを特徴とする。
【００１６】
　好適な実施形態において、前記制御手段は、
前記動作モードが選択された状態において前記再生機能を実行する場合であって、自端末
にイヤホンが接続された際には、前記スピーカからの音声出力を停止する一方で該イヤホ
ンへの音声出力を行うと共に、前記ディスプレイへの字幕の表示を中止する。
【００２０】



(5) JP 4747537 B2 2011.8.17

10

20

30

40

50

　尚、上記携帯端末は、例えば、
　前記映像、音声、並びに字幕の元となる多重化コンテンツ情報を外部より取得する取得
手段と、
　前記多重化コンテンツ情報から、映像情報、音声情報、字幕情報を分離するコンテンツ
処理手段とを更に備え、
　前記制御手段は、
前記映像情報を基に前記映像を再生し、前記音声情報を基に前記音声を再生し、前記字幕
情報を基に前記字幕を再生すると良い。
【００２１】
　或いは、上記携帯端末は、例えば、
　前記映像、音声、並びに字幕の元となる多重化テレビ信号を受信すると共に、受信した
多重化テレビ信号から、映像信号、音声信号、字幕信号を分離する受信手段を更に備え、
　前記制御手段は、
前記映像信号を基に前記映像としてのテレビ映像を再生し、前記音声信号を基に前記音声
を再生し、前記字幕信号を基に前記字幕を再生すると良い。
【００２２】
　尚、同目的は、上記の各構成の携帯端末に対応する制御方法によっても達成される。
【００２３】
　また、同目的は、上記の各構成を有する携帯端末、並びに対応する制御方法を、コンピ
ュータによって実現するコンピュータ・プログラム、及びそのコンピュータ・プログラム
が格納されている、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体によっても達成される。
【発明の効果】
【００２４】
　上記の本発明によれば、少なくともスピーカからの音声出力が停止される動作モードが
選択された場合であっても、再生中のコンテンツの内容を、ユーザが確実且つ容易に認識
することができる携帯端末及びその制御方法、並びに携帯端末のためのコンピュータ・プ
ログラムの提供が実現する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　次に、本発明を、代表的な携帯端末である携帯電話機に適用した最良の実施形態として
、図面を参照して詳細に説明する。
【００２６】
　はじめに、以下に説明においては、本発明に係るコンテンツ再生機能を有する携帯端末
の一例として、第１乃至第３の実施形態においてＴＶ受信機能を有する携帯電話機（１０
０：図１～図４）を説明する。更に、第４の実施形態においては、本発明に係るコンテン
ツの再生機能を有する携帯端末の一例として、多重化コンテンツ再生機能を有する携帯電
話機（１００Ａ：図１４，図１５）について説明する。
【００２７】
　＜第１の実施形態＞
　以下、本実施形態に係る携帯電話機１００の装置構成について図１及び図２を参照して
説明した後、その動作の詳細について図５、図６、図９乃至図１１を参照して説明する。
【００２８】
　［ 携帯電話機１００の装置構成 ］
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る携帯電話機（テレビ受信機能を有する携帯電話
機１００）の全体構成を示すブロック図である。
【００２９】
　同図に示す携帯電話機１００は、テレビ受信機能を有する携帯電話機である。本実施形
態において、携帯電話機１００は、制御回路１、多重ＴＶ信号処理回路２、アンテナ３、
無線送受信回路４、テレビ（ＴＶ）チューナ回路５、マイク６、操作デバイス７、マナー
モード設定スイッチ８、音声出力回路９、イヤホン１０、スピーカ１１、表示デバイス１
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２、並びにディスプレイ１３を備える。
【００３０】
　より具体的に、制御回路１は、ＣＰＵ(Central Processing Unit)２１、動作用メモリ
２２、保持用メモリ２３、及び不図示のハードウェアを備える。制御回路１において、Ｃ
ＰＵ２１は、保持用メモリ２３から読み出したプログラム群を実行することにより、携帯
電話機１の各部の動作を司る。
【００３１】
　即ち、制御回路１のＣＰＵ２１は、無線送受信回路４で復調された信号から自機の呼び
出し番号を検出することにより、着信報知を行う。その際ＣＰＵ２１は、保持用メモリ２
３から読み出した呼び出し番号（発番号）を利用して、復調信号の所定位置に対応するデ
ータの照合を行う。さらに、制御回路１のＣＰＵ２１は、音声信号やデジタルデータ信号
の処理を行うことにより、マイク６及びスピーカ１１（イヤホン１０を利用しても良い）
を利用した音声通話、メール送受信機能、サーバ接続機能等のデータ通信、並びにＴＶ受
信機能を実現する。
【００３２】
　さらに、制御回路１のＣＰＵ２１は、動作用メモリ２２に読み出されたプログラム群を
実行するに際して、操作デバイス７及びマナーモード設定スイッチ８を介してユーザが入
力した指示に従う。
【００３３】
　動作用メモリ（ＲＡＭ：random access memory）２２は、ＣＰＵ２１の動作時のワーク
用として使用される。
【００３４】
　保持用メモリ２３は、不揮発メモリ（Flash Memory等）であって、例えば、ＣＰＵ２１
の動作プログラム、自機の呼び出し番号（発番号）、ＴＶ選局用のプリセット周波数等の
各種パラメータ、ユーザデータ（例えば、メール文書や電話番号）等を保持する。
【００３５】
　なお、動作用メモリ２２及び保持用メモリ２３の一部は、物理的に同一のデバイス内で
適宜領域を分けて実現される場合がある。
【００３６】
　操作デバイス７は、ユーザが情報を入力する複数の操作ボタン（不図示）を含む。操作
デバイス７は、音声通話を行う際のユーザによる電話番号の入力、ＴＶ受信機能における
選局操作、並びに各種機能の設定入力に用いられる。
【００３７】
　表示デバイス１２は、液晶表示器等のディスプレイ１３を含む。表示デバイス１２は、
操作デバイス７に対するユーザの操作と連動した各種入力内容を、ディスプレイ１３に表
示する。更に、表示デバイス１２は、ＴＶ受信機能が選択された状態において、多重ＴＶ
信号処理回路２から出力される映像信号に基づいて、ディスプレイ１３に映像（図９乃至
図１１に示す表示例参照）を表示する。
【００３８】
　多重ＴＶ信号処理回路２は、ＴＶ受信機能が選択された状態において、制御回路１の指
示に応じて、本実施形態において特徴的な音声出力、合成映像の生成等の信号処理を行う
（詳細は後述する）。
【００３９】
　アンテナ３は、位相変調された電波を送受信するほか、公知の無線通信端末のアンテナ
と同様の機能を有する。また、アンテナ３は、本実施形態において、多重化テレビ信号を
受信する。ここで、多重化テレビ信号は、映像信号、音声信号、並びに字幕信号が予め多
重化（複合化）された所定規格に基づく信号である。尚、無線電話用のアンテナとＴＶ受
信用のアンテナとは別体であっても良い。
【００４０】
　無線送受信回路４は、アンテナ３を介して受信した無線電話用の電波の復調と、制御回
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路１から出力されるデジタル信号に対して位相変調を行う。また、無線送受信回路４は、
公知の無線通信端末の無線送受信回路と同様の機能を有する。
【００４１】
　ＴＶチューナ回路５は、ＴＶ受信機能が選択された状態において、制御回路１からの指
示（選局指示等）に応じて、アンテナ３を介して受信したＴＶ用の電波の検波及び復調を
行う。
【００４２】
　マイク６には、ユーザの音声が入力される。スピーカ１１は、音声出力回路９から出力
される音声信号に応じて、通話時及びＴＶ受信時等に音声（音響）を出力する。イヤホン
（所謂ヘッドフォンスピーカを含むものとする）１０は、携帯電話機１００に対して着脱
可能であって、スピーカ１１への音声出力の代わりに利用される。
【００４３】
　音声出力回路９は、制御回路１の指示に応じて、通話機能実行時の音声合成、ＴＶ受信
機能実行時の音声出力先の切り替え、音声出力の中止及び再開等の処理を行う。
【００４４】
　マナーモード設定スイッチ８は、少なくともスピーカ１１からの音声出力を停止する動
作モード（所謂マナーモード）への遷移を、ユーザが制御回路１に指示するためのスイッ
チである。
【００４５】
　尚、携帯電話１００が上記の装置構成において外部装置との間で実行するデータ送受信
処理、音声処理、ＴＶチューナ回路５による多重化テレビ信号の受信処理等の動作自体は
、現在では一般的な技術を採用することができる。このため、本実施形態における詳細な
説明は省略する。
【００４６】
　［ 多重ＴＶ信号処理回路２の回路構成 ］
　次に、多重ＴＶ信号処理回路２について説明する。図２は、第１の実施形態に係る携帯
電話機が備える多重ＴＶ信号処理回路の内部構成を示すブロック図である。
【００４７】
　多重ＴＶ信号処理回路２は、同図に示すように、音声信号処理回路３１、映像信号処理
回路３２、字幕抽出回路３３、映像合成回路３４、並びにスイッチ（スイッチ素子）３５
を備える。多重ＴＶ信号処理回路２は、ＴＶチューナ回路５にて復調された多重化テレビ
信号から、映像信号、音声信号、並びに字幕（キャプチャ）信号を分離（抽出）する。
【００４８】
　即ち、音声信号処理回路３１は、多重化テレビ信号から音声信号を分離すると共に、そ
の音声信号のデジタル信号化、制御回路１の指示に応じたレベル変換等を行う。音声信号
処理回路３１にて処理が施されたデジタル音声信号（音声情報）は、音声出力回路９に供
給される。
【００４９】
　映像信号処理回路３２は、多重化テレビ信号から映像信号を分離すると共に、その映像
信号のデジタル信号化を行った後、映像合成回路３４に供給する。映像信号処理回路３２
は、デジタル映像信号を輝度（Ｙ）信号と色（Ｃ）信号とに分離する機能も有する。
【００５０】
　字幕抽出回路３３は、多重化テレビ信号から字幕信号を分離すると共に、その字幕信号
のデジタル信号化を行った後、スイッチ３５を介して、映像合成回路３４に供給する。一
般に、字幕の内容は、その字幕の属する映像フレームの内容に関連したものである。
【００５１】
　スイッチ（スイッチ素子）３５は、制御回路１の指示に応じてオン（クローズ）・オフ
（オープン）動作を行うことにより、映像合成回路３４への字幕情報の供給及び供給停止
を切り替える。
【００５２】
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　そして、映像合成回路３４は、映像信号処理回路３２によって入力されるデジタル映像
信号（映像情報）と、スイッチ３５がオン状態の場合に字幕抽出回路３３によって入力さ
れる字幕情報とを合成することにより、ディスプレイ１３に表示すべきテレビ映像の映像
情報を生成する。一方、スイッチ３５がオフ状態の場合に、映像合成回路３４は、映像信
号処理回路３２によって入力される映像情報だけを利用して、ディスプレイ１３に表示す
べきコンテンツ映像の映像情報を生成する。更に、映像合成回路３４は、表示デバイス１
２の仕様により必要に応じて、係る映像情報をＲＧＢ信号に変換する。
【００５３】
　［ 動作制御処理 ］
　次に、上述した装置構成を備える携帯電話機１００において制御回路１が行う動作制御
処理について説明する。
【００５４】
　図５は、第１の実施形態に係る携帯電話機におけるマナーモード選択時の制御処理を示
すフローチャートである。係るフローチャートは、図１に示す制御回路１においてＣＰＵ
２１が実行するソフトウェア・プログラムの処理手順を表す。
【００５５】
　制御回路１において、ＣＰＵ２１は、マナーモード設定スイッチ８が操作されたことを
検出した場合（ステップＳ１にてＹＥＳ判定）、携帯電話機１００の動作モードをマナー
モードに遷移させる（ステップＳ２）。係るマナーモードにおいて、ＣＰＵ２１は、少な
くともスピーカ１１からの音声出力を停止すると共に、同モードであることをユーザに認
識させるべく、所定のシンボルをディスプレイ１３に表示する。尚、動作モードを表す所
定のシンボルをディスプレイに表示することは現在では一般的なことであるため、図９乃
至図１３に例示する表示態様においては省略している。
【００５６】
　その後、ＣＰＵ２１は、マナーモード設定スイッチ８が再び操作されたことを検出した
場合（ステップＳ３にてＹＥＳ判定）は同モードを解除する（ステップＳ４）。即ち、ス
テップＳ４において、ＣＰＵ２１は、スピーカ１１からの音声出力を再開すると共に、そ
れまでディスプレイ１３に表示していたマナーモードを示すシンボル表示を消去する。
【００５７】
　図６は、第１の実施形態に係る携帯電話機におけるＴＶ機能選択時の制御処理を示すフ
ローチャートである。係るフローチャートは、テレビ受信機能の実行が操作デバイス７へ
の所定の操作によって指示された際に、図１に示す制御回路１においてＣＰＵ２１が実行
するソフトウェア・プログラムの処理手順を表す。
【００５８】
　制御回路１において、ＣＰＵ２１は、携帯電話機１００の動作モードがマナーモードで
あるかを判断する（ステップＳ１１）。
【００５９】
　ＣＰＵ２１は、マナーモードと判断した場合（ステップＳ１１にてＹＥＳ判定の場合）
、携帯電話機１００の本体にイヤホン１０が接続されているか否かを判断する（ステップ
Ｓ２１）。
【００６０】
　ここで、イヤホン１０の着脱状態の検出方法について説明する。まず、携帯電話機１０
０の本体には、イヤホン１０の着脱に応じて接点状態がオン・オフするイヤホンジャック
（不図示）を設けると共に、その接点状態を電気信号として制御回路１（ＣＰＵ２１）に
通知するインタフェースを設ければ良い。そしてステップＳ１２において、ＣＰＵ２１は
、係る電気信号を、割込み回路によって認識すれば良い。
【００６１】
　次に、ＣＰＵ２１は、イヤホン１０が本体に接続されていると判断した場合（ステップ
Ｓ１２にてＹＥＳ判定の場合）には、ステップＳ１３乃至ステップＳ１５の処理を行う。
【００６２】
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　即ち、ステップＳ１３において、ＣＰＵ２１は、多重ＴＶ信号処理回路２に対して、Ｓ
Ｗ３５をオフにする指示を行うと共に、ＴＶ映像の表示を指示する。係る指示に応じて、
字幕抽出回路３３からの字幕情報の供給が中止されるので、映像合成回路３４は、多重化
テレビ信号から抽出した映像信号と同様な内容の映像情報を、表示デバイス１２に供給す
る。
【００６３】
　図９は、第１の実施形態に係る携帯電話機においてテレビ映像だけが表示されている状
態を説明する図である。表示デバイス１２は、ステップＳ１３においてＣＰＵ２１が多重
ＴＶ信号処理回路２に上記指示を行うのに応じて、係る映像情報に基づくテレビ映像（５
１）を、図９に示す如くディスプレイ１３の表示エリアいっぱいに表示する。
【００６４】
　次にＣＰＵ２１は、ステップＳ１４において、音声出力回路９に対して、イヤホン１０
への音声出力を指示する。
【００６５】
　そしてＣＰＵ２１は、ステップＳ１５において、字幕表示を停止中であることをユーザ
に報知する所定のシンボルを、ディスプレイ１３に表示する。
【００６６】
　一方、ＣＰＵ２１は、イヤホン１０が本体に接続されていないと判断した場合（ステッ
プＳ１２にてＮＯ判定の場合）には、ステップＳ１６乃至ステップＳ１７の処理を行う。
【００６７】
　即ち、ステップＳ１６において、ＣＰＵ２１は、多重ＴＶ信号処理回路２に対して、Ｓ
Ｗ３５をオンにする指示を行うと共に、合成ＴＶ映像の表示を指示する。係る指示に応じ
て、字幕抽出回路３３からの字幕情報は、映像合成回路３４に供給されるようになるので
、映像合成回路３４は、多重化テレビ信号から抽出した映像信号と同様な内容の映像情報
と、当該字幕情報とを合成した合成映像情報を、表示デバイス１２に供給する。
【００６８】
　図１０は、第１の実施形態に係る携帯電話機においてマナーモードが選択されている場
合に、ＴＶ機能が実行されることにより、テレビ映像と字幕（６１）とが合成映像（５２
）として重畳表示されている状態を説明する図である（尚、字幕表示エリア６１の位置は
同図に示す場所に限られるのではない）。
【００６９】
　次にＣＰＵ２１は、ステップＳ１７において、音声出力回路９に対して、音声出力の停
止を指示する。
【００７０】
　更に、図６に示す制御処理の説明を続ける。本実施形態において、携帯電話機１００に
は、マナーモード以外の動作モードにおいても字幕表示を行うように、ユーザが事前に設
定することができる。そこで、上述したステップＳ１１においてマナーモードではないと
判断した場合（同ステップＳにてＮＯ判定の場合）には、係る字幕表示設定が登録されて
いるか否かを判断する（ステップＳ２１）。
【００７１】
　そして、ＣＰＵ２１は、係る字幕表示設定がなされている場合（ステップＳ２１にてＹ
ＥＳ判定の場合）、多重ＴＶ信号処理回路２に対して、ＳＷ３５をオンにする指示を行う
と共に、合成ＴＶ映像の表示を指示する。これにより、ディスプレイ１３には、上述した
ステップＳ１６と同様な表示態様のテレビ映像（図１０）が表示される。
【００７２】
　一方、係る字幕表示設定がなされている場合（ステップＳ２１にてＮＯ判定の場合）、
多重ＴＶ信号処理回路２に対して、ＳＷ３５をオフにする指示を行うと共に、ＴＶ映像の
表示を指示する。これにより、ディスプレイ１３には、上述したステップＳ１３と同様な
表示態様のテレビ映像（図９）が表示される。
【００７３】
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　次にＣＰＵ２１は、ステップＳ２４において、字幕表示を行う（ステップＳ２２）、行
わない（ステップＳ２３）に関わらずに、音声出力回路９に対して、スピーカ１１への音
声出力を指示する。
【００７４】
　そして、ＣＰＵ２１は、ステップＳ２４にてＴＶ機能の終了操作を検出した場合には、
上述した一連の処理を終了する。一方、ステップＳ２５にて終了操作を検出しない場合、
ＣＰＵ２１は、処理をステップＳ１１に戻して、係る一連の処理を継続する。
【００７５】
　このように本実施形態において、上述したステップＳ１６及びステップＳ１７の処理に
よれば、マナーモードが選択された状態においてテレビ受信機能を実行する際には、スピ
ーカ１１からの音声出力が停止されると共に、字幕が合成されたテレビ映像（図１０）が
ディスプレイ１３に表示される。
【００７６】
　一方、上述したステップＳ１３乃至ステップＳ１５の処理によれば、マナーモードが選
択された状態においてテレビ受信機能を実行する場合であっても、携帯電話機１００への
イヤホン１０の接続が検出されているので、ディスプレイ１３への字幕の表示は中止され
、受信した本来のテレビ映像（図９）が表示されることになる。
【００７７】
　即ち、本実施形態に係る携帯電話機１００によれば、マナーモード（少なくともスピー
カ１１からの音声出力が停止される動作モード）が選択された場合であって、テレビ受信
機能を実行する際にイヤホン１０が接続されていない場合には、スピーカ１１からの音声
出力の代わりに、ディスプレイ１３には字幕を含む合成テレビ映像が表示される。従って
、係るマナーモードが選択された場合であっても、ユーザは、再生中のテレビプログラム
の内容を、字幕が合成されたテレビ映像によって、確実且つ容易に認識することができる
。
【００７８】
　（第１の実施形態の変形例）
　ところで、携帯電話機等の携帯端末は、ユーザによる持ち運びを容易にすべく、ディス
プレイのサイズ（表示エリアの大きさ）が制約される。このため、図１０に例示した表示
態様の如く映像と字幕とが重畳した合成テレビ映像を表示する場合、視聴する環境（例え
ば揺れる電車等）やユーザの視力等によっては、表示される字幕の視認性が問題となるこ
とも予想される。そこで、本変形例では、視認性を向上すべく、字幕の強調表示を行う。
【００７９】
　図１１は、第１の実施形態の変形例に係る携帯電話機においてマナーモードが選択され
ている場合に、ＴＶ機能が実行されることにより、テレビ映像に比較して字幕が強調表示
されている状態を説明する図である。より具体的に、同図に示す合成映像では、テレビ映
像５３の表示サイズに近い大きさに字幕表示エリア６２が拡張されている。このような表
示態様によれば、上述した第１の実施形態の効果に加えて、係る字幕に表示される文字列
の大きさが図１０の場合と比較して大きくなるため、字幕の視認性及び当該字幕の内容の
認識性に優れる。またこの場合は、背景となる映像の明るさを暗くして字幕の表示を際立
たせるような表示態様も効果的である。
【００８０】
　このような本変形例によれば、表示サイズが大きな字幕が合成されたテレビ映像によっ
て、ユーザは、再生中のテレビプログラムの内容を、確実且つ容易に認識することができ
る。
【００８１】
　＜第２の実施形態＞
　次に、上述した第１の実施形態に係る携帯電話機１００を基本とする第２の実施形態に
ついて説明する。
【００８２】
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　近年のテレビ放送においては、聴覚障害者やお年寄りは言うに及ばず、一時的に消音状
態に設定した場合等に健常者にとっても利便性が高いため、表示すべきテレビ映像（テレ
ビ映像フレーム）にそのテレビ映像に関連した内容の文字列（数字を含む）が元々含まれ
ていることが多い。このような場合に、上述した第１の実施形態の如く合成テレビ映像を
表示すると、係る文字列と字幕とが重なり合ってしまい、視認性が悪化することも予想さ
れる。よって、このような状況において、ユーザは、テレビ映像の内容把握が却って困難
になってしまうことも予想される。
【００８３】
　そこで、本実施形態では、表示されたテレビ映像においてそのテレビ映像に元々含まれ
ている文字列と、受信した多重テレビ信号から抽出された字幕信号に基づく字幕とが重複
することを防止する。
【００８４】
　以下の説明においては、本実施形態に係る特徴的な部分を中心に説明する。その際、上
述した第１の実施形態と同様な構成については、同一の参照番号を付すことにより、重複
する説明は省略する。
【００８５】
　［ 多重ＴＶ信号処理回路２Ａの回路構成 ］
　図３は、第２の実施形態に係る携帯電話機が備える多重ＴＶ信号処理回路の内部構成を
示すブロック図である。本実施形態に係る携帯電話機の全体構成は、上述した第１の実施
形態に係る携帯電話機１００（図１）と同様であって、多重ＴＶ信号処理回路２Ａの内部
構成の一部と、テレビ受信機能の制御処理の一部のみ異なる。
【００８６】
　即ち、本実施形態に係る多重ＴＶ信号処理回路２Ａは、図３に示すように、映像信号処
理回路３２と映像合成回路３４Ａとの間に縦横比変換回路３６を備える一方で、スイッチ
３５を備えていない点が第１の実施形態に係る多重ＴＶ信号処理回路２と異なる。
【００８７】
　縦横比変換回路３６は、ＴＶチューナ回路５において復調された多重化テレビ信号にお
ける映像信号における所定の縦横比（アスペクト比）を変換する回路である。映像信号に
おいて縦横比を変更する手順については一般的なものを採用することができるので、本実
施形態における詳細な説明は省略する。尚、係る縦横比変換回路３６の機能は、必要に応
じて、映像信号処理回路３２、或いは映像合成回路３４Ａにおいて実現しても良い。
【００８８】
　そして映像合成回路３４Ａは、縦横比変換回路３６によって縦横比が変更されたデジタ
ル映像信号（映像情報）と、字幕抽出回路３３によって入力される字幕情報とを合成する
ことにより、ディスプレイ１３に表示すべき映像情報を生成する。更に、映像合成回路３
４は、表示デバイス１２の仕様により必要に応じて、係る映像情報をＲＧＢ信号に変換す
る。
【００８９】
　［ 動作制御処理 ］
　図７は、第２の実施形態に係る携帯電話機におけるＴＶ機能選択時の制御処理を示すフ
ローチャートである。係るフローチャートは、本実施形態においてＣＰＵ２１が実行する
ソフトウェア・プログラムの処理手順を表す。
【００９０】
　図７に示す処理構成は、第１の実施形態に係る図６のフローチャートと略同様なもので
あって、ステップＳ１３の代わりにステップＳ１３Ａ、ステップＳ１６の代わりにステッ
プＳ１６Ａ、ステップＳ２２の代わりにステップＳ２２Ａ、そしてステップＳ２３の代わ
りにステップＳ２３Ａを実行する点のみ第１の実施形態と異なる。
【００９１】
　即ち、本実施形態において、制御回路１のＣＰＵ２１は、ステップＳ１３Ａ及びステッ
プＳ２３Ａにおいて、多重ＴＶ信号処理回路２Ａに対して、正規の縦横比によるＴＶ映像
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の表示を指示する。
【００９２】
　一方、ＣＰＵ２１は、ステップＳ１６Ａ及びステップＳ２２Ａにおいて、多重ＴＶ信号
処理回路２Ａに対して、縦横比の変換を指示すると共に、係る変換によって生じる余白領
域に字幕を含む合成ＴＶ映像の表示を指示する。
【００９３】
　図１２は、第２の実施形態に係る携帯電話機においてマナーモードが選択されている場
合に、ＴＶ機能が実行されることにより、縦横比が変換されたテレビ映像５４と、余白部
分６３の字幕とが合成映像として表示されている状態を説明する図である。
【００９４】
　従って本実施形態において、上述したステップＳ１６Ａ及びステップＳ１７の処理によ
れば、マナーモードが選択された状態においてテレビ受信機能を実行する際には、スピー
カ１１からの音声出力が停止されると共に、余白部分に字幕が合成されたテレビ映像（図
１２）がディスプレイ１３に表示される。
【００９５】
　一方、上述したステップＳ１３Ａ乃至ステップＳ２３Ａの処理によれば、マナーモード
が選択された状態においてテレビ受信機能を実行する場合であっても、イヤホン１０が携
帯電話機１０に接続されている場合には、ディスプレイ１３への字幕の表示は中止され、
受信した本来のテレビ映像（図９）が表示されることになる。
【００９６】
　即ち、本実施形態に係る携帯電話機１００によれば、マナーモード（少なくともスピー
カ１１からの音声出力が停止される動作モード）が選択された場合において、イヤホン１
０が使用されること無くテレビ受信機能を実行する際には、スピーカ１１からの音声出力
の代わりに、ディスプレイ１３には字幕を含む合成テレビ映像（図１２）が表示される。
従って、係るマナーモードが選択された場合であっても、縦横比が変換されたテレビ映像
（５４）と、空白部分（６３）に表示された字幕（字幕映像）とによって、ユーザは、再
生中のテレビプログラムの内容を、確実且つ容易に認識することができる。
【００９７】
　特に本実施形態では、図１２に例示したように、テレビ映像と字幕とが分離した状態で
表示されるので、表示すべきテレビ映像に元々文字列等が含まれている場合に好適である
。即ち、第１の実施形態及びその変形例の如く重畳表示（図１０及び図１１）した場合に
は、係る文字列と、字幕抽出回路３３によって分離した字幕とが重なってしまい、視認性
が問題となる。これに対して本実施形態は、このような問題を回避することができる。
【００９８】
　＜第３の実施形態＞
　次に、上述した第１の実施形態に係る携帯電話機１００を基本とする第３の実施形態に
ついて説明する。
【００９９】
　そこで、本実施形態では、表示されたテレビ映像においてそのテレビ映像に元々含まれ
ている文字列と、受信した多重テレビ信号から抽出された字幕信号に基づく字幕とが重複
することを的確且つ動的に防止する。
【０１００】
　以下の説明においては、本実施形態に係る特徴的な部分を中心に説明する。その際、上
述した第１の実施形態と同様な構成については、同一の参照番号を付すことにより、重複
する説明は省略する。
【０１０１】
　［ 多重ＴＶ信号処理回路２Ｂの回路構成 ］
　図４は、第３の実施形態に係る携帯電話機が備える多重ＴＶ信号処理回路の内部構成を
示すブロック図である。本実施形態においても、携帯電話機の全体構成は、上述した第１
の実施形態に係る携帯電話機１００（図１）と同様であって、多重ＴＶ信号処理回路２Ｂ
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の内部構成の一部と、テレビ受信機能の制御処理のみ異なる。
【０１０２】
　即ち、本実施形態に係る多重ＴＶ信号処理回路２Ｂは、図４に示すように、画像メモリ
４１と文字検出回路４２とを更に備える点が第１の実施形態に係る多重ＴＶ信号処理回路
２と異なる。
【０１０３】
　画像メモリ４１は、映像信号処理回路３２にて抽出されたデジタルＹコンポジット信号
（輝度情報）を順次一時記憶するメモリである。即ち、本実施形態において、映像信号処
理回路３２は、多重テレビ信号から分離した映像信号から、輝度情報（Ｙ）と色情報（Ｃ
）とを分離するＹ／Ｃ分離回路（不図示）を備える。
【０１０４】
　文字検出回路４２は、画像メモリ４１に一時記憶されたデジタルＹコンポジット信号の
うち、所定の輝度レベル以上のデータ部分を文字（数字を含む）として検出する（尚、検
出精度向上のためには、予め記憶している文字パターンと、当該データ部分との比較を行
うと良い）。これにより、制御回路１は、受信した多重化テレビ信号から分離した映像信
号が表す映像中に元々含まれている文字列等の存在を認識することができる。尚、文字検
出回路４２の機能は、制御回路１において、ＣＰＵ２１によって実行されるソフトウェア
によって実現しても良い。
【０１０５】
　本実施形態において、字幕抽出回路３３、映像合成回路３４の動作については第１の実
施形態と同様である。しかしながら、上記の文字検出回路４２の検出結果に応じて、制御
回路１は、スイッチ３５の動作状態を制御する点が第１の実施形態と異なる。
【０１０６】
　［ 動作制御処理 ］
　図８は、第３の実施形態に係る携帯電話機におけるＴＶ機能選択時の制御処理を示すフ
ローチャートである。係るフローチャートは、本実施形態においてＣＰＵ２１が実行する
ソフトウェア・プログラムの処理手順を表す。
【０１０７】
　図８に示す処理構成は、第１の実施形態に係る図６のフローチャートと同一の処理構成
に対して、ステップＳ３１乃至ステップＳ３３の処理が付加されたものである。
【０１０８】
　即ち、制御回路１において、ＣＰＵ２１は、ステップＳ１２にてイヤホン１０の接続を
検出した場合、文字検出回路４２による検出状態を参照することにより、表示すべきテレ
ビ映像フレーム中に元々文字列が含まれているか否かを判断する（ステップＳ３１）。
【０１０９】
　そして、ＣＰＵ２１は、ステップＳ３１にて文字列の存在を検知しなかった場合（同ス
テップにてＮＯ判定の場合）にはステップＳ１６に処理を進めることにより、第１の実施
形態と同様に合成テレビ映像（図１０、図１１）を表示する。
【０１１０】
　一方、ＣＰＵ２１は、ステップＳ３１にて文字列の存在を検知した場合（同ステップに
てＹＥＳ判定の場合）には、多重ＴＶ信号処理回路２に対して、ＳＷ３５をオフにする指
示を行うと共に、ＴＶ映像の表示を指示する。係る指示に応じて、字幕抽出回路３３から
の字幕情報の供給が中止されるので、映像合成回路３４は、多重化テレビ信号から抽出し
た映像信号（即ち、文字列を含む映像をなす映像信号）と同様な内容の映像情報を、表示
デバイス１２に供給する。従ってこの場合、ディスプレイ１３には、図９に示す表示態様
において、文字列が含まれたテレビ映像が表示されることになる。このため、元々存在す
る文字列と、字幕とが重複することを防止することがでる。
【０１１１】
　同様な考え方から、ＣＰＵ２１は、マナーモード以外の動作モードにおける字幕表示を
ユーザが予め設定している場合であっても、ステップＳ３３にて文字列の存在を検知した
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場合には、字幕表示を行わず（ステップＳ２３）、文字列を検出しなかった場合のみ字幕
表示を行う（ステップＳ２２）。
【０１１２】
　図１３は、第３の実施形態に係る携帯電話機においてマナーモードが選択され、且つＴ
Ｖ機能実行時において、元映像に文字列が含まれることによって字幕表示がオン・オフさ
れる様子を説明する図である。即ち、本実施形態では、元映像に文字列６５が含まれる場
合には、その元映像（元々文字を含むテレビ映像）５５だけが表示され、元映像に文字列
が含まれていない映像フレームにおいては字幕表示エリア６４に字幕が表示される。
【０１１３】
　従って本実施形態によれば、表示されたテレビ映像においてそのテレビ映像に元々含ま
れている文字列と、受信した多重テレビ信号から抽出された字幕信号に基づく字幕とが重
複することを的確且つ動的に防止することができる。これにより、マナーモード選択時に
ＴＶ機能を利用する場合であってイヤホン１０を使用しない場合において、ユーザは、デ
ィスプレイ１３に再生中のテレビプログラムの内容を、当該文字列を元々含むテレビ映像
、または字幕が合成されたテレビ映像を参照することによって確実且つ容易に認識するこ
とができる。
【０１１４】
　（第３の実施形態の変形例）
　上述した第３の実施形態では、元映像中の文字列の有無に応じて字幕表示の有無を動的
に切り替える処理を実現した。そこで、本変形例では、係る動的な切り替え処理を、上述
した第２の実施形態（縦横比の変換）に適用する。この場合、多重ＴＶ信号処理回路２Ｂ
の回路構成には、第２の実施形態における多重ＴＶ信号処理回路２Ａ（図３）と同様な縦
横比変換回路３６を同様な位置に更に設ける一方で、スイッチ３５は撤去する。そしてこ
の場合、制御回路１のＣＰＵ２１は、元映像中の文字列が文字検出回路４２によって検出
されたときに限って、縦横比が変換された表示態様（図１２）を実現すれば良い。
【０１１５】
　このような本変形例によっても、ユーザは、再生中のテレビプログラムの内容を、確実
且つ容易に認識することができる。
【０１１６】
　＜第４の実施形態＞
　ところで、上述した各実施形態においては、本発明を、多重テレビ信号を受信するテレ
ビ受信機能を有する携帯電話機に適用する場合について説明した。しかしながら、本発明
の適用範囲は、テレビ受信機能に限られるものではなく、映像、音声、並びに字幕が多重
化（複合化）されたコンテンツ情報の再生機能を有する携帯電話機にも適用可能である。
【０１１７】
　そこで本実施形態では、上述した第１の実施形態に係る携帯電話機１００を基本とする
第３の実施形態として、コンテンツ情報の再生機能を有する携帯電話機について説明する
。
【０１１８】
　以下の説明においては、本実施形態に係る特徴的な部分を中心に説明する。その際、上
述した第１の実施形態と同様な構成については、同一の参照番号を付すことにより、重複
する説明は省略する。
【０１１９】
　［ 携帯電話機１００Ａの装置構成 ］
　図１４は、本発明の第４の実施形態に係る携帯電話機（多重化コンテンツ再生機能を有
する携帯電話機１００Ａ）の全体構成を示すブロック図である。図１４に示す携帯電話機
１００Ａは、第１の実施形態に係る携帯電話機１００（図１）と基本的には同様な回路構
成を備えている。但し、携帯電話機１００Ａは、自装置における再生対象が多重テレビ信
号ではなく、多重化コンテンツ記憶媒体４４に予め記憶された多重化コンテンツ情報であ
るため、多重ＴＶ信号処理回路２の代わりにコンテンツ処理回路４３を備える。また、携
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帯電話機１００Ａは、説明の便宜上からＴＶチューナ回路５は備えていない。
【０１２０】
　多重化コンテンツ記憶媒体４４は、携帯電話機１００Ａに対して着脱可能なＩＣカード
等の記憶媒体、或いは携帯電話機１００Ａ内部に設けられた読み書き可能なフラッシュメ
モリ等の記憶媒体を表す。
【０１２１】
　ここで、多重化コンテンツ記憶媒体４４に格納される多重化コンテンツ（多重化コンテ
ンツ・ファイル）は、アンテナ３を介して無線通信によって取得したもの、並びに携帯電
話機１００Ａから取り外された状態において、外部装置（不図示）によって書き込まれた
ものを含む。この多重化コンテンツは、映像情報（映像データ）、音声情報（音声データ
）、並びに字幕情報（字幕データ）が所定のフォーマットに基づいて多重化されたデータ
ファイルである。ここで、字幕情報は、字幕をなす文字コードと、その字幕を表示する際
の制御コード（タグコード）とを含む。
【０１２２】
　［コンテンツ処理回路４３の回路構成 ］
　図１５は、第４の実施形態に係る携帯電話機が備えるコンテンツ処理回路の内部構成を
示すブロック図である。
【０１２３】
　コンテンツ処理回路４３は、第１の実施形態において説明した多重ＴＶ信号処理回路２
（図２）と同様な回路構成を備える。但し、多重化コンテンツ記憶媒体４４から読み出さ
れる時点において既にデジタルデータ化されている点が第１の実施形態と異なる。
【０１２４】
　即ち、コンテンツ処理回路４３は、図１５に示すように、音声情報処理回路４５、映像
情報処理回路４６、字幕情報抽出回路４７、映像合成回路４８、並びにスイッチ（スイッ
チ素子）４９を備える。
【０１２５】
　即ち、音声情報処理回路４５は、多重化コンテンツ記憶媒体４４から音声情報を読み出
すと共に、読み出した音声情報に対して、制御回路１の指示に応じたレベル変換等を行う
。音声情報処理回路４５にて処理が施されたデジタル音声信号（音声情報）は、音声出力
回路９に供給される。
【０１２６】
　映像情報処理回路４６は、多重化コンテンツ記憶媒体４４から映像情報を読み出すと共
に、読み出した映像情報から輝度情報（Ｙ）と色情報（Ｃ）とを分離すると共に、映像合
成回路３４に供給する。
【０１２７】
　字幕情報抽出回路４７は、多重化コンテンツ記憶媒体４４から字幕用の文字情報（文字
コード）を読み出すと共に、読み出した文字情報を、スイッチ４９を介して映像合成回路
４８に供給する。一般に、字幕の内容は、その字幕の属する映像フレームの内容に関連し
たものである。
【０１２８】
　スイッチ（スイッチ素子）４９は、制御回路１の指示に応じてオン（クローズ）・オフ
（オープン）動作を行うことにより、映像合成回路４８への字幕情報（文字コード）の供
給及び供給停止を切り替える。
【０１２９】
　そして、映像合成回路４８は、スイッチ４９がオン状態の場合に字幕情報抽出回路４７
によって入力される文字コードを、その文字コードに対応する文字パターンの映像情報に
変換する。そして映像合成回路４８は、スイッチ４９がオン状態の場合に、当該文字パタ
ーンの映像情報と、映像情報処理回路４６によって入力される映像情報とを合成すること
により、ディスプレイ１３に表示すべきコンテンツ映像の映像情報を生成する。一方、ス
イッチ４９がオフ状態の場合に、映像合成回路４８は、映像情報処理回路４６によって入
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力される映像情報だけを利用して、ディスプレイ１３に表示すべきコンテンツ映像の映像
情報を生成する。更に、映像合成回路４６は、表示デバイス１２の仕様により必要に応じ
て、係る映像情報をＲＧＢ信号に変換する。
【０１３０】
　尚、このような構成を備えるコンテンツ処理回路４３の機能は、制御回路１において、
ＣＰＵ２１によって実行されるソフトウェアによって実現しても良い。
【０１３１】
　［ 動作制御処理 ］
　本実施形態に係る携帯電話機１００Ａにおける動作制御処理は、上述した第１の実施形
態に係る制御処理と略同様な構成を採用することができる。但し、本実施形態では、処理
対象がテレビ映像ではなくコンテンツ映像であることに起因して、各フローチャートにお
ける処理ステップ中の表現が一部異なる。
【０１３２】
　即ち、第４の実施形態に係る携帯電話機１００Ａにおいて、第１の実施形態において説
明したイヤホンの有無に応じた制御処理（図６）を採用する。但しこの場合、当該制御処
理は、ＴＶ機能が選択された場合ではなく、コンテンツ再生機能が選択された際に実行さ
れる。また、ＣＰＵ２１の制御対象は、多重ＴＶ信号処理回路２ではなく、コンテンツ処
理回路４３である。
【０１３３】
　このような制御処理を行うことにより、本実施形態に係る携帯電話機１００Ａによれば
、マナーモード（少なくともスピーカ１１からの音声出力が停止される動作モード）が選
択された場合であって、コンテンツ再生機能を実行する際に、イヤホン１０の接続されて
いない場合には、スピーカ１１からの音声出力の代わりに、ディスプレイ１３には字幕を
含む合成コンテンツ映像が表示される。従って、係るマナーモードが選択された場合であ
っても、ユーザは、再生中のコンテンツの内容を、確実且つ容易に認識することができる
。
【０１３４】
　（第４の実施形態に変形例）
　また、第４の実施形態に係る携帯電話機１００Ａにおいても、第２の実施形態において
説明した映像の縦横比を変更する制御処理（図７）を採用すると共に、縦横比変換回路３
６（図３）を採用（尚、映像合成回路４８にて縦横比を変換しても良い）する装置構成も
想定される。係る装置構成によれば、コンテンツ映像においてそのコンテンツ映像に元々
含まれている文字列と、文字コードに基づく字幕とが重複することを防止することができ
る。但しこの場合、ＣＰＵ２１の制御対象は、多重ＴＶ信号処理回路２Ａではなく、コン
テンツ処理回路４３（図１５）を基本構成として更に縦横比変換回路３６と同様な機能を
備えるコンテンツ処理回路（不図示）である。
【０１３５】
　更に、同様な考え方から、第４の実施形態に係る携帯電話機１００Ａにおいても、第３
の実施形態において説明した文字列を検出する制御処理（図８）を採用すると共に、画像
メモリ４１及び文字検出回路４２（図４）を採用（尚、映像合成回路４８にて文字を検出
しても良い）する装置構成も想定される。係る装置構成によれば、表示されたコンテンツ
映像においてそのコンテンツ映像に元々含まれている文字列と、多重化コンテンツ情報か
ら抽出された文字コードに基づく字幕とが重複することを的確且つ動的に防止することが
できる。これにより、マナーモード選択時にコンテンツ再生機能を利用する場合であって
イヤホン１０を使用しない場合に、ユーザは、ディスプレイ１３に再生中のコンテンツの
内容を、当該文字列または字幕を参照することによって確実且つ容易に認識することがで
きる。但しこの場合、ＣＰＵ２１の制御対象は、多重ＴＶ信号処理回路２Ｂではなく、コ
ンテンツ処理回路４３（図１５）を基本構成として更に画像メモリ４１及び文字検出回路
４２と同様な機能を備えるコンテンツ処理回路（不図示）である。
【０１３６】
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　このように、上述した各実施形態及びその変形例に係る携帯電話機によれば、少なくと
もスピーカからの音声出力が停止されるマナーモードが選択された場合であっても、ユー
ザは、再生中のコンテンツの内容を、字幕が合成されたコンテンツ映像によって、確実且
つ容易に認識することができる。
【０１３７】
　尚、上述した各実施形態を例に説明した本発明は、上述した携帯電話機（１００，１０
０Ａ）に対して、その説明において参照したフローチャートの機能を実現可能なコンピュ
ータ・プログラムを供給した後、そのコンピュータ・プログラムを、当該装置のＣＰＵ（
２１）に読み出して実行することによって達成される。また、当該装置内に供給されたコ
ンピュータ・プログラムは、読み書き可能なメモリ（２３）等の記憶デバイスに格納すれ
ば良い。
【０１３８】
　また、前記の場合において、当該各装置内へのコンピュータ・プログラムの供給方法は
、出荷前の製造段階、或いは出荷後のメンテナンス段階等において、適当な治具を利用し
て当該装置内にインストールする方法や、インターネット等の通信回線を介して外部より
ダウンロードする方法等のように、現在では一般的な手順を採用することができる。そし
て、このような場合において、本発明は、係るコンピュータ・プログラムのコード或いは
記憶媒体によって構成される。
【０１３９】
　また、上述した各実施形態においては、本発明に係る携帯端末の一例として、テレビ受
信機能乃至コンテンツ再生機能を有する携帯電話機に適用する場合について説明した。し
かしながら、本発明の適用範囲は携帯電話機に限られるものではなく、例えば、ＰＤＡ（
Personal Digital Assistance）、携帯型ゲーム機等の各種携帯端末においてテレビ受信
機能等のコンテンツ再生機能を有するものであれば適用可能である。特に、本発明は、ユ
ーザによる携帯を容易にすべく筐体を小型化したことに起因して、小型ディスプレイを搭
載せざるを得ない携帯端末に適用した場合に顕著な効果を得る。
【図面の簡単な説明】
【０１４０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る携帯電話機（テレビ受信機能を有する携帯電話機
）の全体構成を示すブロック図である。
【図２】第１の実施形態に係る携帯電話機が備える多重ＴＶ信号処理回路の内部構成を示
すブロック図である。
【図３】第２の実施形態に係る携帯電話機が備える多重ＴＶ信号処理回路の内部構成を示
すブロック図である。
【図４】第３の実施形態に係る携帯電話機が備える多重ＴＶ信号処理回路の内部構成を示
すブロック図である。
【図５】第１の実施形態に係る携帯電話機におけるマナーモード選択時の制御処理を示す
フローチャートである。
【図６】第１の実施形態に係る携帯電話機におけるＴＶ機能選択時の制御処理を示すフロ
ーチャートである。
【図７】第２の実施形態に係る携帯電話機におけるＴＶ機能選択時の制御処理を示すフロ
ーチャートである。
【図８】第３の実施形態に係る携帯電話機におけるＴＶ機能選択時の制御処理を示すフロ
ーチャートである。
【図９】第１の実施形態に係る携帯電話機においてテレビ映像だけが表示されている状態
を説明する図である。
【図１０】第１の実施形態に係る携帯電話機においてマナーモードが選択されている場合
に、ＴＶ機能が実行されることにより、テレビ映像と字幕とが合成映像として重畳表示さ
れている状態を説明する図である。
【図１１】第１の実施形態の変形例に係る携帯電話機においてマナーモードが選択されて
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れている状態を説明する図である。
【図１２】第２の実施形態に係る携帯電話機においてマナーモードが選択されている場合
に、ＴＶ機能が実行されることにより、縦横比が変換されたテレビ映像と、余白部分の字
幕とが合成映像として表示されている状態を説明する図である。
【図１３】第３の実施形態に係る携帯電話機においてマナーモードが選択され、且つＴＶ
機能実行時において、元映像に文字列が含まれることによって字幕表示がオン・オフされ
る様子を説明する図である。
【図１４】本発明の第４の実施形態に係る携帯電話機（多重化コンテンツ再生機能を有す
る携帯電話機）の全体構成を示すブロック図である。
【図１５】第４の実施形態に係る携帯電話機が備えるコンテンツ処理回路の内部構成を示
すブロック図である。
【符号の説明】
【０１４１】
　１　制御回路
　２，２Ａ，２Ｂ　多重ＴＶ信号処理回路
　３　アンテナ
　４　無線送受信回路
　５　ＴＶチューナ回路
　６　マイク
　７　操作デバイス
　８　マナーモード設定スイッチ
　９　音声出力回路
　１０　イヤホン
　１１　スピーカ
　１２　表示デバイス
　１３　ディスプレイ
　２１　ＣＰＵ
　２２　動作用メモリ
　２３　保持用メモリ
　３１　音声信号処理回路
　３２　映像信号処理回路
　３３　字幕抽出回路
　３４，３４Ａ，４８　映像合成回路
　３５，４９　スイッチ（スイッチ素子、ＳＷ）
　３６　縦横比変換回路
　４１　画像メモリ
　４２　文字検出回路
　４３　コンテンツ処理回路
　４４　多重化コンテンツ記憶媒体
　４５　音声情報処理回路
　４６　映像情報処理回路
　４７　字幕情報抽出回路
　５１，５２，５３，５５　テレビ映像
　５４　元映像に文字を含むテレビ映像
　６１，６２，６４　字幕表示エリア
　６３　字幕表示のための余白部分
　１００　携帯電話機（テレビ受信機能を有する携帯電話機）
　１００Ａ　携帯電話機（多重化コンテンツ再生機能を有する携帯電話機）
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