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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の表示部が設けられ、かつ、当該第１の表示部が設けられた面側にカメラが設けら
れた第１の筐体と、
　第２の表示部が設けられた第２の筐体と、
　前記第１の筐体と前記第２の筐体とを回転可能に連結する連結部と、
　少なくも前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度で規定される、携帯型情報処理
装置の状態を判定する状態判定手段と、
　前記状態判定手段で判定された状態に応じて、前記カメラで撮像された画像の前記第１
の表示部及び前記第２の表示部に対する表示を制御する制御手段と、
　を備え、
　前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度をθとした場合、前記携帯型情報処理装
置の状態は、０度＜θ＜１８０度であるクラムシェル状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が安定な状態にあるテント状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が不安定な状態にあるライブビュー状態、及びθ＝３６０度の
タブレット状態の少なくとも１つを含み、
　前記カメラの撮影モードは、自分を撮影するための第１の撮影モード、被写体を、露出
を合わせてフラッシュ撮影するための第２の撮影モード、及び人間の被写体自身が画面を
見ながらポーズを決めて撮影するための第３の撮影モードの少なくとも１つを含み、
　前記制御手段は、前記クラムシェル状態の場合において、前記第１の撮影モードでは、
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前記第２の表示部に前記カメラで撮像された画像の正立画像を表示し、前記第１の表示部
に白の画像を表示することを特徴とする携帯型情報処理装置。 
【請求項２】
　第１の表示部が設けられ、かつ、当該第１の表示部が設けられた面側にカメラが設けら
れた第１の筐体と、
　第２の表示部が設けられた第２の筐体と、
　前記第１の筐体と前記第２の筐体とを回転可能に連結する連結部と、
　少なくも前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度で規定される、携帯型情報処理
装置の状態を判定する状態判定手段と、
　前記状態判定手段で判定された状態に応じて、前記カメラで撮像された画像の前記第１
の表示部及び前記第２の表示部に対する表示を制御する制御手段と、
　を備え、
　前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度をθとした場合、前記携帯型情報処理装
置の状態は、０度＜θ＜１８０度であるクラムシェル状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が安定な状態にあるテント状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が不安定な状態にあるライブビュー状態、及びθ＝３６０度の
タブレット状態の少なくとも１つを含み、
　前記カメラの撮影モードは、自分を撮影するための第１の撮影モード、被写体を、露出
を合わせてフラッシュ撮影するための第２の撮影モード、及び人間の被写体自身が画面を
見ながらポーズを決めて撮影するための第３の撮影モードの少なくとも１つを含み、
　前記制御手段は、前記タブレット状態の場合において、前記第１の撮影モードでは、前
記第１の表示部に前記カメラで撮像された画像の正立画像を表示し、前記第２の撮影モー
ドでは、前記第２の表示部に前記カメラで撮像された画像の正立画像を表示する一方、前
記第１の表示部に白の画像を表示することを特徴とする携帯型情報処理装置。
【請求項３】
　第１の表示部が設けられ、かつ、当該第１の表示部が設けられた面側にカメラが設けら
れた第１の筐体と、
　第２の表示部が設けられた第２の筐体と、
　前記第１の筐体と前記第２の筐体とを回転可能に連結する連結部と、
　少なくも前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度で規定される、携帯型情報処理
装置の状態を判定する状態判定手段と、
　前記状態判定手段で判定された状態に応じて、前記カメラで撮像された画像の前記第１
の表示部及び前記第２の表示部に対する表示を制御する制御手段と、
　を備え、
　前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度をθとした場合、前記携帯型情報処理装
置の状態は、０度＜θ＜１８０度であるクラムシェル状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が安定な状態にあるテント状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が不安定な状態にあるライブビュー状態、及びθ＝３６０度の
タブレット状態の少なくとも１つを含み、
　前記カメラの撮影モードは、自分を撮影するための第１の撮影モード、被写体を、露出
を合わせてフラッシュ撮影するための第２の撮影モード、及び人間の被写体自身が画面を
見ながらポーズを決めて撮影するための第３の撮影モードの少なくとも１つを含み、
　前記制御手段は、前記テント状態において、前記第１の撮影モードでは、前記第１の表
示部に前記カメラで撮像された画像の正立画像を表示し、前記第２の撮影モードでは、前
記第２の表示部に前記カメラで撮像された画像の正立画像を表示する一方、前記第１の表
示部に白の画像を表示することを特徴とする携帯型情報処理装置。 
【請求項４】
　第１の表示部が設けられ、かつ、当該第１の表示部が設けられた面側にカメラが設けら
れた第１の筐体と、
　第２の表示部が設けられた第２の筐体と、
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　前記第１の筐体と前記第２の筐体とを回転可能に連結する連結部と、
　少なくも前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度で規定される、携帯型情報処理
装置の状態を判定する状態判定手段と、
　前記状態判定手段で判定された状態に応じて、前記カメラで撮像された画像の前記第１
の表示部及び前記第２の表示部に対する表示を制御する制御手段と、
　を備え、
　前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度をθとした場合、前記携帯型情報処理装
置の状態は、０度＜θ＜１８０度であるクラムシェル状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が安定な状態にあるテント状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が不安定な状態にあるライブビュー状態、及びθ＝３６０度の
タブレット状態の少なくとも１つを含み、
　前記カメラの撮影モードは、自分を撮影するための第１の撮影モード、被写体を、露出
を合わせてフラッシュ撮影するための第２の撮影モード、及び人間の被写体自身が画面を
見ながらポーズを決めて撮影するための第３の撮影モードの少なくとも１つを含み、
　前記制御手段は、前記ライブビュー状態において、前記第２の撮影モードでは、前記第
２の表示部に前記カメラで撮像された画像の正立画像を表示する一方、前記第１の表示部
に白の画像を表示し、前記第３の撮影モードでは、前記第１の表示部及び前記第２の表示
部に前記カメラで撮像された画像の正立画像を表示することを特徴とする携帯型情報処理
装置。
【請求項５】
　前記第２の筐体は、前記第２の表示部と同じ面にキーボード装置を備え、前記第２の表
示部にはタッチパッドが形成されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか１つに
記載の携帯型情報処理装置。 
【請求項６】
　前記第１の表示部と前記第２の表示部は略同じ大きさであることを特徴とする請求項１
～５のいずれか１つに記載の携帯型情報処理装置。 
【請求項７】
　第１の表示部が設けられ、かつ、当該第１の表示部が設けられた面側にカメラが設けら
れた第１の筐体と、第２の表示部が設けられた第２の筐体とを回転可能に連結した携帯型
情報処理装置の撮影方法であって、
　少なくとも前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度で規定される、前記携帯型情
報処理装置の状態を判定する工程と、
　前記判定された状態に応じて、前記カメラで撮像された画像の前記第１の表示部及び前
記第２の表示部に対する表示を制御する工程と、
　を含み、
　前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度をθとした場合、前記携帯型情報処理装
置の状態は、０度＜θ＜１８０度であるクラムシェル状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が安定な状態にあるテント状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が不安定な状態にあるライブビュー状態、及びθ＝３６０度の
タブレット状態の少なくとも１つを含み、
　前記カメラの撮影モードは、自分を撮影するための第１の撮影モード、被写体を、露出
を合わせてフラッシュ撮影するための第２の撮影モード、及び人間の被写体自身が画面を
見ながらポーズを決めて撮影するための第３の撮影モードの少なくとも１つを含み、
　前記制御する工程では、前記クラムシェル状態の場合において、前記第１の撮影モード
では、前記第２の表示部に前記カメラで撮像された画像の正立画像を表示し、前記第１の
表示部に白の画像を表示することを特徴とする携帯型情報処理装置の撮影方法。 
【請求項８】
　第１の表示部が設けられ、かつ、当該第１の表示部が設けられた面側にカメラが設けら
れた第１の筐体と、第２の表示部が設けられた第２の筐体とを回転可能に連結した携帯型
情報処理装置の撮影方法であって、
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　少なくとも前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度で規定される、前記携帯型情
報処理装置の状態を判定する工程と、
　前記判定された状態に応じて、前記カメラで撮像された画像の前記第１の表示部及び前
記第２の表示部に対する表示を制御する工程と、
　を含み、
　前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度をθとした場合、前記携帯型情報処理装
置の状態は、０度＜θ＜１８０度であるクラムシェル状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が安定な状態にあるテント状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が不安定な状態にあるライブビュー状態、及びθ＝３６０度の
タブレット状態の少なくとも１つを含み、
　前記カメラの撮影モードは、自分を撮影するための第１の撮影モード、被写体を、露出
を合わせてフラッシュ撮影するための第２の撮影モード、及び人間の被写体自身が画面を
見ながらポーズを決めて撮影するための第３の撮影モードの少なくとも１つを含み、
　前記制御する工程では、前記タブレット状態の場合において、前記第１の撮影モードで
は、前記第１の表示部に前記カメラで撮像された画像の正立画像を表示し、前記第２の撮
影モードでは、前記第２の表示部に前記カメラで撮像された画像の正立画像を表示する一
方、前記第１の表示部に白の画像を表示することを特徴とする携帯型情報処理装置の撮影
方法。
【請求項９】
　第１の表示部が設けられ、かつ、当該第１の表示部が設けられた面側にカメラが設けら
れた第１の筐体と、第２の表示部が設けられた第２の筐体とを回転可能に連結した携帯型
情報処理装置の撮影方法であって、
　少なくとも前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度で規定される、前記携帯型情
報処理装置の状態を判定する工程と、
　前記判定された状態に応じて、前記カメラで撮像された画像の前記第１の表示部及び前
記第２の表示部に対する表示を制御する工程と、
　を含み、
　前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度をθとした場合、前記携帯型情報処理装
置の状態は、０度＜θ＜１８０度であるクラムシェル状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が安定な状態にあるテント状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が不安定な状態にあるライブビュー状態、及びθ＝３６０度の
タブレット状態の少なくとも１つを含み、
　前記カメラの撮影モードは、自分を撮影するための第１の撮影モード、被写体を、露出
を合わせてフラッシュ撮影するための第２の撮影モード、及び人間の被写体自身が画面を
見ながらポーズを決めて撮影するための第３の撮影モードの少なくとも１つを含み、
　前記制御する工程では、前記テント状態において、前記第１の撮影モードでは、前記第
１の表示部に前記カメラで撮像された画像の正立画像を表示し、前記第２の撮影モードで
は、前記第２の表示部に前記カメラで撮像された画像の正立画像を表示する一方、前記第
１の表示部に白の画像を表示することを特徴とする携帯型情報処理装置の撮影方法。 
【請求項１０】
　第１の表示部が設けられ、かつ、当該第１の表示部が設けられた面側にカメラが設けら
れた第１の筐体と、第２の表示部が設けられた第２の筐体とを回転可能に連結した携帯型
情報処理装置の撮影方法であって、
　少なくとも前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度で規定される、前記携帯型情
報処理装置の状態を判定する工程と、
　前記判定された状態に応じて、前記カメラで撮像された画像の前記第１の表示部及び前
記第２の表示部に対する表示を制御する工程と、
　を含み、
　前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度をθとした場合、前記携帯型情報処理装
置の状態は、０度＜θ＜１８０度であるクラムシェル状態、１８０度＜θ＜３６０度でか



(5) JP 6068545 B2 2017.1.25

10

20

30

40

50

つ前記携帯型情報処理装置が安定な状態にあるテント状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が不安定な状態にあるライブビュー状態、及びθ＝３６０度の
タブレット状態の少なくとも１つを含み、
　前記カメラの撮影モードは、自分を撮影するための第１の撮影モード、被写体を、露出
を合わせてフラッシュ撮影するための第２の撮影モード、及び人間の被写体自身が画面を
見ながらポーズを決めて撮影するための第３の撮影モードの少なくとも１つを含み、
　前記制御する工程では、前記ライブビュー状態において、前記第２の撮影モードでは、
前記第２の表示部に前記カメラで撮像された画像の正立画像を表示する一方、前記第１の
表示部に白の画像を表示し、前記第３の撮影モードでは、前記第１の表示部及び前記第２
の表示部に前記カメラで撮像された画像の正立画像を表示することを特徴とする携帯型情
報処理装置の撮影方法。
【請求項１１】
　第１の表示部が設けられ、かつ、当該第１の表示部が設けられた面側にカメラが設けら
れた第１の筐体と、第２の表示部が設けられた第２の筐体とを回転可能に連結した携帯型
情報処理装置に搭載されるプログラムであって、
　少なくとも前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度で規定される、前記携帯型情
報処理装置の状態を判定する工程と、
　前記判定された状態に応じて、前記カメラで撮像された画像の前記第１の表示部及び前
記第２の表示部に対する表示を制御する工程と、
　をコンピュータに実行させ、
　前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度をθとした場合、前記携帯型情報処理装
置の状態は、０度＜θ＜１８０度であるクラムシェル状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が安定な状態にあるテント状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が不安定な状態にあるライブビュー状態、及びθ＝３６０度の
タブレット状態の少なくとも１つを含み、
　前記カメラの撮影モードは、自分を撮影するための第１の撮影モード、被写体を、露出
を合わせてフラッシュ撮影するための第２の撮影モード、及び人間の被写体自身が画面を
見ながらポーズを決めて撮影するための第３の撮影モードの少なくとも１つを含み、
　前記制御する工程では、前記クラムシェル状態の場合において、前記第１の撮影モード
では、前記第２の表示部に前記カメラで撮像された画像の正立画像を表示し、前記第１の
表示部に白の画像を表示することを特徴とするコンピュータが実行可能なプログラム。 
【請求項１２】
　第１の表示部が設けられ、かつ、当該第１の表示部が設けられた面側にカメラが設けら
れた第１の筐体と、第２の表示部が設けられた第２の筐体とを回転可能に連結した携帯型
情報処理装置に搭載されるプログラムであって、
　少なくとも前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度で規定される、前記携帯型情
報処理装置の状態を判定する工程と、
　前記判定された状態に応じて、前記カメラで撮像された画像の前記第１の表示部及び前
記第２の表示部に対する表示を制御する工程と、
　をコンピュータに実行させ、
　前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度をθとした場合、前記携帯型情報処理装
置の状態は、０度＜θ＜１８０度であるクラムシェル状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が安定な状態にあるテント状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が不安定な状態にあるライブビュー状態、及びθ＝３６０度の
タブレット状態の少なくとも１つを含み、
　前記カメラの撮影モードは、自分を撮影するための第１の撮影モード、被写体を、露出
を合わせてフラッシュ撮影するための第２の撮影モード、及び人間の被写体自身が画面を
見ながらポーズを決めて撮影するための第３の撮影モードの少なくとも１つを含み、
　前記制御する工程では、前記タブレット状態の場合において、前記第１の撮影モードで
は、前記第１の表示部に前記カメラで撮像された画像の正立画像を表示し、前記第２の撮
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影モードでは、前記第２の表示部に前記カメラで撮像された画像の正立画像を表示する一
方、前記第１の表示部に白の画像を表示することを特徴とするコンピュータが実行可能な
プログラム。
【請求項１３】
　第１の表示部が設けられ、かつ、当該第１の表示部が設けられた面側にカメラが設けら
れた第１の筐体と、第２の表示部が設けられた第２の筐体とを回転可能に連結した携帯型
情報処理装置に搭載されるプログラムであって、
　少なくとも前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度で規定される、前記携帯型情
報処理装置の状態を判定する工程と、
　前記判定された状態に応じて、前記カメラで撮像された画像の前記第１の表示部及び前
記第２の表示部に対する表示を制御する工程と、
　をコンピュータに実行させ、
　前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度をθとした場合、前記携帯型情報処理装
置の状態は、０度＜θ＜１８０度であるクラムシェル状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が安定な状態にあるテント状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が不安定な状態にあるライブビュー状態、及びθ＝３６０度の
タブレット状態の少なくとも１つを含み、
　前記カメラの撮影モードは、自分を撮影するための第１の撮影モード、被写体を、露出
を合わせてフラッシュ撮影するための第２の撮影モード、及び人間の被写体自身が画面を
見ながらポーズを決めて撮影するための第３の撮影モードの少なくとも１つを含み、
　前記制御する工程では、前記テント状態において、前記第１の撮影モードでは、前記第
１の表示部に前記カメラで撮像された画像の正立画像を表示し、前記第２の撮影モードで
は、前記第２の表示部に前記カメラで撮像された画像の正立画像を表示する一方、前記第
１の表示部に白の画像を表示することを特徴とするコンピュータが実行可能なプログラム
。
【請求項１４】
　第１の表示部が設けられ、かつ、当該第１の表示部が設けられた面側にカメラが設けら
れた第１の筐体と、第２の表示部が設けられた第２の筐体とを回転可能に連結した携帯型
情報処理装置の撮影方法であって、
　少なくとも前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度で規定される、前記携帯型情
報処理装置の状態を判定する工程と、
　前記判定された状態に応じて、前記カメラで撮像された画像の前記第１の表示部及び前
記第２の表示部に対する表示を制御する工程と、
　をコンピュータに実行させ、
　前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度をθとした場合、前記携帯型情報処理装
置の状態は、０度＜θ＜１８０度であるクラムシェル状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が安定な状態にあるテント状態、１８０度＜θ＜３６０度でか
つ前記携帯型情報処理装置が不安定な状態にあるライブビュー状態、及びθ＝３６０度の
タブレット状態の少なくとも１つを含み、
　前記カメラの撮影モードは、自分を撮影するための第１の撮影モード、被写体を、露出
を合わせてフラッシュ撮影するための第２の撮影モード、及び人間の被写体自身が画面を
見ながらポーズを決めて撮影するための第３の撮影モードの少なくとも１つを含み、
　前記制御する工程では、前記ライブビュー状態において、前記第２の撮影モードでは、
前記第２の表示部に前記カメラで撮像された画像の正立画像を表示する一方、前記第１の
表示部に白の画像を表示し、前記第３の撮影モードでは、前記第１の表示部及び前記第２
の表示部に前記カメラで撮像された画像の正立画像を表示することを特徴とするコンピュ
ータが実行可能なプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、携帯型情報処理装置、その撮影方法、及びコンピュータが実行可能なプログ
ラムに関する。　
【背景技術】
【０００２】
　近時、例えば、ノートＰＣ及びタブレットＰＣとして使用可能なコンバーチブル型ＰＣ
と呼ばれる携帯型情報処理装置がある。コンバーチブル型ＰＣでは、ノートＰＣ構成（状
態）で、タッチスクリーンが配置されるディスプレイ側筐体を、キーボードやタッチパッ
ドが配置される本体側筐体に対して、ヒンジにより水平軸に３６０度回転させてタブレッ
ト状態とするタイプのものもある。
【０００３】
　かかるコンバーチブル型ＰＣでは、ディスプレイ側筐体のタッチスクリーンが配置され
る面側（前面側）に１つのカメラ（以下「前面カメラ」とも称する）を搭載しているもの
が多い。この前面カメラは、例えばＶＯＩＰアプリ等で自分撮りに使用されるのが通常で
あり、ディスプレイ側筐体の背面側を撮影することが困難である。
【０００４】
　他方、３６０度回転可能なコンバーチブル型ＰＣでは、クラムシェル構成やタブレット
構成に加えてテント構成等もとることができ、各種構成を取ることが可能となっている。
【０００５】
　各種構成を取ることが可能な携帯型情報処理装置では、前面カメラを使用して、より多
くの被写体を撮影することが望まれており、ユーザが撮影する際の使い勝手を向上させる
ことが望まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－３３９０９７号公報
【特許文献２】特開２０１４－１７４９９９号公報
【特許文献３】特開２００５－２２９３０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、カメラを搭載し、各種構成（状態）を取
ることが可能な携帯型情報処理装置において、カメラで撮影する場合のユーザビリティを
向上させることが可能な携帯型情報処理装置、その撮影方法、及びコンピュータが実行可
能なプログラム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】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、第１の表示部が設けられ、
かつ、当該第１の表示部が設けられた面側にカメラが設けられた第１の筐体と、第２の表
示部が設けられた第２の筐体と、前記第１の筐体と前記第２の筐体とを回転可能に連結す
る連結部と、少なくも前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度で規定される、携帯
型情報処理装置の状態を判定する状態判定手段と、前記状態判定手段で判定された状態に
応じて、前記カメラで撮像された画像の前記第１の表示部及び前記第２の表示部に対する
表示を制御する制御手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記状態判定手段は、さらに、前記携帯型情報
処理装置が安定な状態か不安定な状態かを検出して、前記携帯型情報処理装置の状態を判
定することが望ましい。
【００１０】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記携帯型情報処理装置が安定な状態は、当該
携帯型情報処理装置が地面に置かれている状態であり、前記携帯型情報処理装置が不安定
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な状態は、当該携帯型情報処理装置がユーザにより把持されている状態であることが望ま
しい。
【００１１】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記制御手段は、前記状態判定手段で判定され
た前記携帯型情報処理装置の状態に応じて、前記カメラで撮像された画像の正立画像を前
記第１の表示部及び前記第２の表示部の少なくとも一方に表示することが望ましい。
【００１２】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記状態判定手段は、前記第１の筐体に配置さ
れた第１の加速度センサと前記第２の筐体に配置された第２の加速度センサの検出結果に
基づいて、前記携帯型情報処理装置の状態を判定することが望ましい。
【００１３】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度
をθとした場合、前記携帯型情報処理装置の状態は、０度＜θ＜１８０度であるクラムシ
ェル状態、１８０度＜θ＜３６０度でかつ前記携帯型情報処理装置が安定な状態にあるテ
ント状態、１８０度＜θ＜３６０度でかつ前記携帯型情報処理装置が不安定な状態にある
ライブビュー状態、及びθ＝３６０度のタブレット状態の少なくとも１つを含むことが望
ましい。
【００１４】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記カメラの撮影モードは、自分を撮影するた
めの第１の撮影モード、被写体を、露出を合わせてフラッシュ撮影するための第２の撮影
モード、及び人間の被写体自身が画面を見ながらポーズを決めて撮影するための第３の撮
影モードの少なくとも１つを含むことが望ましい。
【００１５】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記制御手段は、前記クラムシェル状態の場合
において、前記第１の撮影モードでは、前記第２の表示部に前記カメラで撮像された画像
の正立画像を表示し、前記第１の表示部に白の画像を表示することが望ましい。
【００１６】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記制御手段は、前記タブレット状態の場合に
おいて、前記第１の撮影モードでは、前記第１の表示部に前記カメラで撮像された画像の
正立画像を表示し、前記第２の撮影モードでは、前記第２の表示部に前記カメラで撮像さ
れた画像の正立画像を表示する一方、前記第１の表示部に白の画像を表示することが望ま
しい。
【００１７】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記制御手段は、前記テントモード状態におい
て、前記第１の撮影モードでは、前記第１の表示部に前記カメラで撮像された画像の正立
画像を表示し、前記第２の撮影モードでは、前記第２の表示部に前記カメラで撮像された
画像の正立画像を表示する一方、前記第１の表示部に白の画像を表示することが望ましい
。
【００１８】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記制御手段は、前記ライブビューモードの場
合において、前記第２の撮影モードでは、前記第２の表示部に前記カメラで撮像された画
像の正立画像を表示する一方、前記第１の表示部に白の画像を表示し、前記第３の撮影モ
ードでは、前記第１の表示部及び前記第２の表示部に前記カメラで撮像された画像の正立
画像を表示することが望ましい。
【００１９】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記第２の筐体は、前記第２の表示部と同じ面
にキーボード装置を備え、前記第２の表示部にはタッチパッドが形成されていることが望
ましい。
【００２０】
　また、本発明の好ましい態様によれば、前記第１の表示部と前記第２の表示部は略同じ
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大きさであることが望ましい。
【００２１】
　また、上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、第１の表示部が設け
られ、かつ、当該第１の表示部が設けられた面側にカメラが設けられた第１の筐体と、第
２の表示部が設けられた第２の筐体とを回転可能に連結した携帯型情報処理装置の撮影方
法であって、少なくとも前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度で規定される、携
帯型情報処理装置の状態を判定する工程と、前記判定された状態に応じて、前記カメラで
撮像された画像の前記第１の表示部及び前記第２の表示部に対する表示を制御する工程と
、を含むことを特徴とする。
【００２２】
　また、上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、第１の表示部が設け
られ、かつ、当該第１の表示部が設けられた面側にカメラが設けられた第１の筐体と、第
２の表示部が設けられた第２の筐体とを回転可能に連結した携帯型情報処理装置に搭載さ
れるプログラムであって、少なくとも前記第２の筐体に対する前記第１の筐体の角度で規
定される携帯型情報処理装置の状態を判定する工程と、前記判定された状態に応じて、前
記カメラで撮像された画像の前記第１の表示部及び前記第２の表示部に対する表示を制御
する工程と、をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、カメラを搭載し、各種構成（状態）を取ることが可能な携帯型情報処
理装置において、カメラで撮影する場合のユーザビリティを向上させることが可能となる
という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１－Ａ】図１－Ａは、本実施の形態に係る携帯型情報処理装置の外観構成を示す模式
的な斜視図である（ブック状態）。
【図１－Ｂ】図１－Ｂは、本実施の形態に係る携帯型情報処理装置がタブレット状態にあ
る場合を示す模式的な斜視図である（キーボードが上向きの状態）。
【図１－Ｃ】図１－Ｃは、本実施の形態に係る携帯型情報処理装置がタブレット状態にあ
る場合を示す模式的な斜視図である（タッチスクリーンが上向きの状態）。
【図１－Ｄ】図１－Ｄは、本実施の形態に係る携帯型情報処理装置がテント状態にある場
合を示す模式的な斜視図である。
【図１－Ｅ】図１－Ｅは、本実施の形態に係る携帯型情報処理装置がライブビュー状態に
ある場合を示す模式的な斜視図である（カメラの位置がネガティブの場合）。
【図１－Ｆ】図１－Ｆは、本実施の形態に係る携帯型情報処理装置がライブビュー状態に
ある場合を示す模式的な斜視図である（カメラの位置ポジティブの場合）。
【図２】図２は、携帯型情報処理装置のハードウェアの構成を示す概略図である。
【図３－Ａ】図３－Ａは、携帯型情報処理装置がクラムシェル状態の場合に、撮影モード
及びカメラの位置に応じた第１の表示部及び第２の表示部の使用用途／画像の表示方向を
説明するための図である。
【図３－Ｂ】図３－Ｂは、携帯型情報処理装置がタブレット状態の場合に、撮影モード及
びカメラの位置に応じた第１の表示部及び第２の表示部の使用用途／画像の表示方向を説
明するための図である。
【図３－Ｃ】図３－Ｃは、携帯型情報処理装置がテント状態の場合に、撮影モード及びカ
メラの位置に応じた第１の表示部及び第２の表示部の使用用途／画像の表示方向を説明す
るための図である。
【図３－Ｄ】図３－Ｄは、携帯型情報処理装置がライブビュー状態の場合に、撮影モード
及びカメラの位置に応じた第１の表示部及び第２の表示部の使用用途／画像の表示方向を
説明するための図である。
【図４－Ａ】図４－Ａは、カメラの位置とカメラの撮像画像の表示方向を説明するための
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図であり、タッチスクリーン及びタッチパッド表示部を平面的に示した図である。
【図４－Ｂ】図４－Ｂは、カメラの位置とカメラの撮像画像の表示方向を説明するための
図であり、タッチスクリーン及びタッチパッド表示部を平面的に示した図である。
【図４－Ｃ】図４－Ｃは、カメラの位置とカメラの撮像画像の表示方向を説明するための
図であり、タッチスクリーン及びタッチパッド表示部を平面的に示した図である。
【図４－Ｄ】図４－Ｄは、カメラの位置とカメラの撮像画像の表示方向を説明するための
図であり、タッチスクリーン及びタッチパッド表示部を平面的に示した図である。
【図４－Ｅ】図４－Ｅは、カメラの位置とカメラの撮像画像の表示方向を説明するための
図であり、タッチスクリーン及びタッチパッド表示部を平面的に示した図である。
【図４－Ｆ】図４－Ｆは、カメラの位置とカメラの撮像画像の表示方向を説明するための
図であり、タッチスクリーン及びタッチパッド表示部を平面的に示した図である。
【図４－Ｇ】図４－Ｇは、カメラの位置とカメラの撮像画像の表示方向を説明するための
図であり、タッチスクリーン及びタッチパッド表示部を平面的に示した図である。
【図４－Ｈ】図４－Ｈは、カメラの位置とカメラの撮像画像の表示方向を説明するための
図であり、タッチスクリーン及びタッチパッド表示部を平面的に示した図である。
【図５】図５は、変形例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本実施の形態にかかる携帯型情報処理装置、その撮影方法、及びコンピュータが
実行可能なプログラムについて説明する。本発明の構成要素は、本明細書の図面に一般に
示してあるが、様々な構成で広く多様に配置し設計してもよいことは容易に理解できる。
したがって、本発明の装置、方法、およびプログラムの実施の形態についての以下のより
詳細な説明は、特許請求の範囲に示す本発明の範囲を限定するものではなく、単に本発明
の選択した実施の形態の一例を示すものであって、特許請求の範囲に示す本発明と矛盾無
く装置、システムおよび方法についての選択した実施の形態を単に示すものである。当業
者は、特定の細目の１つ以上が無くても、又は他の方法、部品、材料でも本発明を実現で
きることが理解できる。　
【００２６】
　図１－Ａ～図１－Ｆを参照して、本実施の形態に係る携帯型情報処理装置の外観構成を
説明する。本実施の形態の携帯型情報処理装置は、いわゆるコンバーチブル型ＰＣであり
、ノートＰＣ及びタブレットＰＣとして使用することができる。
【００２７】
　図１－Ａは、本実施の形態に係る携帯型情報処理装置の外観構成を示す模式的な斜視図
である（ブック状態）。図１－Ｂは、本実施の形態に係る携帯型情報処理装置がタブレッ
ト状態にある場合を示す模式的な斜視図である（キーボードが上向きの状態を示す）。図
１－Ｃは、本実施の形態に係る携帯型情報処理装置がタブレット状態にある場合を示す模
式的な斜視図である（タッチスクリーンが上向きの状態にある場合を示す）。図１－Ｄは
、本実施の形態に係る携帯型情報処理装置がテント状態にある場合を示す模式的な斜視図
である。図１－Ｅは、本実施の形態に係る携帯型情報処理装置がライブビュー状態にある
場合を示す模式的な斜視図である（カメラの位置がネガティブの状態を示す）。図１－Ｆ
は、本実施の形態に係る携帯型情報処理装置がライブビュー状態にある場合を示す模式的
な斜視図である（カメラの位置ポジティブの状態を示す）。
【００２８】
　図１－Ａに示すように、携帯型情報処理装置１は、第１の筐体１０と、第２の筐体２０
とを備えている。また、携帯型情報処理装置１は、第１の筐体１０と第２の筐体２０との
間にヒンジ（連結部）２５を備えている。
【００２９】
　第１の筐体１０は、略矩形を呈し、第１の表示部１１Ｂと第１の表示部１１Ｂ上に配置
されたタッチセンサ１１Ａとで構成されるタッチスクリーン１１と、タッチスクリーン１
１の上方に配置されたカメラ１４とが配置されている。また、第１の筐体１０の内部には
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、第１の加速度センサ１３が配置されている。第１の加速度センサ１３は、第１の筐体１
０（タッチスクリーン１１）に対して、その長手方向に平行なＹ１方向、その短手方向に
平行なＸ１方向、Ｘ１及びＹ１方向に垂直なＺ１方向の加速度を検出する。
【００３０】
　第２の筐体２０は、略矩形を呈し、キーボード装置２２と、キーボード装置２２の下方
に配置され、第２の表示部２１Ｂと第２の表示部２１Ｂ上に配置された透明のタッチパッ
ド２１Ａで構成されるタッチパッド表示部２１とが配置されている。また、第２の筐体２
０の内部には、第２の加速度センサ２３が配置されている。第２の加速度センサ２３は、
第２の筐体２０（タッチパッド表示部２１）に対して、その長手方向に平行なＹ２方向、
その短手方向に平行なＸ２向、Ｘ２及びＹ２方向に垂直なＺ２方向の加速度を検出する。
【００３１】
　ヒンジ２５は、第１の筐体１０と第２の筐体２０とを回転可能に連結する。回転軸δに
対する第１の筐体１０と第２の筐体２０との角度（第２の筐体２０に対する第１の筐体１
０の角度）を「θ」と規定する。より詳細には、ヒンジ２５は、第１の筐体１０と第２の
筐体２０とを回転軸δを中心に実質的に３６０度回転可能に連結する。携帯型情報処理装
置１は、ヒンジ２５により各種状態を取ることが可能となっている。
【００３２】
　つぎに、図１－Ａ～図１－Ｆを参照して、携帯型情報処理装置１の各種状態（構成）を
説明する。携帯型情報処理装置１は、少なくとも第２の筐体２０に対する第１の筐体１０
の角度θで規定される各種状態を取ることができる。
【００３３】
　本実施の形態では、カメラ１４で撮影を行う場合に、携帯型情報処理装置１の状態及び
使用する撮影モード等に応じて、カメラ１４で撮影した画像を表示する向きを変更し、カ
メラ１４で撮像された画像の正立画像を第１の表示部１１Ｂ及び第２の表示部２１Ｂの少
なくとも一方に表示する。
【００３４】
　角度θ＝０度をクローズ（Ｃｌｏｓｅ）状態、０度＜θ＜１８０度をクラムシェル（Ｃ
ｌａｍｓｈｅｌｌ）状態、１８０度＜θ＜３６０度で安定した状態（Ｓｔａｂｌｅ）をテ
ント（Ｔｅｎｔ）状態、１８０度＜θ＜３６０度で不安定な状態（Ｕｎｓｔａｂｌｅ）な
状態をライブビュー（Ｌｉｖｅ　Ｖｉｅｗ）状態、角度θ＝３６０度をタブレット（Ｔａ
ｂｌｅｔ）状態と称する。
【００３５】
　カメラ１４の位置（向き）、第１の表示部１０及び第２の表示部２０の画像を表示する
方向を以下のように定義する。カメラ１４の場合は、カメラ１４が鉛直方向の上方向にあ
る場合をカメラ１４の位置がポジティブ（Ｐｏｓｉｔｉｖｅ）であると称する。また、カ
メラ１４が鉛直方向の下方向にある場合をカメラ１４の位置がネガティブ（Ｎｅｇａｔｉ
ｖｅ）であると称する。
【００３６】
　第１の表示部１１Ｂの場合は、カメラ１４が配置されている側を上方向として正立画像
を表示する場合をポジティブと称し、カメラ１４が配置されていない側を上方向として正
立画像を表示する場合をネガティブと称する。
【００３７】
　第２の表示部２１Ｂの場合は、キーボード装置２２が配置されている側を上方向として
正立画像を表示する場合をポジティブと称し、キーボード装置２２が配置されていない側
を上方向として正立画像を表示する場合をネガティブと称する。
【００３８】
　携帯型情報処理装置１では、第１の加速度センサ１３及び第２の加速度センサ２３の検
出結果に基づいて、角度θ、携帯型情報処理装置１が安定した状態にあるか又は不安定な
状態にあるか、及びカメラ１４の位置を判定することが可能に構成されている。
【００３９】
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　ここで、例えば、第１の加速度センサ１３及び第２の加速度センサ２３の検出結果の変
動が閾値より小さい場合は、携帯型情報処理装置１が安定した状態にあると判定すること
ができる。例えば、携帯型情報処理装置１が地面に置かれた状態にある場合は、第１の加
速度センサ１３及び第２の加速度センサ２３の検出結果の変動が閾値より小さくなり、携
帯型情報処理装置１が安定した状態にあると判定される。他方、携帯型情報処理装置１が
手で把持された状態にある場合は、携帯型情報処理装置１を完全に静止状態とすることは
できないため、第１の加速度センサ１３及び第２の加速度センサ２３の検出結果の変動が
閾値以上となり、携帯型情報処理装置１が不安定な状態にあると判定される。
【００４０】
　図１－Ａは、０度＜θ＜１８０度でクラムシェル状態を示しており、カメラ１４の位置
はポジティブである。なお、０度＜θ＜１８０度の場合は、携帯型情報処理装置１が安定
な状態／不安定な状態に拘わらずクラムシェル状態と称する。
【００４１】
　図１－Ｂ及び図１－Ｃは、角度θ＝３６０度でタブレット状態を示しており、図１－Ｂ
はキーボード装置２２が上向きの状態を示しており、図１－Ｃは、タッチスクリーン１１
が上向きの状態にある場合を示している。タブレット状態においてカメラ１４で撮影する
場合は、第１の筐体１０及び第２の筐体２０の短手方向を両側から両手で把持して、カメ
ラ１４がポジティブ又はネガティブとなる位置で撮影する。なお、角度θ＝３６０度の場
合は、携帯型情報処理装置１が安定な状態／不安定な状態に拘わらずタブレット状態と称
する。
【００４２】
　図１－Ｄは、１８０度＜θ＜３６０度で携帯型情報処理装置１が安定した状態にあるテ
ント状態を示している。安定した状態とは、例えば、同図に示すように、地面に置かれた
状態である。テント状態にある場合は、カメラ１４の位置はネガティブとなる。
【００４３】
　図１－Ｅ及び図１－Ｆは、１８０度＜θ＜３６０度、携帯型情報処理装置１が不安定な
状態であるライブビュー状態を示している。不安定な状態とは、例えば、同図に示すよう
に、手で把持された状態である。図１－Ｅは、カメラ１４の位置をネガティブとして撮影
する場合の一例を示している。図１－Ｆは、カメラ１４の位置をポジティブとして撮影す
る場合の一例を示している。
【００４４】
　図２は、本実施の形態に係る携帯型情報処理装置１の概略のハードウェア構成例を示す
図である。図２に示すように、携帯型情報処理装置１は、タッチスクリーン１１と、キー
ボード装置２２と、タッチパッド表示部２１と、制御部３０と、メモリ３１と、ストレー
ジ３２と、カメラモジュール４０と、第１の加速度センサ１３と、第２の加速度センサ２
３と、通信部３３と、電源部３４と、を備えている。　
【００４５】
　タッチスクリーン１１は、第１の表示部１１Ｂと、第１の表示部１１Ｂに重畳されたタ
ッチセンサ１１Ａとを有する。タッチセンサ１１Ａは、例えば、静電容量式のマルチタッ
チパネルで構成されており、指やペン等の指示体を用いてタッチセンサ１１Ａに対して行
われた各種操作を、操作が行われた場所のタッチセンサ１１Ａ上での位置とともに検出し
、制御部３０に通知する。タッチセンサ１１Ａによって検出される操作には、タッチ操作
、スライド操作、及びピッチ操作が含まれる。第１の表示部１１Ｂは、例えば、液晶ディ
スプレイ（ＬＣＤ：Liquid　Crystal　Display）や有機ＥＬ（Organic　Electro－Lumine
scence）パネルなどで構成され、制御部３０の制御に従って文字や図形等を表示する。　
【００４６】
　タッチパッド表示部２１は、第２の表示部２１Ｂと、第２の表示部２１Ｂに重畳された
タッチパッド２１Ａとを有する。タッチパッド２１Ａは、画面上のカーソルを移動させる
機能、右クリック機能、左クリック機能を有するポインティングデバイス（クリックパッ
ド）であり、タッチされた座標情報、右クリック信号、及び左クリック信号等を制御部３
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０に出力する。第２の表示部２１Ｂは、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid　Cr
ystal　Display）や有機ＥＬ（Organic　Electro－Luminescence）パネルなどで構成され
、制御部３０の制御に従って文字や図形等を表示する。
【００４７】
　キーボード装置２２は、所定規格（例えば、qwerty）の文字、コマンド等を入力するた
めの各種キーより構成されており、操作されたキーの情報を制御部３０に出力する。
【００４８】
　通信部３３は、制御部３０の制御に従って、外部と無線／有線でデータ通信するための
デバイスである。
【００４９】
　電源部３４は、制御部３０の制御に従って、蓄電池又はＡＣアダプタから得られる電力
を、制御部３０を含む携帯型情報処理装置１の各部へ供給する。
【００５０】
　カメラモジュール４０は、カメラ１４で被写体を撮像して得られる画像データを制御部
３０に出力するものであり、カメラ１４やカメラ処理回路４１等を備えている。カメラ１
４は、例えば、被写体光を結像するレンズ、レンズで結像された被写体光をアナログの画
像データに変換するＣＣＤ（Charge　Coupled　Device）やＣＭＯＳ（Complementary　Me
tal-Oxide　Semiconductor）センサ等の撮像素子等を備えている。なお、カメラ１４にフ
ォーカスレンズやズームレンズを設けて、フォーカス機能や光学ズーム機能を備えること
にしてもよい。カメラ処理回路４２は、カメラ１４から出力されるアナログの画像データ
をデジタルの画像データに変換するＡ／Ｄ変換器や、画像データに各種信号処理（画素補
間、ＡＷＢ調整、ＡＥ調整、露出補正、手ぶれ補正、フォーマット変換等）を施して、制
御部３０に出力する信号処理回路等を備えている。
【００５１】
　第１の加速度センサ１３は、タッチスクリーン１１に対して、その長手方向に平行なＹ

１方向、その短手方向に平行なＸ１方向、Ｘ１及びＹ１方向に垂直なＺ１方向の加速度を
検出し、Ｘ１Ｙ１Ｚ１方向の加速度値Ａｘ１（ｔ）、Ａｙ１（ｔ）、Ａｚ１（ｔ）を、制
御部３０に出力する。　
【００５２】
　第２の加速度センサ２３は、タッチパッド表示部２１に対して、その長手方向に平行な
Ｙ２方向、その短手方向に平行なＸ２向、Ｘ２及びＹ２方向に垂直なＺ２方向の加速度を
検出し、Ｘ２Ｙ２Ｚ２方向の加速度値Ａｘ２（ｔ）、Ａｙ２（ｔ）、Ａｚ２（ｔ）を、制
御部３０に出力する。
【００５３】
　メモリ３１は、例えば、ＲＡＭやＤＲＡＭ等で構成されており、制御部３０によって実
行されるプログラム、制御部３０が参照するデータ、制御部３０の演算結果等が一時的に
記憶されるワークエリアとして使用される。　
【００５４】
　ストレージ３２は、制御部３０によって実行されるプログラムやデータを保持するコン
ピュータで読み取り可能な記憶媒体であり、例えば、ＥＥＰＲＯＭ、ＳＳＤ、及びハード
ディスク等の不揮発性メモリである。ストレージ３２は、例えば、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録
商標）、ＭａｃＯＳ（登録商標）、ｉＯＳ（登録商標）、Ａｎｄｒｏｉｄ（登録商標）等
の携帯型情報処理装置１全体の制御を行うためのＯＳ３２Ａ、周辺機器類をハードウェア
操作するための各種デバイスドライバ３２Ｂ、カメラモジュール４０を制御したり、カメ
ラモジュール４０で撮像した画像を第１及び第２の表示部１１Ｂ，２１Ｂに表示する制御
等を実行するためのカメラアプリケーションプログラム（以下、「アプリケーションプロ
グラム」を「アプリ」と称する）３２Ｃ、例えば、Ｓｋｙｐｅ（登録商標）等のビデオ通
話するためのＶＯＩＰアプリ３３Ｄ、特定業務に向けられた他のアプリ（メールアプリ、
ブラウザアプリ、文章作成アプリ等）等を記憶する機能を有する。
【００５５】
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　制御部３０は、例えば、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）、マイクロプロセッサ
、ＤＳＰ等であり、携帯型情報処理装置１の動作を統括的に制御して各種の機能を実現す
る。具体的には、制御部３０は、ストレージ３２に記憶されているデータやメモリ３１に
展開したデータを必要に応じて参照しつつ、ストレージ３２に記憶されているプログラム
に含まれる命令を実行して、入力機能、カメラ機能、ＶＯＩＰ機能、メール機能、Ｗｅｂ
ブラウジング機能、及び表示機能等の各種機能を実現する。
【００５６】
　制御部３０は、カメラアプリ３２Ｃを実行することにより、カメラモジュール４０を制
御すると共に、カメラ１４で撮像した画像の第１の表示部１１Ｂ及び第２の表示部２１Ｂ
への表示を制御する。
【００５７】
　以下、制御部３０がカメラアプリ３２Ｃを実行して実現する機能を、カメラアプリ３２
Ｃを動作主体として説明する。カメラアプリ３２Ｃは、起動されると、カメラモジュール
４０での撮像を開始して（カメラのモニタリングを開始して）、カメラ１４で撮像した画
像データをカメラ信号処理回路４１で信号処理した後、第１の表示部１１Ｂ及び／又は第
２の表示部２１Ｂに撮像画像を表示する。カメラアプリ３２Ｃは、第１の表示部１１Ｂ及
び／又は第２の表示部２１Ｂに撮像画像と共にシャッタボタン４２（図４Ｂ－Ｈ参照）を
表示し、シャッタボタン４２が操作された場合には、撮像画像をストレージ３２に保存す
る。ユーザは、表示される撮像画像を確認しながら、撮像画像と共に表示されるシャッタ
ボタン４２を押すことで、撮像画像をストレージ３２に保存することができる。
【００５８】
　また、カメラアプリ３２Ｃは、ユーザ操作に従って、撮影モードや画質モード等を選択
するための画面（不図示）を表示し、ユーザは撮影モードや画質モード等を選択可能にな
っている。撮影モードには、例えば、自分を撮影するための第１の撮影モード（Ｓｅｌｆ
ｉｅ　Ｍｏｄｅ）、被写体を、露出を合わせてフラッシュ撮影するための第２の撮影モー
ド（Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｍｏｄｅ）、人間の被写体自身が画面を見ながらポーズを決めて撮
影するための第３の撮影モード（Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｍｏｄｅ）
等があり、ユーザはこれらの中から撮影モードを選択可能となっている。第１の撮影モー
ドで所定の条件を満たす場合及び第２の撮影モードでは、フラッシュライトを別途設ける
ことなく、第１の表示部１１Ｂを積極的にフラッシュとして活用して適正な露出の画像を
取得することが可能となっている。また、第３の撮影モードでは、被写体である人間が第
１の表示部１１Ｂに表示される、カメラ１４で撮像される自分自身のモニタリング画像（
ライブビュー画像）を見ながらポーズを取ることが可能となっている。
【００５９】
　カメラアプリ３２Ｃは、携帯型情報処理装置１の状態、カメラ１４の位置、及び／又は
撮影モードに応じて、第１の表示部１１Ｂ及び第２の表示部２１Ｂに対するカメラ１４で
撮像した画像の表示の向きを変更し、撮像した画像の正立画像を第１の表示部１１Ｂ及び
第２の表示部２１Ｂの少なくとも一方に表示する。
【００６０】
　カメラアプリ３２Ｃは、第１の加速度センサ１３から出力されるＸ１Ｙ１Ｚ１方向の加
速度値Ａｘ１（ｔ）、Ａｙ１（ｔ）、Ａｚ１（ｔ）及び第２の加速度センサ２３から出力
されるＸ２Ｙ２Ｚ２方向の加速度値Ａｘ２（ｔ）、Ａｙ２（ｔ）、Ａｚ２（ｔ）に基づい
て、携帯型情報処理装置１の状態（例えば、クラムシェル状態、タブレット状態、テント
状態、ライブビュー状態）及びカメラ１４の位置（向き）を判定する。
【００６１】
　より具体的には、まず、カメラアプリ３２Ｃは、角度θを判定し、角度θ＝０度をクロ
ーズ状態、０度＜角度θ＜１８０度をクラムシェル状態、角度θ＝３６０度をタブレット
状態と判定し、また、１８０度＜角度θ＜３６０度の場合は、安定した状態か不安定な状
態にあるかを判定し、安定な状態にある場合をテント状態、不安定な状態にある場合をラ
イブビュー状態と判定し、さらに、各状態でのカメラ１４の位置（ポジティブ又はネガテ
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ィブ）を判定する。
【００６２】
　以下、図３－Ａ～図４－Ｈを参照して、カメラアプリ３２Ｃによる携帯型情報処理装置
１の状態、撮影モード、及びカメラ１４の位置に応じた撮影画像の表示制御の一例を説明
する。
【００６３】
　図３－Ａ～図３－Ｄは、携帯型情報処理装置１の状態、撮影モード、カメラ１４の位置
、タッチスクリーン１１（第１の表示部１１Ｂ）の使用用途／画像の表示方向、及びタッ
チパッド表示部２１（第２の表示部２１Ｂ）の使用用途／画像の表示方向を説明するため
の図であり、図３－Ａはクラムシェル状態の場合、図３－Ｂはタブレット状態の場合、図
３－Ｃはテント状態の場合、図４－Ｄはライブビュー状態の場合を示している。図４－Ａ
～図４－Ｈは、カメラ１４の位置とカメラ１４の撮像画像の表示方向を説明するための図
であり、タッチスクリーン１１及びタッチパッド表示部２１を平面的に示した図である。
【００６４】
（１）クラムシェル状態
　図３－Ａを参照して、クラムシェル状態（図１－Ａ参照）の場合の撮像画像の表示方法
を説明する。クラムシェル状態で撮影する場合は、カメラ１４の位置をポジティブとして
撮影する。
【００６５】
（１－１）クラムシェル状態でＶｏＩＰアプリ３２Ｄを使用する場合は、図４－Ａに示す
ように、カメラアプリ３２Ｃは、カメラ１４で撮像した撮像画像を第１の表示部１１Ｂに
小さくポジティブに表示し（図４－Ａにおいて、６０は自分を撮像した画像を示しており
、７０は通信相手の画像を示している）、第２の表示部２１Ｂには撮像画像を表示しない
。すなわち、タッチスクリーン１１をファインダーとして使用し、タッチパッド表示部２
１をタッチパッドとして使用する。ＶｏＩＰアプリ３２Ｄの使用時は、タッチパッド表示
部２１に画像を表示するよりも、ポインティングデバイスとして使用した方がユーザの使
い勝手がよいからである。
【００６６】
（１－２）クラムシェル状態で第１の撮影モードの場合は、カメラアプリ３２Ｃは、図４
－Ｂに示すように、タッチスクリーン１１にカメラ１４の撮像画像を表示しないで高輝度
の白の画像（画面）を表示して、タッチパッド表示部２１には撮像画像をポジティブで表
示する。すなわち、タッチスクリーン１１に高輝度の白の画像を表示して、タッチスクリ
ーン１１をフラッシュとして使用し、タッチパッド表示部２１をファインダーとして使用
する。これにより、ユーザは、タッチパッド表示部２１で自分の画像を確認しながら、タ
ッチスクリーン１１をフラッシュとして使用して、適正な露出量で撮影を行うこと可能と
なる。
【００６７】
（２）タブレット状態
　図３－Ｂを参照して、タブレット状態（図１－Ｂ及び図１－Ｃ参照）の場合の撮像画像
の表示方法を説明する。タブレット状態で撮影する場合は、携帯型情報処理装置１の短手
方向を両側から把持して、カメラ１４の位置をポジティブ又はネガティブとして撮影する
。
【００６８】
（２－１）タブレット状態で、カメラ１４をポジティブの位置として、第１の撮影モード
で撮影する場合は、図４－Ｄに示すように、カメラアプリ３２Ｃは、カメラ１４で撮像し
た撮像画像をタッチスクリーン１１にポジティブに表示し（図４－Ｄにおいて、６０は自
分を撮像した撮像画像の例を示している）、タッチパッド表示部２１には撮像画像を表示
しない。すなわち、タッチスクリーン１１をファインダーとして使用し、タッチパッド表
示部２１をタッチパッドとして使用する。
【００６９】
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（２－２）タブレット状態で、カメラ１４をネガティブの位置として、第１の撮影モード
で撮影する場合は、図４－Ｃに示すように、カメラアプリ３２Ｃは、カメラ１４で撮像し
た撮像画像をタッチスクリーン１１にネガティブに表示し、タッチパッド表示部２１には
撮像画像を表示しない。すなわち、タッチパッド表示部２１をファインダーとして使用し
、タッチパッド表示部２１をタッチパッドとして使用する。
【００７０】
（２－３）タブレット状態で、カメラ１４をポジティブの位置として、第２の撮影モード
で撮影する場合は、図４－Ｆに示すように、カメラアプリ３２Ｃは、タッチスクリーン１
１にカメラ１４で撮像した撮像画像を表示しないで高輝度の白の画像を表示して、タッチ
パッド表示部２１には撮像画像をネガティブで表示する（図４－Ｆにおいて、８０は被写
体の撮像画像の例を示している）。すなわち、タッチスクリーン１１に高輝度の白の画像
を表示して、フラッシュとして使用し、タッチパッド表示部２１をファインダーとして使
用する。これにより、ユーザは、タッチパッド表示部２１で被写体の画像を確認しながら
、タッチスクリーン１１をフラッシュとして使用して、適正な露出量で撮影を行うこと可
能となる。
【００７１】
（２－４）タブレット状態で、カメラ１４をネガティブの位置として、第２の撮影モード
で撮影する場合は、図４－Ｅに示すように、カメラアプリ３２Ｃは、タッチスクリーン１
１にカメラ１４で撮像した撮像画像を表示しないで高輝度の白の画像を表示して、タッチ
パッド表示部２１には撮像画像をポジティブで表示する。すなわち、タッチスクリーン１
１に高輝度の白の画像を表示してフラッシュとして使用し、タッチパッド表示部２１をフ
ァインダーとして使用する。これにより、ユーザは、タッチパッド表示部２１で被写体の
画像を確認しながら、タッチスクリーン１１をフラッシュとして使用して、適正な露出量
で撮影を行うこと可能となる。
【００７２】
（２－５）タブレット状態で、カメラ１４をポジティブの位置として、第３の撮影モード
で撮影する場合は、図４－Ｈに示すように、カメラアプリ３２Ｃは、タッチスクリーン１
１にカメラ１４で撮像した撮像画像をポジティブで表示し、さらに、タッチパッド表示部
２１に撮像画像をネガティブで表示する（図４－Ｈにおいて、９０は被写体の人物の撮像
画像の一例を示している）。これにより、撮影対象の人がタッチスクリーン１１に表示さ
れる自分の画像を見ながらポーズ等を取ることができ、撮影者はタッチパッド表示部２１
をファインダーとして使用することができる。
【００７３】
（２－６）タブレット状態で、カメラ１４をネガティブの位置として、第３の撮影モード
で撮影する場合は、図４－Ｇに示すように、カメラアプリ３２Ｃは、タッチスクリーン１
１にカメラ１４で撮像した撮像画像をネガティブで表示し、さらに、タッチパッド表示部
２１に撮像画像をポジティブで表示する。これにより、撮影対象の人がタッチスクリーン
１１に表示される自分の画像を見ながらポーズ等を取ることができ、撮影者はタッチパッ
ド表示部２１をファインダーとして使用することができる。
【００７４】
（３）テント状態
　図３－Ｃを参照して、テント状態（図１－Ｄ参照）の場合の撮影画像の表示方法を説明
する。テント状態の場合は、カメラ１４の位置はネガティブとなる。
【００７５】
（３－１）テント状態で第１の撮影モードで撮影する場合は、カメラアプリ３２Ｃは、図
４－Ｃに示すように、カメラ１４で撮像した撮像画像をタッチスクリーン１１にネガティ
ブに表示し、タッチパッド表示部２１には撮像画像を表示しない。すなわち、タッチスク
リーン１１をファインダーとして使用し、タッチパッド表示部２１をタッチパッドとして
使用する。
【００７６】
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（３－２）テント状態で第２の撮影モードで撮影する場合は、カメラアプリ３２Ｃは、図
４－Ｅに示すように、タッチスクリーン１１にカメラ１４で撮像した撮像画像を表示しな
いで高輝度の白の画像を表示して、タッチパッド表示部２１には撮像画像をポジティブで
表示する。すなわち、タッチスクリーン１１に高輝度の白の画像を表示して、フラッシュ
として使用し、タッチパッド表示部２１をファインダーとして使用する。これにより、ユ
ーザは、タッチパッド表示部２１で被写体の画像を確認しながら、タッチスクリーン１１
をフラッシュとして使用して、適正な露出量で撮影を行うこと可能となる。
【００７７】
（３－３）テント構成で第３の撮影モードで撮影する場合は、カメラアプリ３２Ｃは、図
４－Ｇに示すように、タッチスクリーン１１にカメラ１４で撮像した撮像画像をネガティ
ブで表示し、さらに、タッチパッド表示部２１に撮像画像をポジティブで表示する。これ
により、撮影対象の人がタッチスクリーン１１に表示される自分の画像を見ながらポーズ
等を取ることができ、撮影者はタッチパッド表示部２１をファインダーとして使用するこ
とができる。
【００７８】
（４）ライブビュー状態
　図４－Ｄを参照して、ライブビュー状態（図１－Ｅ及び図１－Ｆ参照）の場合の撮影画
像の表示方法を説明する。ライブビュー状態で撮影する場合は、カメラ１４の位置をポジ
ティブとして撮影する場合とネガティブとして撮影する場合がある。
【００７９】
（４－１）ライブビュー状態で、カメラ１４をポジティブの位置として、第１の撮影モー
ドで撮影する場合は、カメラアプリ３２Ｃは、図４－Ｄに示すように、カメラ１４で撮像
した撮像画像をタッチスクリーン１１にポジティブに表示し、タッチパッド表示部２１に
は撮像画像を表示しない。すなわち、タッチスクリーン１１をファインダーとして使用し
、タッチパッド表示部２１をタッチパッドとして使用する。
【００８０】
（４－２）ライブビュー状態で、カメラ１４をネガティブの位置として、第１の撮影モー
ドで撮影する場合は、カメラアプリ３２Ｃは、図４－Ｃに示すように、カメラ１４で撮像
した撮像画像をタッチスクリーン１１にネガティブに表示し、タッチパッド表示部２１に
は撮像画像を表示しない。すなわち、タッチスクリーン１１をファインダーとして使用し
、タッチパッド表示部２１をタッチパッドとして使用する。
【００８１】
（４－３）ライブビュー状態で、カメラ１４をポジティブの位置として、第２の撮影モー
ドで撮像する場合は、カメラアプリ３２Ｃは、図４－Ｆに示すように、タッチスクリーン
１１にカメラ１４で撮像した撮像画像を表示しないで高輝度の白の画像を表示して、タッ
チパッド表示部２１には撮像画像をネガティブで表示する。すなわち、タッチスクリーン
１１に高輝度の白の画像を表示して、フラッシュとして使用し、タッチパッド表示部２１
をファインダーとして使用する。これにより、ユーザは、タッチパッド表示部２１で被写
体の画像を確認しながら、タッチスクリーン１１をフラッシュとして使用して、適正な露
出量で撮影を行うこと可能となる。
【００８２】
（４－４）ライブビュー状態で、カメラ１４をネガティブの位置として、第２の撮影モー
ドで撮像する場合は、カメラアプリ３２Ｃは、図４－Ｅに示すように、タッチスクリーン
１１にカメラ１４で撮像した撮像画像を表示しないで高輝度の白の画像を表示して、タッ
チパッド表示部２１には撮像画像をポジティブで表示する。すなわち、タッチスクリーン
１１に高輝度の白の画像を表示して、フラッシュとして使用し、タッチパッド表示部２１
をファインダーとして使用する。これにより、ユーザは、タッチパッド表示部２１で被写
体の画像を確認しながら、タッチスクリーン１１をフラッシュとして使用して、適正な露
出量で撮影を行うこと可能となる。
【００８３】
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（４－５）ライブビュー状態で、カメラ１４をポジティブの位置として、第３の撮影モー
ドで撮影する場合は、カメラアプリ３２Ｃは、図４－Ｈに示すように、タッチスクリーン
１１にカメラ１４で撮像した撮像画像をポジティブで表示し、さらに、タッチパッド表示
部２１に撮像画像をネガティブで表示する。これにより、撮影対象の人がタッチスクリー
ン１１に表示される自分の画像を見ながらポーズ等を取ることができ、撮影者はタッチパ
ッド表示部２１をファインダーとして使用することができる。
【００８４】
（４－６）ライブビュー状態で、カメラ１４をネガティブの位置として、第３の撮影モー
ドで撮影する場合は、カメラアプリ３２Ｃは、図４－Ｇに示すように、タッチスクリーン
１１にカメラ１４で撮像した撮像画像をネガティブで表示し、さらに、タッチパッド表示
部２１に撮像画像をポジティブで表示する。これにより、撮影対象の人がタッチスクリー
ン１１に表示される自分の画像を見ながらポーズ等を取ることができ、撮影者はタッチパ
ッド表示部２１をファインダーとして使用することができる。
【００８５】
　なお、タッチスクリーン１１及びタッチパッド表示部２１上で、表示される撮像画像に
対して、フォーカス位置、ズーム、及び明るさ等を設定可能な構成としてもよい。
【００８６】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、第１の表示部１１Ｂが設けられ、かつ、
当該第１の表示部１１Ｂが設けられた面側にカメラ１４が設けられた第１の筐体１０と、
第２の表示部２１Ｂが設けられた第２の筐体２０と、第１の筐体１０と第２の筐体２０と
を回転可能に連結するヒンジ２５と、を備え、第２の筐体２０に対する第１の筐体１０の
角度θで規定される携帯型情報処理装置１の状態を判定し、判定した携帯型情報処理装置
１の状態に応じて、カメラ１４で撮像された画像の第１の表示部１１Ｂ及び第２の表示部
２１Ｂに対する表示を制御することとしたので、カメラを搭載し、各種状態を取ることが
可能な携帯型情報処理装置において、カメラで撮影する場合のユーザビリティを向上させ
ることが可能となる。
【００８７】
　また、本実施の形態によれば、判定された携帯型情報処理装置１の状態に応じて、カメ
ラ１４で撮像された画像の正立画像を第１の表示部１１Ｂ及び第２の表示部２１Ｂの少な
くとも一方に表示することとしたので、ユーザは、携帯型情報処理装置の状態に拘わらず
正立画像を確認することが可能となる。
【００８８】
　また、第１の筐体１０に配置された第１の加速度センサ１３と第２の筐体２０に配置さ
れた第２の加速度センサ２３の検出結果に基づいて、携帯型情報処理装置１の状態を判定
することとしたので、比較的簡単に携帯型情報処理装置の状態を判定することが可能とな
る。
【００８９】
　また、第２の筐体２０に対する第１の筐体１０の角度をθとした場合、当該状態は、０
度＜θ＜１８０度であるクラムシェル状態、１８０度＜θ＜３６０度でかつ装置が安定な
状態にあるテント状態、１８０度＜θ＜３６０度でかつ装置が不安定な状態にあるライブ
ビュー状態、及びθ＝３６０度のタブレット状態の少なくとも１つを含むこととしたので
、各種状態に対して、カメラで撮影する場合のユーザビリティを向上させることが可能と
なる。
【００９０】
　また、携帯型情報処理装置１が安定な状態は、例えば、地面に置かれている状態であり
、不安定な状態は、例えば、ユーザにより把持されている状態であることとしたので、携
帯型情報処理装置１が地面に置かれている状態と把持されている場合とで異なる処理を行
うことが可能となる。
【００９１】
　また、カメラ１４の撮影モードは、自分を撮影するための第１の撮影モード、被写体を
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、露出を合わせてフラッシュ撮影するための第２の撮影モード、及び人間の被写体自身が
画面を見ながらポーズを決めて撮影するための第３の撮影モードの少なくとも１つを含む
こととしたので、各種の撮影モードに適した撮影画像の表示を行うことが可能となる。
【００９２】
　また、クラムシェル状態の場合において、第１の撮影モードでは、第２の表示部２１Ｂ
にカメラ１４で撮像された画像の正立画像を表示し、第１の表示部１１Ｂに白の画像を表
示することとしたので、クラムシェル状態においてカメラで撮影する場合にユーザビリテ
ィを向上させることが可能となる。
【００９３】
　また、タブレット状態の場合において、第１の撮影モードでは、第１の表示部１１Ｂに
カメラ１４で撮像された画像の正立画像を表示し、第２の撮影モードでは、第２の表示部
２１Ｂにカメラ１４で撮像された画像の正立画像を表示する一方、第１の表示部１１Ｂに
白の画像を表示することとしたので、タブレット状態においてカメラで撮影する場合のユ
ーザビリティを向上させることが可能となる。
【００９４】
　また、テント状態の場合において、第１の撮影モードでは、第１の表示部１１Ｂにカメ
ラ１４で撮像された画像の正立画像を表示し、第２の撮影モードでは、２の表示部２１Ｂ
に撮像された画像の正立画像を表示する一方、第１の表示部１１Ｂに白の画像を表示する
こととしたので、テント状態においてカメラで撮影する場合のユーザビリティを向上させ
ることが可能となる。
【００９５】
　また、ライブビュー状態の場合において、第２の撮影モードでは、第２の表示部２１Ｂ
にカメラ１４で撮像された画像の正立画像を表示する一方、第１の表示部１１Ｂに白の画
像を表示し、第３の撮影モードでは、第１の表示部１１Ｂ及び第２の表示部２１Ｂに撮像
された画像の正立画像を表示することとしたので、ライブビュー状態においてカメラで撮
影する場合のユーザビリティを向上させることが可能となる。
【００９６】
（変形例）
　上記実施の形態では、第２の表示部２１Ｂを、キーボード装置２３を備えた第２の筐体
２０のタッチパッド２１Ａに形成することとしたが（図１－Ａ参照）、第２の表示部の配
置位置及び大きさはこれに限られるものではない。図５は変形例に係る携帯型情報処理装
置１の外観構成例を示す図である。図５において、図１－Ａと同等機能を有する部位には
同一符号を付しその説明を省略する。
【００９７】
　図５に示す携帯型情報処理装置１は、いわゆる２画面タイプの携帯型情報処理装置とな
っている。図５に示すように、第２の表示部１００Ｂを第１の表示部１１Ｂと略同じ大き
さにしてもよい。第２の筐体１０は、第２の表示部１００Ｂと第２の表示部１００Ｂ上に
配置されたタッチセンサ１００Ａとで構成される第２のタッチスクリーン１００を備えて
いる。第２のタッチスクリーン１００は、タッチスクリーン１１と略同一の大きさとなっ
ている。
【００９８】
　上記実施の形態では、携帯型情報処理装置の一例としてノート型ＰＣを例示して説明し
たが、本発明はこれに限られるものではなく、スマートフォン、携帯電話端末、ＰＤＡ等
の他の携帯型情報処理装置にも適用可能である。
【００９９】
　また、上記実施の形態では、第１の筐体１０を第２の筐体２０に対して、ヒンジ２５に
より３６０度回転可能な構成としたが、本発明はこれに限られるものではなく、異なる回
転機構を使用したものにも適用可能である。　
【符号の説明】
【０１００】
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　１　携帯型情報処理装置
　１０　第１の筐体
　１１　タッチスクリーン
　１１Ａ　タッチセンサ
　１１Ｂ　第１の表示部
　１３　第１の加速度センサ
　１４　カメラ
　２０　第２の筐体
　２１　タッチパッド表示部
　２１Ａ　タッチパッド
　２１Ｂ　第２の表示部　
　２２　キーボード装置
　２３　第２の加速度センサ
　３０　制御部
　３１　メモリ
　３２　ストレージ
　３２Ａ　ＯＳ
　３２Ｂ　デバイスドライバ
　３２Ｃ　カメラアプリ
　３２Ｄ　ＶＯＩＰアプリ
　３３　通信部
　３４　電源部
　４０　カメラモジュール
　４１　カメラ処理回路

【図１－Ａ】 【図１－Ｂ】

【図１－Ｃ】
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【図１－Ｆ】

【図２】 【図３－Ａ】
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【図３－Ｂ】 【図３－Ｃ】

【図３－Ｄ】 【図４－Ａ】

【図４－Ｂ】
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【図４－Ｃ】

【図４－Ｄ】

【図４－Ｅ】

【図４－Ｆ】

【図４－Ｇ】

【図４－Ｈ】

【図５】
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