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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯通信端末であって、
　通信回線を介して、テレビ電話による映像信号を受信するための受信手段と、
　画像を表示するための表示手段と、
　前記表示手段と同じ側に配置され、数字の入力を受け付ける入力手段と、
　前記表示手段の反対側に配置されて、被写体を撮影して画像信号を出力する第１の撮像
手段と、
　前記表示手段と同じ側に配置されて、被写体を撮影して画像信号を出力する第２の撮像
手段と、
　前記表示手段と前記入力手段との間に配置されて、前記第２の撮像手段に対する撮影指
示の入力を受ける操作手段と、
　前記操作手段に隣接するように表示手段と前記入力手段との間に配置されて、前記表示
手段における画面の表示パターンの切替指示の入力を受ける切替手段と、
　前記携帯通信端末の動作を制御する制御手段とを備え、
　前記第１の撮像手段および前記第２の撮像手段は、前記入力手段によって受け付けられ
る第１の数字および第２の数字に割り当てられており、
　前記表示手段が前記第１の撮像手段からの画像信号に基づく画像を表示している時に、
前記受信手段が映像信号を受信すると、前記制御手段は、前記受信手段によって受信され
た映像信号に基づく第１の画像を前記表示手段の一部の領域に表示させ、
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　前記第１の画像の表示中に、前記操作手段が前記撮影指示の入力を受けると、前記制御
手段は、前記撮影指示に応答した撮影によって前記第２の撮像手段から出力された画像信
号に基づく第２の画像を、前記表示手段の一部の領域にさらに表示させ、
　前記第１の画像の表示中に、前記切替手段が前記切替指示の入力を受け付けると、前記
制御手段は、前記映像信号に基づく画像を前記表示手段の表示領域全体に表示させ、かつ
、前記第１の撮像手段からの画像信号に基づく画像を、前記表示手段の一部の表示領域に
表示させ、
　前記切替手段に対する入力操作が予め定められた時間以内に完了し、かつ、前記入力操
作の後に、前記入力手段が前記第１の数字または前記第２の数字の入力を受け付けると、
前記制御手段は、入力が受け付けられた数字に関連付けられている撮像手段からの画像信
号に基づく画像を、前記表示手段に表示させる、携帯通信端末。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記第１の画像および前記第２の画像を並べて前記表示手段に表示さ
せる、請求項１に記載の携帯通信端末。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記第１の画像および前記第２の画像を、前記表示手段の表示領域の
下側に表示させる、請求項１または２に記載の携帯通信端末。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記切替手段に対する前記切替指示に基づいて、前記第１の画像およ
び前記第２の画像の表示位置を変更する、請求項３に記載の携帯通信端末。
【請求項５】
　前記操作手段と前記切替手段とは、一方向に沿って配置されている、請求項１～４のい
ずれかに記載の携帯通信端末。
【請求項６】
　前記携帯通信端末は、
　折畳式の携帯電話機であり、
　第１の筐体と、第２の筐体と、前記第１の筐体および前記第２の筐体を結合するヒンジ
部とをさらに備え、
　前記操作手段と前記切替手段とは、前記ヒンジ部の回転軸に沿って配置されている、請
求項５に記載の携帯通信端末。
【請求項７】
　前記操作手段と前記切替手段の配置方向に沿って配置された表示切替手段をさらに備え
、
　前記表示切替手段は、前記第１の撮像手段からの画像信号に基づく表示と、前記第２の
撮像手段からの画像信号に基づく表示とを切り替えるための指示とを受け付ける、請求項
５に記載の携帯通信端末。
【請求項８】
　前記表示手段から前記入力手段に向かう方向は、前記操作手段と前記切替手段と前記表
示切替手段とが設けられる筐体の長手方向であり、
　前記操作手段は、前記携帯通信端末が片手で把持された状態で、前記撮影指示の入力を
受け付け、
　前記切替手段は、前記携帯通信端末が片手で把持された状態で、前記切替指示の入力を
受け付け、
　前記切替手段は、前記携帯通信端末が片手で把持された状態で、前記切替指示の入力を
受け付ける、請求項１～７のいずれかに記載の携帯通信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯通信端末に関し、特に、複数の映像信号ソースを有する携帯通信端末に
関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、カメラ付き携帯電話機のように撮像手段を有する携帯通信端末が普及している。
また、さらに、複数の撮像手段を有し、利用者の操作によって撮像手段を切替えることが
可能な携帯通信端末も開示されている。このような携帯通信端末は、その表示を切替える
ために複雑な操作を必要とする場合がある。
【０００３】
　そこで、このような問題を解決するために、たとえば特開２００１-１６９１６６号公
報（特許文献１）は、タッチパネルによって操作が簡略化される携帯通信端末を開示する
。この携帯通信端末は、通信回線を介して音声の通信を行なう通信部と、第１の撮影用レ
ンズと、第２の撮影用レンズと、タッチパネル付きモニタ部と、テレビ電話部とを含む。
【０００４】
　特許文献１に開示された携帯通信端末によると、複数の撮影用レンズがそれぞれ被写体
を撮影することができるため、利用者は、携帯通信端末を敢えて持ち替えることなく利用
者自身あるいはその他の被写体を撮影することができる。また、利用者は、タッチパネル
付きモニタ部に表示されるメニューを参照しつつ、特定の機能を選択することができる。
さらに、利用者は、周りの風景その他の被写体の映像を通話先に容易に送信することがで
きる。このようにして、携帯通信端末は、利用者の利便性を向上させることができる。
【特許文献１】特開２００１-１６９１６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示された携帯通信端末によると、利用者は、特定の機能
を選択するために、タッチパネル付きモニタ部を操作して、所定のメニューを表示する必
要がある。そのため、利用者の操作中、そのモニタ部は、各レンズにより撮影された被写
体の映像、あるいはテレビ電話部により受信された映像を明瞭に表示することができない
場合がある。その結果、利用者は、撮影の機会を逃したり、通話相手との対話が中断され
たりするという問題があった。
【０００６】
　本発明は、上述の問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、撮影の
機会を逃したり、通話相手との対話を中断することなく、映像の表示を切り替えることが
できる携帯通信端末を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、この発明のある局面に従うと、携帯通信端末は、通信回
線を介して、映像信号を受信するための受信手段と、被写体を撮像して被写体の映像を表
示する映像信号を生成するための複数の撮像手段と、利用者による指示の入力に基づいて
、映像の表示を切り替える指令を出力するための指令手段と、指令に基づいて、複数の撮
像手段の各々により生成される各映像信号と、受信手段により受信される映像信号との少
なくともいずれかの信号に基づく映像を表示する信号を生成するための生成手段と、生成
手段からの信号に基づいて、映像を表示するための表示手段とを含む。
【０００８】
　上記の構成を有する携帯通信端末によると、受信手段により受信した映像信号あるいは
複数の撮像手段により撮像された映像信号に基づいて、映像を表示手段に表示させること
ができる。利用者が指示を入力すると、映像の表示の切替指令が出力される。生成手段は
、その指令に基づいて、各映像信号から、表示手段に表示させる信号を生成する。このよ
うにすると、利用者は、指令手段に対する指示のみによって、映像の表示を切り替えるこ
とができる。これにより、映像の表示を遮ることなく、映像の表示を切り替えることがで
き、通信時間の損失を抑制することができる携帯通信端末を提供することができる。
【０００９】
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　好ましくは、指令手段は、利用者が映像の表示を切替える切替指示を入力するための入
力手段と、切替指示が入力された入力時間を計測するための計測手段と、入力時間に基づ
いて、指令を出力するための切替指令手段とを含む。
【００１０】
　上記の構成を有する携帯通信端末によると、利用者が映像の表示を切り替える指示を入
力すると、その指示が入力された時間が計測される。指令は、その時間に基づいて（たと
えば時間の長短に応じて）出力される。したがって、利用者は、入力手段に指示を入力す
ることのみによって、映像の表示を切り替えることができる。
【００１１】
　好ましくは、入力手段は、利用者が押下することにより切替指示を入力するための第１
の押下手段を含む。計測手段は、利用者が第１の押下手段を押下した第１の押下時間を計
測するための手段を含む。切替指令手段は、第１の押下時間に基づいて、指令を出力する
ための第１の表示指令手段を含む。
【００１２】
　上記の構成を有する携帯通信端末によると、利用者が第１の押下手段を押下すると、押
下の時間が計測される。表示指令手段は、その押下の時間に基づいて、映像の表示を切り
替える指令を出力する。その結果、表示手段はその指令に応じて映像の表示を切り替える
ため、利用者は、第１の押下手段の押下操作のみによって、映像の表示を切り替えること
ができる。
【００１３】
　好ましくは、第１の表示指令手段は、第１の押下時間が予め定められた時間を上回る場
合に、複数の撮像手段の中の予め定められた撮像手段により生成される映像信号に基づく
映像の第１の表示指令を出力するための手段と、第１の押下時間が予め定められた時間を
下回る場合に、複数の撮像手段の各々により生成される信号に基づく映像の表示を切替え
る第２の表示指令を出力するための指令出力手段とを含む。生成手段は、第１の表示指令
の出力に基づいて、予め定められた撮像手段により生成される映像信号に基づく信号を生
成するための手段と、第２の表示指令の出力に基づいて、複数の撮像手段の各々により生
成される映像信号に基づく信号を生成するための信号生成手段とを含む。
【００１４】
　上記の構成を有する携帯通信端末によると、利用者が予め定められた時間よりも長い時
間、第１の押下手段を押下すると、表示手段は、予め定められた特定の撮像手段により生
成される映像信号に基づく映像の表示を表示する。一方、利用者が予め定められた時間よ
りも短い時間第１の押下手段を押下すると、表示手段は、各撮像手段により生成される映
像信号に基づく各々の映像を表示する。このようにすると、利用者は、たとえば映像の表
示の切り替えのためのメニューを表示手段に表示させることなく、第１の押下手段を押下
する時間を替えることにより、映像の表示を切り替えることができる。
【００１５】
　好ましくは、携帯通信端末はさらに、予め定められた切替順序を記憶するための記憶手
段と、利用者が、複数の撮像手段の各々を特定する特定情報をそれぞれ入力するための複
数の情報入力手段と、特定情報が入力されたか否かを判断するための判断手段とを含む。
指令出力手段は、特定情報が入力された場合に、特定情報により特定される撮像手段から
の信号に基づく映像の第１の指令を出力する。特定情報が入力されていない場合に、切替
順序に対応付けられる撮像手段からの信号に基づく映像の第２の指令を出力する。信号生
成手段は、第１の指令が出力されると、特定される撮像手段からの映像信号に基づいて、
映像を表示する信号を生成する。第２の指令が出力されると、切替順序に対応付けられる
撮像手段からの映像信号に基づいて、映像を表示する信号を生成する。
【００１６】
　上記の構成を有する携帯通信端末によると、利用者がいずれかの撮像手段を特定する情
報（たとえば、各撮像手段に対応付けられる番号、記号等）を入力した場合には、表示手
段は、特定された撮像手段により生成された信号に基づく映像を表示する。利用者がその
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ような情報を入力しない場合には、予め記憶されている切替順序ごとに、各撮像手段によ
り生成された信号に基づく映像を表示する。これにより、利用者は、表示手段の表示を遮
断することなく、各撮像手段により撮像された映像の表示を切り替えることができる。
【００１７】
　好ましくは、情報入力手段は、数字を入力するためのボタンを含む。
【００１８】
　上記の構成を有する携帯通信端末によると、利用者は、数字を入力するためのボタンを
押下することにより、各撮像手段からの映像の表示を切り替えることができる。
【００１９】
　好ましくは、入力手段は、利用者が押下することにより指示を入力するための第２の押
下手段を含む。計測手段は、利用者が第２の押下手段を押下した第２の押下時間を計測す
るための手段を含む。切替指令手段は、第２の押下時間に基づいて、各映像信号に基づく
複数の映像を表示する指令を出力するための第２の表示指令手段を含む。
【００２０】
　上記の構成を有する携帯通信端末によると、利用者が第２の押下手段を押下すると、欧
化された時間が計測される。第２の表示指令手段は、その時間に基づいて、各映像信号に
基づく複数の映像を表示する指令を出力する。生成手段が、その指令に基づいて複数の映
像を表示するための信号を生成すると、表示手段は、複数の映像を表示する。これにより
、利用者は、表示手段に複数の映像を表示するためのメニューを表示させることなく、第
２の押下手段の押下によって、複数の映像を表示手段に表示させることができる。
【００２１】
　好ましくは、第２の表示指令手段は、第２の押下時間が予め定められた時間を上回る場
合に、受信手段により受信された映像信号に基づく映像を縮小して表示する第１の表示指
令を出力するための手段と、第２の押下時間が予め定められた時間を下回る場合に、複数
の撮像手段の中の予め定められた撮像手段により生成された映像信号に基づく映像を縮小
して表示する第２の表示指令を出力するための指令出力手段とを含む。生成手段は、第１
の表示指令が出力されると、受信手段により受信される映像信号に基づいて、表示手段の
表示領域に対して予め定められた部分表示領域に対応する映像信号を生成するための第１
の信号生成手段と、第２の表示指令が出力されると、予め定められた撮像手段により生成
された映像信号に基づいて、部分表示領域に対応する映像信号を生成するための第２の信
号生成手段とを含む。
【００２２】
　上記の構成を有する携帯通信端末によると、利用者が予め定められた時間よりも長い間
第２の押下手段を押下すると、受信手段からの信号に基づく映像（たとえばテレビ電話に
よる映像）が、縮小して表示される。一方、利用者が予め定められた時間よりも短い間第
２の押下手段を押下すると、予め定められた特定の撮像手段からの信号に基づく映像が、
縮小して表示される。したがって、利用者は、たとえば映像を縮小して表示させる処理を
選択するためのメニューを表示手段に表示させることなく、縮小された映像を表示させる
ことができる。また、これにより利用者は、複数の映像の表示を参照することができる。
【００２３】
　好ましくは、指令出力手段は、表示手段が予め定められた撮像手段と異なる撮像手段に
より生成された映像信号に基づく映像を表示している場合に、第２の表示指令を出力する
。
【００２４】
　上記の構成を有する携帯通信端末によると、表示手段が予め定められた撮像手段と異な
る撮像手段からの信号に基づく映像を表示している場合、表示手段は、その予め定められ
た撮像手段からの信号に基づく映像も表示する。したがって、利用者は、２つの撮像手段
による映像を同時に視聴することができる。
【００２５】
　好ましくは、第１の信号生成手段は、部分表示領域に応じて予め定められた圧縮率に基
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づいて、受信手段により受信された映像信号を圧縮することにより、部分表示領域に対応
する映像信号を生成する。第２の信号生成手段は、圧縮率に基づいて、予め定められた撮
像手段により生成された映像信号を圧縮することにより、部分表示領域に対応する映像信
号を生成する。
【００２６】
　上記の構成を有する携帯通信端末によると、受信手段あるいは撮像手段からの信号は圧
縮され、その圧縮後の信号に基づいて映像が表示される。したがって、表示手段は、利用
者による視聴が困難にならないような映像を表示することができる。
【００２７】
　好ましくは、第１の信号生成手段は、部分表示領域に応じて予め定められた間隔で、受
信手段により受信された映像信号を選択することにより、部分表示領域に対応する映像信
号を生成する。第２の信号生成手段は、予め定められた間隔で、予め定められた撮像手段
により生成された映像信号を選択することにより、部分表示領域に対応する映像信号を生
成する。
【００２８】
　上記の構成を有する携帯通信端末によると、受信手段あるいは撮像手段からの信号は、
予め定められた間隔で間引かれ、その間引き処理の後の信号に基づいて映像が表示される
。これにより、利用者は、表示手段にメニューを表示させることなく、概略の視聴が可能
な２つ目の映像を表示させることができる。
【００２９】
　好ましくは、指令手段はさらに、利用者が押下することにより切替指示を入力するため
の第３の押下手段を含む。入力手段はさらに、利用者が第３の押下手段を押下した第３の
押下時間を計測するための手段を含む。切替指令手段はさらに、第３の押下時間に基づい
て、指令を出力するための第３の表示指令手段を含む。
【００３０】
　上記の構成を有する携帯通信端末によると、利用者が第３の押下手段を押下すると、そ
の時間が計測され、その時間に応じた指令が出力される。これにより、利用者は、第２の
押下手段の押下に加えて、第３の押下手段を押下することにより、メニュー等を参照する
ことなく、表示手段に映像の表示を切り替えさせることができる。
【００３１】
　好ましくは、第３の表示指令手段は、第３の押下時間が予め定められた時間を上回る場
合に、表示手段の表示領域に表示される映像と、表示領域に対して予め定められた部分表
示領域に表示される映像とを、切り替えて表示する切替指令を出力するための手段を含む
。生成手段は、切替指令が出力されると、表示領域における表示のために使用されていた
映像信号に基づいて、部分表示領域に対応するデータ量に応じた映像信号を生成するため
の手段と、切替指令が出力されると、部分表示領域における表示のために使用されていた
映像信号に基づいて、表示領域における表示のための映像信号を生成するための手段とを
含む。
【００３２】
　上記の構成を有する携帯通信端末によると、利用者が予め定められた時間よりも長い時
間、第３の押下手段を押下すると、表示手段の表示領域に表示される映像と、表示領域に
対して予め定められた部分表示領域に表示される映像とは、切り替えて表示される。した
がって、利用者は、各映像を常に視聴しつつ、その映像の表示の態様を変更することがで
きるため、たとえば撮像手段による撮影の機会を逸することが防止される。
【００３３】
　好ましくは、携帯通信端末はさらに、予め定められたデータである、部分表示領域の表
示領域における位置を特定する位置データを記憶するための位置データ記憶手段を含む。
第３の表示指令手段は、第３の押下時間が予め定められた時間を下回る場合に、表示領域
における部分表示領域の位置を変更する変更指令を出力するための手段を含む。生成手段
は、変更指令の出力に基づいて、部分表示領域における表示のために使用される映像信号
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を位置データに応じて生成する。
【００３４】
　上記の構成を有する携帯通信端末によると、利用者が予め定められた時間よりも短い時
間、第３の押下手段を押下すると、表示領域における部分表示領域の位置が変更される。
したがって、利用者は、たとえば表示領域に表示される映像が部分表示領域に隠れている
場合には、第３の押下手段を短時間だけ押下することにより、容易にその部分表示領域の
位置を変更することができる。このようにすると、利用者は、常に適切な映像を視聴する
ことができる。
【００３５】
　好ましくは、指令手段は、表示手段が配置される面に配置される。
【００３６】
　上記の構成を有する携帯通信端末によると、利用者は、表示手段による映像の表示から
視線をそらすことなく指令手段を操作することができるため、誤操作の可能性が低減され
る。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明に係る携帯通信端末によると、利用者は、映像の表示を遮るようなメニューを参
照することなく、映像の表示を切り替えることができる。したがって、利用者は、撮影の
機会を逃したり、対話を中断する必要がなくなる。また、特に、テレビ電話機能を実行し
ている場合には、対話の中断による不要な通話状態の発生が抑制されるため、通話時間の
延長も防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同
一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがっ
て、それらについての詳細な説明は繰り返さない。
【００３９】
　＜第１の実施の形態＞
　以下、本発明の第１の実施の形態に係る携帯通信端末について説明する。この携帯通信
端末は、たとえば携帯電話であるがこれに限られず、通信機能を有する端末であればよい
。
【００４０】
　図１を参照して、本発明の第１の実施の形態に係る携帯電話１００の構成について説明
する。図１（Ａ）は、利用者の操作面から携帯電話１００の外観を表わす図である。図１
（Ｂ）は、その操作面の背面から携帯電話１００の外観を表わす図である。
【００４１】
　図１（Ａ）に示すように、携帯電話１００は、第１の筐体１２０と、第２の筐体１２２
とを含む。第１の筐体１２０と第２の筐体１２２とは、接続部１２４により接続される。
第１の筐体１２０には、メインモニタ１５０と、サブカメラ１０４とが配置される。第２
の筐体１２２の操作面には、第１の機能ボタン１８０と、第２の機能ボタン１８２と、第
３の機能ボタン１８４と、複数の操作ボタン１８６と、数字ボタン１８８とが配置される
。
【００４２】
　サブカメラ１０４は、たとえばＣＣＤ（Charge Coupled Device）を含む。複数の操作
ボタン１８６は、たとえばメインモニタ１５０におけるカーソルを移動するための移動ボ
タン、確定した指示を入力するための決定ボタン等を含む。なお、複数の操作ボタン１８
６は、たとえば利用者の押下に基づいて、予め定められた制御信号を出力するボタンであ
るが、その他の態様であってもよい。たとえば、利用者の入力によってメインモニタ１５
０における位置を任意に変更することが可能なポインティングデバイスであってもよい。
【００４３】
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　次に、図１（Ｂ）を参照して、携帯電話１００の背面、すなわち利用者による操作の対
象となるボタンが殆ど配置されることのない面には、メインカメラ１０２と、サブモニタ
１５２とが配置される。メインカメラ１０２は、サブカメラ１０４と同様に、たとえばＣ
ＣＤ（Charge Coupled Device）を含む。
【００４４】
　なお、本実施の形態においては、メインおよびサブの表記は、説明の明瞭化のために使
用されているものであるため、特定の位置に配置される構成がメインの構成を示すもので
はない。
【００４５】
　図２を参照して、本実施の形態に係る携帯電話１００の構成についてさらに説明する。
図２は、携帯電話１００の機能的構成を表わすブロック図である。
【００４６】
　図２に示すように、携帯電話１００は、図１に示した構成に加えて、制御部１１０と、
メモリ１３０と、バッテリ１６０と、計時回路１６２と、マイク１６４と、アンテナ１６
６と、スピーカ１６８とを含む。
【００４７】
　制御部１１０は、メインモニタ１５０およびサブモニタ１５２のいずれかに映像信号を
出力する。第１の機能ボタン１８０と第２の機能ボタン１８２と第３の機能ボタン１８４
とのいずれかから出力された制御信号は、それぞれ、制御部１１０に入力される。制御部
１１０は、各制御信号の入力に基づいて、予め定められた処理を実行する。この処理につ
いては後述する。
【００４８】
　複数の操作ボタン１８６は、たとえばメインモニタ１５０の表示領域上においてカーソ
ルを上下あるいは左右に移動するための移動ボタン、利用者が選択した処理を確定するた
めの確定ボタンなどを含む。複数の操作ボタン１８６から出力された信号は、制御部１１
０に入力される。制御部１１０は、その入力信号に基づいて予め定められた処理を実行す
る。
【００４９】
　数字ボタン１８８は、利用者がダイヤル発信するために電話番号を入力したり、あるい
は各ボタンに対応する数字を入力するためのボタンである。数字ボタン１８８から出力さ
れる信号は、制御部１１０に入力される。制御部１１０は、その入力信号に基づいて指定
された番号にダイヤル発信したり、あるいはその入力信号により特定される数値によって
、所定の操作を実行する。この操作については後述する。
【００５０】
　メインカメラ１０２により撮影された被写体の映像信号は、制御部１１０に入力される
。サブカメラ１０４により撮影された被写体を表わす映像信号は、制御部１１０に入力さ
れる。また、アンテナ１６６を介して受信された映像信号も、制御部１１０に入力される
。
【００５１】
　制御部１１０は、予め定められた条件に基づいて、上記の各映像信号を選択的にメモリ
１３０に読み出す。制御部１１０はさらに、メインカメラ１０２あるいはサブカメラ１０
４から出力された映像信号に基づいて、メインモニタ１５０の表示領域のうちの一部の領
域（以下、部分表示領域と称す。）に対応するように、その信号データを間引いたり、圧
縮することにより、部分表示領域に映像を表示するための信号をメモリ１３０のワーク領
域に出力する。この場合、データの間引き、あるいは圧縮は、予め設定された間引き間隔
、圧縮率その他の条件に基づいて行なわれる。このようにして出力された信号がメインモ
ニタ１５０に入力されると、メインモニタ１５０は、その部分表示領域においていずれか
のカメラにより撮影された映像を表示することができる。なお、データの間引き処理、あ
るいは圧縮処理の態様は、特に限られない。
【００５２】
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　メモリ１３０は、たとえばフラッシュメモリのようなデータの書き込みが可能なメモリ
である。メモリ１３０は、携帯電話１００の操作を制御するためのプログラム、あるいは
利用者により入力されたデータ（たとえば通信相手の電話番号、メールアドレスその他の
情報）を記憶する。メモリ１３０に格納されるデータについては後述する。
【００５３】
　計時回路１６２は、第１の機能ボタン１８０、第２の機能ボタン１８２、および第３の
機能ボタン１８４のいずれかの押下の時間を計測して、その時間を表わす信号を制御部１
１０に出力する。制御部１１０は、その信号に基づいて、各機能ボタンが予め定められた
時間よりも短い時間押下されたか否かを判断する。なお、その予め定められた時間は、携
帯電話１００における特性（たとえば各機能ボタンの動作特性、構造上の特徴その他の特
性）に応じて、予め任意に設定可能としてもよい。
【００５４】
　図３および図４を参照して、本実施の形態に係る携帯電話１００の一態様について説明
する。図３は、２つの筐体が折畳み可能に構成される携帯電話１００の操作面を表わす図
である。図４は、携帯電話１００を、操作面の背面から表わす図である。
【００５５】
　図３を参照して、この携帯電話１００は、接続部１２４を介して接続された第１の筐体
１２０と第２の筐体１２２とを含む。第１の筐体１２０には、メインモニタ１５０の上部
にスピーカ１６８が設けられる。メインモニタ１５０の下部にはサブカメラ１０４が設け
られる。なお、この第１の筐体１２０における各構成要素の配置は、図３に示した態様に
限られない。たとえばサブカメラ１０４は、メインモニタ１５０の上部（たとえばスピー
カ１６８の横位置）に配置されてもよい。
【００５６】
　第２の筐体１２２には、接続部１２４からマイク１６４の方向に、複数の操作ボタン１
８６と、第１の機能ボタン１８０と、第２の機能ボタン１８２と、第３の機能ボタン１８
４と、数字ボタン１８８とが配置される。なお各機能ボタン１８０，１８２，１８４の配
置は図３に示した態様に限られない。たとえば、各機能ボタン１８０，１８２，１８４は
、複数の操作ボタン１８６と接続部１２４との間に配置されてもよい。このようにすると
、利用者による各機能ボタンの操作は、さらに容易になる。
【００５７】
　図４を参照して、第１の筐体１２０の外側の面には、メインカメラ１０２と、サブモニ
タ１５２と、操作ボタン１９０，１９２，１９４と、ライト１９６とが配置されている。
メインカメラ１０２は、たとえば図３に示した複数の操作ボタン１８６、あるいは各機能
ボタン１８０，１８２，１８４の操作に応じて、被写体を撮影し、映像信号を出力する。
ライト１９６は、これらの各操作ボタンのいずれかの押下に応答して点灯し、被写体を照
射する。なお、ライト１９６が点灯する態様は、このようなボタンの押下に応答して点灯
する態様に限られない。この態様は、たとえば、利用者が所定の設定を予め行なっておく
ことにより、いずれかのボタンが押下されると、点灯し続ける態様であってもよい。ある
いは、撮影ボタン（図示しない）の押下に応答して、点灯したり、発光するものであって
もよい。
【００５８】
　図５を参照して、本実施の形態に係る携帯電話１００におけるデータ構造について説明
する。図５は、携帯電話１００のメモリ１３０に格納されるデータの一部を概念的に表わ
す図である。
【００５９】
　携帯電話１００のモードを表わすデータは、データ領域Ｄ５０２に格納される。特定の
操作が対応付けられる機能ボタンを表わすデータは、データ領域Ｄ５０４に格納される。
その操作を実行可能にするための時間は、データ領域Ｄ５０６に格納される。その操作を
実行可能にするために必要な入力に関するデータは、データ領域Ｄ５０８に格納される。
データ領域Ｄ５０２～Ｄ５０８に格納されるデータに基づいて設定される機能の内容は、



(10) JP 4118231 B2 2008.7.16

10

20

30

40

50

データ領域Ｄ５１０に格納される。
【００６０】
　たとえば、データレコードＲ５５０は、第１の機能ボタン１８０が短時間押下され、そ
の他にボタンの入力がない場合に、携帯電話１００が備えるカメラは、予め定められた順
序に基づいて順次動作可能に設定されていることを表わす。このような条件が成立した場
合、メインモニタ１５０は、携帯電話１００が備えるカメラのいずれかにより撮影された
被写体の映像のみを表示する。
【００６１】
　なお、ここで、短時間とは、予め定められた時間よりも短い時間をいう。この時間は、
携帯電話１００の一般的な仕様として、任意に設定可能である。このような時間を設定す
ることにより、１つのボタンに対する入力の状態をその時間に応じて分けることができる
。その結果、入力手段としてのボタンの数の増加を抑制しつつ、機能を追加することがで
きる。
【００６２】
　図５を再び参照して、データレコードＲ５６０は、第１の機能ボタン１８０が短時間押
下され、さらに数字ボタン１８８のうち「１」のボタンが押下された場合に、サブカメラ
１０４からの映像が、メインモニタ１５０に表示されることを表わす。
【００６３】
　データレコードＲ５７０は、第１の機能ボタン１８０が短時間押下され、数字ボタン１
８８のうち「２」のボタンがさらに押下された場合に、第２のサブカメラからの映像信号
がメインモニタ１５０に表示されることを表わす。
【００６４】
　データレコードＲ５８０は、第１の機能ボタン１８０が長時間押下され、その他にボタ
ンの入力がない場合には、メインカメラ１０２が撮影した被写体の映像がメインモニタ１
５０に表示されることを表わす。
【００６５】
　なお、メモリ１３０におけるデータの格納の態様は、上記した態様に限られない。デー
タ領域Ｄ５０２に格納されるモードは、複数あってもよい。データ量記Ｄ５０４に格納さ
れる機能ボタンは、複数あってもよい。データ領域Ｄ５０６に格納される押下時間に関す
るデータは、押下時間を長時間および短時間に分けるデータに代えて、それ以上の時間に
区切るデータであってもよい。
【００６６】
　図６を参照して、本実施の形態に係る携帯電話１００の制御構造について説明する。図
６は、携帯電話１００の制御部１１０が実行する処理の手順を表わすフローチャートであ
る。
【００６７】
　ステップＳ６０２にて、携帯電話１００の制御部１１０は、利用者による指示の入力に
基づいて、携帯電話１００のモードをカメラモードに設定する。たとえば、利用者がカメ
ラモードとして予め設定された操作ボタンを押下した場合に、携帯電話１００のモードは
カメラモードになる。これにより、第１の筐体１２０に配置されたメインカメラ１０２が
待機状態になる。また、メインモニタ１５０は、メインカメラ１０２により撮影された被
写体の映像を表示する。
【００６８】
　ステップＳ６０４にて、制御部１１０は、第２の筐体１２２に配置されたボタンの押下
があったか否かを判断する。この判断は、各ボタンから制御部１１０への信号の入力の有
無を検知することにより行なわれる。入力ボタンの押下があったと判断すると（ステップ
Ｓ６０４にてＹＥＳ）、処理はステップＳ６０６に移される。そうでない場合には（ステ
ップＳ６０４にてＮＯ）、処理はステップＳ６４０に移される。
【００６９】
　ステップＳ６０６にて、制御部１１０は、そのボタンが押下された時間を計測する。こ



(11) JP 4118231 B2 2008.7.16

10

20

30

40

50

の計測は、たとえば制御部１１０が内部に有する計時回路（図示しない）からのデータに
基づいて行なわれる。
【００７０】
　ステップＳ６０８にて、制御部１１０は、第１の機能ボタン１８０が押下されたか否か
を判断する。この判断は、たとえば制御部１１０への入力信号から、その信号の発信源を
読み取り、その発信源が第１の機能ボタン１８０であるか否かに基づいて行なわれる。第
１の機能ボタン１８０が押下されたと判断すると（ステップＳ６０８にてＹＥＳ）、処理
はステップＳ６１０に移される。そうでない場合には（ステップＳ６０８にてＮＯ）、処
理はステップＳ６４０に移される。
【００７１】
　ステップＳ６１０にて、制御部１１０は、ステップＳ６０６にて計測された押下時間が
予め定められた時間よりも短いか否かを判断する。第１の機能ボタン１８０の押下時間が
予め定められた時間よりも短いと判断すると（ステップＳ６１０にてＹＥＳ）、処理はス
テップＳ６１２に移される。そうでない場合には（ステップＳ６１０にてＮＯ）、処理は
ステップＳ６４０に移される。
【００７２】
　ステップＳ６１２にて、制御部１１０は、いずれかの数字ボタン１８８が押下されたか
否かを判断する。この判断は、たとえば、制御部１１０への入力信号から、その信号の発
信源を読み取り、その発信源がいずれかの数字ボタン１８８であるか否かに基づいて行な
われる。いずれかの数字ボタン１８８が押下されたと判断すると（ステップＳ６１２にて
ＹＥＳ）、処理はステップＳ６２０に移される。そうでない場合には（ステップＳ６１２
にてＮＯ）、処理はステップＳ６３０に移される。
【００７３】
　ステップＳ６２０にて、制御部１１０は、押下された数字ボタンに対応付けられたカメ
ラからの映像信号をメインモニタ１５０に出力する。メインモニタ１５０は、そのカメラ
が撮影した被写体の映像を表示する。
【００７４】
　ステップＳ６３０にて、制御部１１０は、予め設定された切替順序に基づいて、対応す
るカメラからの映像信号をメインモニタ１５０に出力する。これにより、携帯電話１００
が複数のカメラを備えている場合には、メインモニタ１５０は、第１の機能ボタンの押下
に応じて、表示する映像を切り替える。
【００７５】
　ステップＳ６４０にて、制御部１１０は、メインカメラ１０２からの映像信号をメイン
モニタ１５０に出力する。これにより、メインモニタ１５０は、利用者の操作により撮影
されたメインカメラ１０２により撮影された被写体の映像を表示する。
【００７６】
　ステップＳ６５０にて、制御部１１０は、カメラモードが終了であるか否かを判断する
。この判断は、たとえば制御部１１０がカメラモードの終了を表わす信号を受信したか否
かに基づいて行なわれる。この信号は、たとえば、予め定められた操作ボタンが押下され
た場合に出力される。カメラモードを終了すると判断すると（ステップＳ６５０にてＹＥ
Ｓ）、処理は終了する。そうでない場合には（ステップＳ６５０にてＮＯ）、処理はステ
ップＳ６０４に戻される。
【００７７】
　以上のような構造およびフローチャートに基づく、本実施の形態に係る携帯電話１００
の動作について、図７を参照しつつ説明する。図７（Ａ）～（Ｄ）は、携帯電話１００の
メインモニタ１５０が表示する画面の推移を表わす図である。なお、以下の説明において
、携帯電話１００は、メインカメラ１５０と、第１のサブカメラと、第２のサブカメラと
を有するものとして説明するが、サブカメラの数はこれに限られない。１つのサブカメラ
を有する携帯電話、あるいは３つ以上のサブカメラを有する携帯電話であってもよい。
【００７８】
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　携帯電話１００が待受け状態であるとき、携帯電話１００のメインモニタ１５０は初期
メニューを表示する（図７（Ａ））。利用者が所定のボタン操作を行なうことによりカメ
ラモードに設定すると（ステップＳ６０２）、利用者がその他のボタンを押下しない場合
には（ステップＳ６０４にてＮＯ）、メインモニタ１５０は、メインカメラ１０２により
撮影された被写体の映像を表示する（ステップＳ６４０、図７（Ｂ））。
【００７９】
　その後、利用者が携帯電話１００をカメラモードに維持したまま（ステップＳ６５０に
てＮＯ）、第１の機能ボタン１８０を短時間押下すると（ステップＳ６０４にてＹＥＳ、
ステップＳ６０８にてＹＥＳ、ステップＳ６１０にてＹＥＳ、ステップＳ６１２にてＮＯ
）、メインモニタ１５０は、サブカメラ１０４からの映像を表示する（ステップＳ６３０
、図７（Ｃ））。携帯電話１００がその他にサブカメラを有する場合には、利用者が同じ
操作を繰り返すとメインモニタ１５０はその表示をサブカメラからの表示にさらに切り替
える（図７（Ｄ））。
【００８０】
　その後、利用者が第１の機能ボタン１８０を同様に押下すると、メインモニタ１５０が
最後の表示順序に設定されているサブカメラからの映像を表示している場合には、その表
示は、再びメインカメラ１０２により撮影された被写体の映像の表示に切り替わる（図７
（Ｄ）から図７（Ｂ））。
【００８１】
　以上のようにして、本実施の形態に係る携帯電話１００によると、利用者はメインモニ
タ１５０に、カメラ操作のためのメニューを表示させることなく、第１の機能ボタン１８
０の操作により、複数のカメラからの各映像の表示を切り替えることができる。このよう
にすると、利用者は、常にメインモニタ１５０に表示される映像を確認しつつ、画面の表
示を容易に切り替えることができる。また、メインモニタ１５０における映像の表示が、
たとえばメニューなどによって遮られないため、利用者は、撮影の機会を逃しにくくなる
。
【００８２】
　＜第２の実施の形態＞
　以下、本発明の第２の実施の形態について説明する。第２の実施の形態に係る携帯電話
は、入力された複数の映像を１つのモニタに表示する機能を有する点で、第１の実施の形
態と異なる。なお、本実施の形態に係る携帯電話は、第１の実施の形態に係る携帯電話１
００と同一のハードウェア構成を有する。それらの機能も同じである。したがって、それ
らについての説明は、ここでは繰返さない。
【００８３】
　図８を参照して、本実施の形態に係る携帯電話１００におけるデータ構造について説明
する。図８は、携帯電話１００のメモリ１３０に格納されるデータの一構成を概念的に表
わす図である。
【００８４】
　携帯電話１００の動作モードを特定するデータは、データ領域Ｄ８０２に格納される。
携帯電話１００の動作を制御する機能ボタンを特定するデータは、データ領域Ｄ８０４に
格納される。その動作を特定するための機能ボタンの押下時間は、データ領域Ｄ８０６に
格納される。データ領域Ｄ８０２～Ｄ８０６に格納されるデータに基づいて設定される機
能を表わす情報は、データ領域Ｄ８０８に格納される。
【００８５】
　図８を参照して、たとえばデータレコードＲ８５０は、メインモニタ１５０がサブカメ
ラ１０４により撮影された映像を表示することを表わす。このとき、メインモニタ１５０
がメインカメラ１０２により撮影された映像を既に表示している場合には、その表示に重
ねるようにサブカメラ１０４による映像を表示する。すなわち、前述の部分表示領域とし
て表示されるような映像信号が生成される。
【００８６】
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　データレコードＲ８６０は、メインモニタ１５０が既に表示されている映像に加えてＴ
Ｖ電話による映像をさらに表示することを表わす。この場合も、メインモニタ１５０がメ
インカメラ１０２により撮影された映像を既に表示している場合には、その表示に重ねる
ようにアンテナ１６６を介して受信された映像信号に基づく映像を表示する。すなわち、
前述の部分表示領域として表示されるような映像信号が生成され、メインモニタ１５０に
出力される。
【００８７】
　なお、携帯電話１００の動作を制御するためのデータの設定は、図８に示した態様に限
られない。
【００８８】
　図９を参照して、本実施の形態に係る携帯電話１００の制御構造について説明する。図
９は、携帯電話１００の制御部１１０が実行する処理の手順を表わすフローチャートであ
る。
【００８９】
　ステップＳ９０２にて、制御部１１０は、利用者による操作ボタンの押下に基づいてカ
メラ／ＴＶ電話モードの実行を検知する。この検知は、たとえばメインカメラ１０２の待
機中に、ＴＶ電話開始のためのボタン（図示しない）の押下の有無に基づいて行なわれる
。
【００９０】
　ステップＳ９０４にて、制御部１１０は、メインカメラ１０２により撮影された被写体
を表わす映像信号をメインモニタ１５０に出力する。その結果、メインモニタ１５０はメ
インカメラ１０２が撮影した被写体（すなわち、利用者が見ている被写体）を表示する。
【００９１】
　ステップＳ９０６にて、制御部１１０は、第２の筐体１２２に取付けられたボタンの押
下を検知する。ステップＳ９０８にて、制御部１１０は、そのボタンの押下時間を計測す
る。
【００９２】
　ステップＳ９１０にて、制御部１１０は、第２の機能ボタン１８２が押下されたか否か
を判断する。この判断は、たとえば第２の機能ボタン１８２から出力された信号が制御部
１１０に入力されたか否かに基づいて行なわれる。第２の機能ボタン１８２が押下された
と判断すると（ステップＳ９１０にてＹＥＳ）、処理はステップＳ９１２に移される。そ
うでない場合には（ステップＳ９１０にてＮＯ）、処理はステップＳ９０４に戻される。
【００９３】
　ステップＳ９１２にて、制御部１１０は、ステップＳ９０８にて計測された押下時間が
予め定められた時間よりも短いか否かを判断する。その押下時間が予め定められた時間よ
りも短いと判断すると（ステップＳ９１２にてＹＥＳ）、処理はステップＳ９１４に移さ
れる。そうでない場合には（ステップＳ９１２にてＮＯ）、処理はステップＳ９２０に移
される。
【００９４】
　ステップＳ９１４にて、制御部１１０は、サブカメラ１０４から出力された映像信号に
基づいて、メインモニタ１５０の一部に表示するための信号を生成する。この信号は、た
とえばサブカメラ１０４からの映像信号を圧縮することにより、あるいは特定の間隔で間
引くことにより生成される。
【００９５】
　ステップＳ９１６にて、制御部１１０は、生成したデータをメインモニタ１５０に出力
する。その結果、メインモニタ１５０は、メインカメラ１０２により撮影された被写体の
映像に加えてサブカメラ１０４により撮影された被写体の映像を表示する。
【００９６】
　ステップＳ９１８にて、制御部１１０は、第３の機能ボタン１８４が押下されたか否か
を判断する。この判断は、たとえば第３の機能ボタン１８４から出力された信号が制御部
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１１０に入力されたか否かに基づいて行なわれる。第３の機能ボタンが押下されたと判断
すると（ステップＳ９１８にてＹＥＳ）、処理はステップＳ１０００に移される。そうで
ない場合には（ステップＳ９１８にてＮＯ）、処理はステップＳ９１４に戻される。
【００９７】
　ステップＳ９２０にて、制御部１１０は、ＴＶ電話機能の実行により、アンテナ１６６
を介して受信された映像信号に基づいて、映像を表示領域において部分的に表示するため
のデータを生成する。このような信号の生成の態様は、他のステップにおける生成の態様
と同じである。
【００９８】
　ステップＳ９２２にて、制御部１１０は、生成したデータをメインモニタ１５０に出力
する。その結果、メインモニタ１５０は、メインカメラ１０２により撮影された被写体の
映像に加えて、通信回線を介して送信された通信相手の映像を表示することができる。
【００９９】
　ステップＳ１０００にて、制御部１１０は、後述する表示位置変更処理を実行する。こ
の処理が実行されると、メインモニタ１５０は、部分表示領域の位置を変更したり、全体
の表示領域（メイン表示領域）と部分表示領域との間で、表示する映像を切り替えること
ができる。
【０１００】
　図１０を参照して、本実施の形態に係る携帯電話１００の制御構造についてさらに説明
する。図１０は、制御部１１０が実行する表示位置変更処理の手順を表わすフローチャー
トである。
【０１０１】
　ステップＳ１００２にて、制御部１１０は、第３の機能ボタン１８４の押下時間を計測
する。
【０１０２】
　ステップＳ１００４にて、制御部１１０は、その押下時間が予め定められた時間よりも
短いか否かを判断する。押下時間が予め定められた時間よりも短い場合には（ステップＳ
１００４にてＹＥＳ）、処理はステップＳ１００６に移される。そうでない場合には（ス
テップＳ１００４にてＮＯ）、処理はステップＳ１０２０に移される。
【０１０３】
　ステップＳ１００６にて、制御部１１０は、サブカメラ１０４により撮影された映像を
表示するための映像信号の出力位置を変更する。この出力位置の変更は、予め定められた
位置データに基づいて行なわれる。たとえば予め映像信号の出力位置を複数記憶しておき
、第３の機能ボタン１８４の押下に応じて、出力される位置データが選択される。サブカ
メラ１０４からの映像信号は、その位置データに基づいてメインモニタ１５０において異
なる表示領域に表示されるように、表示用の映像信号が生成される。
【０１０４】
　ステップＳ１００８にて、制御部１１０は、生成した映像信号をメインモニタ１５０に
出力する。
【０１０５】
　ステップＳ１０１０にて、制御部１１０は、第３の機能ボタン１８４がさらに押下され
たか否かを判断する。この判断は、第３の機能ボタン１８４から制御部１１０への信号の
入力の有無に基づいて行なわれる。第３の機能ボタン１８４が押下されたと判断すると（
ステップＳ１０１０にてＹＥＳ）、処理はステップＳ１０１２に移される。そうでない場
合には（ステップＳ１０１０にてＮＯ）、処理は終了し、メイン処理に戻される。
【０１０６】
　ステップＳ１０２０にて、制御部１０１０は、サブカメラ１０４により撮影された被写
体の映像信号を、メインモニタ１５０の表示領域の大きさに応じて出力する。ステップＳ
１０２２にて、制御部１１０は、メインカメラ１０２により撮影された被写体の映像信号
に基づいて、部分表示領域用のデータを生成して出力する。その結果、メインモニタ１５



(15) JP 4118231 B2 2008.7.16

10

20

30

40

50

０はサブカメラ１０４により撮影された被写体を表示領域全体に表示し、メインカメラ１
０２により撮影された被写体の映像をその領域の一部に表示する。すなわち、映像の表示
の態様は、当初の態様から変更される。
【０１０７】
　以上のような構造およびフローチャートに基づく、本実施の形態に係る携帯電話１００
の動作について図１１を参照しつつ説明する。図１１は、携帯電話１００のメインモニタ
１５０における表示の変化を説明するための図である。
【０１０８】
　携帯電話１００がカメラＴＶ電話モードであるとき（ステップＳ９０２）、携帯電話１
００のメインモニタ１５０は、メインカメラ１０２により撮影された被写体の映像を表示
する（ステップＳ９０４、図１１（Ａ））。利用者が第２の機能ボタン１８２を押下する
と（ステップＳ９１０にてＹＥＳ）、その押下が短時間である場合には（ステップＳ９１
２にてＹＥＳ）、メインモニタ１５０は、メインカメラ１０２による映像に加えて、サブ
カメラ１０４により撮影された被写体の映像を表示する（ステップＳ９１６、図１１（Ｂ
））。利用者が第３の機能ボタン１８４を押下すると（ステップＳ９１８にてＹＥＳ）、
その押下時間が予め定められた時間よりも短い場合には（ステップＳ１００４にてＹＥＳ
）、メインモニタ１５０に表示されたサブカメラ１０４からの映像は、予め設定されたそ
の他の位置に表示される（ステップＳ１００８、図１１（Ｃ））。逆に、その押下時間が
予め定められた時間よりも長い場合には（ステップＳ１００４にてＮＯ）、メインモニタ
１５０は、表示領域全体にサブカメラ１０４からの映像を表示し、一部の領域にメインカ
メラ１０２からの映像を表示する（ステップＳ１０２０、Ｓ１０２２、図１１（Ｅ））。
【０１０９】
　一方、利用者が第３の機能ボタン１８４を長時間押下すると（ステップＳ１００４にて
ＮＯ）、メインモニタ１５０は、サブカメラ１０４からの映像を表示領域全体に表示し、
メインカメラ１０２からの映像を、一部の領域に表示する（図１１（Ｄ））。
【０１１０】
　［ＴＶ電話画面の表示動作］
　また、携帯電話１００がメインモニタ１５０にメインカメラ１０２により撮影された被
写体の映像を表示しているとき（ステップＳ９０４）、利用者が第２の機能ボタン１８２
を長時間押下すると（ステップＳ９１２にてＮＯ）、メインモニタ１５０は、メインカメ
ラ１０２による映像の表示に加えて、通信回線を介して受信されたＴＶ電話機能に基づく
映像を一部の領域に表示する（ステップＳ９２２、図１１（Ｂ））。
【０１１１】
　以上のようにして、本実施の形態に係る携帯電話１００によると、利用者は、第２の機
能ボタン１８２の押下により、メインモニタ１５０の表示領域の一部の領域に、追加の映
像を表示させることができる。このとき、その一部の領域における映像は、第２の機能ボ
タン１８２が押下される時間に基づいて切替えられる。そのため、利用者は、切替えのた
めのメニューをメインモニタ１５０に表示させることなく、サブカメラ１０４あるいはＴ
Ｖ電話のいずれかの映像をその領域に表示させることができる。
【０１１２】
　さらに、利用者は第３の機能ボタン１８４を押下することにより、メインモニタ１５０
に表示されている部分表示領域の位置を変更したり、表示領域全体と一部の領域との間で
表示される映像を切り替えることができる。これにより、メインモニタ１５０における映
像の表示を遮ることなく、映像の表示を切り替えることができる。したがって、携帯電話
１００による通話時間の無駄の発生を防止することができる。
【０１１３】
　＜第３の実施の形態＞
　以下、本発明の第３の実施の形態について説明する。本実施の形態に係る携帯電話は、
メインモニタ１５０に表示領域に、映像が一部に表示される領域を複数生成して、各映像
を表示する機能を有する点で、前述の各実施の形態と異なる。
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【０１１４】
　なお、本実施の形態に係る携帯電話は、前述の第１の実施の形態と同じハードウェア構
成を有する。それらの機能も同じである。したがって、それらについての説明はここでは
繰返さない。
【０１１５】
　図１２を参照して、本実施の形態に係る携帯電話１００の制御構造について説明する。
図１２は、携帯電話１００の制御部１１０が実行する処理の手順を表わすフローチャート
である。
【０１１６】
　ステップＳ１２０２にて、制御部１１０は、メインカメラ１０２により撮影された被写
体の映像信号をメインモニタ１５０に出力する。
【０１１７】
　ステップＳ１２０４にて、制御部１１０は、通信回線を介して受信したＴＶ電話機能に
基づく映像信号により、メインモニタ１５０の部分表示領域用の信号を生成する。この信
号は、たとえば入力される映像信号から部分表示領域に応じて信号を間引くことにより、
あるいは全体の表示領域と部分表示領域とのサイズに基づいて予め設定された圧縮率で圧
縮されて、生成される。
【０１１８】
　ステップＳ１２０６にて、制御部１１０は、生成した信号をメインモニタ１５０に出力
する。その結果、メインモニタ１５０は、メインカメラ１０２により撮影された被写体の
映像に加えて、ＴＶ電話による映像（すなわち通信回線を介してアンテナ１６６により受
信された映像信号に基づく映像）を表示する。
【０１１９】
　ステップＳ１２０８にて、制御部１１０は、ボタンの押下を検知する。ステップＳ１２
１０にて、制御部１１０は、そのボタンが押下された時間を計測する。
【０１２０】
　ステップＳ１２１２にて、制御部１１０は、第２の機能ボタン１８２が押下されたか否
かを判断する。この判断は、たとえば第２の機能ボタン１８２から出力された信号が制御
部１１０に入力されたか否かに基づいて行なわれる。第２の機能ボタン１８２が押下され
たと判断すると（ステップＳ１２１２にてＹＥＳ）、処理はステップＳ１２１４に移され
る。そうでない場合には（ステップＳ１２１２にてＮＯ）、処理はステップＳ１２３０に
移される。
【０１２１】
　ステップＳ１２１４にて、制御部１１０は、サブカメラ１０４からの映像信号に基づい
て、メインモニタ１５０の部分表示領域用の信号を生成する。この信号は、たとえば部分
表示領域に応じた信号量に基づいて映像信号を間引いたり、予め設定された圧縮率に基づ
いて圧縮されて生成される。ステップＳ１２１６にて、制御部１１０は、生成した信号を
メインモニタ１５０に出力する。
【０１２２】
　ステップＳ１２１８にて、制御部１１０は、第３の機能ボタン１８４が押下されたか否
かを判断する。この判断は、たとえば第３の機能ボタン１８４から制御部１１０に押下を
表わす信号が入力されたか否かに基づいて行なわれる。第３の機能ボタンが押下されたと
判断すると（ステップＳ１２１８にてＹＥＳ）、処理はステップＳ１２２０に移される。
そうでない場合には（ステップＳ１２１８にてＮＯ）、処理は終了する。
【０１２３】
　ステップＳ１２２０にて、制御部１１０は、第３の機能ボタン１８４の押下時間が予め
定められた時間よりも短いか否かを判断する。その押下時間が予め定められた時間よりも
短いと判断すると（ステップＳ１２２０にてＹＥＳ）、処理はステップＳ１２２２に移さ
れる。そうでない場合には（ステップＳ１２２０にてＮＯ）、処理は終了する。
【０１２４】
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　ステップＳ１２２２にて、制御部１１０は、サブカメラ１０４からの映像信号の出力先
を変更する。この変更は、たとえばサブカメラ１０４から入力される映像信号を変更後の
部分表示領域の位置に合わせて、メモリ１３０のワーク領域に書き込むことにより行なわ
れる。
【０１２５】
　ステップＳ１２２４にて、制御部１１０は、ＴＶ電話による映像信号の出力先を変更す
る。この変更は、たとえばサブカメラ１０４からの映像信号の出力先として指定されてい
た領域に応じて、信号をメモリ１３０のワーク領域に書き込むことにより行なわれる。
【０１２６】
　ステップＳ１２２６にて、制御部１１０は、第３の機能ボタン１８４がさらに押下され
たか否かを判断する。この判断は、たとえば第３の機能ボタンから制御部１１０に押下を
表わす信号が入力されたか否かに基づいて行なわれる。第３の機能ボタン１８４が押下さ
れると（ステップＳ１２２６にてＹＥＳ）、処理はステップＳ１２２２に戻される。そう
でない場合には（ステップＳ１２２６にてＮＯ）、処理は終了する。
【０１２７】
　ステップＳ１２３０にて、制御部１１０は、第３の機能ボタン１８４が押下されたか否
かを判断する。第３の機能ボタンが押下されたと判断すると（ステップＳ１２３０にてＹ
ＥＳ）、処理はステップＳ１２３２に移される。そうでない場合には（ステップＳ１２３
０にてＮＯ）、処理は終了する。
【０１２８】
　ステップＳ１２３２にて、制御部１１０は、第３の機能ボタンが押下された時間が予め
定められた時間よりも短いか否かを判断する。その押下時間が予め定められた時間よりも
短い場合には（ステップＳ１２３２にてＹＥＳ）、処理はステップＳ１２３４に移される
。そうでない場合には（ステップＳ１２３２にてＮＯ）、処理は終了する。
【０１２９】
　ステップＳ１２３４にて、制御部１１０は、ＴＶ電話による映像信号をメインモニタ１
５０に出力する。ステップＳ１２３６にて、制御部１１０は、メインカメラ１０２からの
映像信号に基づいて、部分表示領域用の信号を生成する。この信号は、たとえばその映像
信号を部分表示領域に必要な信号量に応じて所定の間隔で間引くことにより、あるいは予
め設定された圧縮率に応じて圧縮されて、生成される。
【０１３０】
　ステップＳ１２３８にて、制御部１１０は、生成した信号をメインモニタ１５０に出力
する。その結果、メインモニタ１５０は、映像の表示の態様を、当初の態様から切り替え
る。すなわちＴＶ電話の映像は、メインモニタ１５０の表示領域全体に表示される。メイ
ンカメラ１０２により撮影された被写体の映像は、その領域の一部に表示される。
【０１３１】
　以上のような構造およびフローチャートに基づく、本実施の形態に係る携帯電話１００
の動作について図１３を参照しつつ説明する。図１３は、本実施の形態に係る携帯電話１
００のメインモニタ１５０における画面の変化を表わす図である。
【０１３２】
　携帯電話１００がメインカメラ１０２により撮影された被写体の映像とＴＶ電話の映像
とを表示しているとき（ステップＳ１２０６）、利用者が第２の機能ボタン１８２を押下
すると（ステップＳ１２１２にてＹＥＳ）、メインモニタ１５０は、サブカメラ１０４に
より撮影された被写体の映像をメインモニタ１５０に表示する（ステップＳ１２１６）。
【０１３３】
　利用者が第３の機能ボタン１８４を長時間押下すると（ステップＳ１２２０にてＹＥＳ
）、ＴＶ電話映像の表示とサブカメラ１０４による映像の表示とは、予め定められた方向
に変化する（ステップＳ１２２２、ステップＳ１２２４）。一方、携帯電話１００がメイ
ンカメラ１０２による映像とＴＶ電話による映像とを表示しているとき（ステップＳ１２
０６）、利用者が第３の機能ボタン１８４を押下すると（ステップＳ１２３０にてＹＥＳ
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）、メインモニタ１５０は、ＴＶ電話映像の表示とメインカメラ１０２による映像とを変
更して表示する（ステップＳ１２３４、ステップＳ１２３８）。
【０１３４】
　以上のようにして、本実施の形態に係る携帯電話１００によると、利用者は、メインモ
ニタ１５０に映像の表示を切替えるためのメニューを表示させることなく、メインモニタ
１５０における表示を切り替えることができる。これにより、利用者は、撮影状況を確認
しつつ、メインモニタ１５０の表示領域の中の最適な位置に、映像を部分的に表示させる
ことができる。
【０１３５】
　なお、本実施の形態に係る携帯電話１００の構成に加えて、たとえばメインモニタ１５
０の表示領域の一部（たとえば、最下行の領域）に、動作中の各機能ボタンが実行可能な
機能を表示するようにしてもよい。このようにすると、利用者は、その表示を参照しつつ
、機能ボタンを操作することができる。また、表示領域の全てはそのような表示に使用さ
れないため、映像の表示も大きく遮断されることはない。その結果、各機能ボタンに関す
る誤操作が防止される。
【０１３６】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【０１３７】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る携帯電話の構成を表わす図（その１）である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る携帯電話の構成を表わす図（その２）である。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る携帯電話の構成を表わす図（その３）である。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係る携帯電話の構成を表わす図（その４）である。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係る携帯電話におけるデータ構造を表わす図である
。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係る携帯電話が実行する処理の手順を表わすフロー
チャートである。
【図７】本発明の第１の実施の形態に係る携帯電話のメインモニタにおける映像の表示の
推移を説明するための図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態に係る携帯電話におけるデータ構造を表わす図である
。
【図９】本発明の第２の実施の形態に係る携帯電話が実行する処理の手順を表わすフロー
チャート（その１）である。
【図１０】本発明の第２の実施の形態に係る携帯電話が実行する処理の手順を表わすフロ
ーチャート（その２）である。
【図１１】本発明の第２の実施の形態に係る携帯電話のメインモニタにおける映像の表示
の推移を説明するための図である。
【図１２】本発明の第３の実施の形態に係る携帯電話が実行する処理の手順を表わすフロ
ーチャートである。
【図１３】本発明の第３の実施の形態に係る携帯電話のメインモニタにおける映像の表示
の推移を説明するための図である。
【符号の説明】
【０１３８】
　１００　携帯電話、１０２　メインカメラ、１０４　サブカメラ、１１０　制御部、１
２０　第１の筐体、１２２　第２の筐体、１２４　接続部、１３０　メモリ、１５０　メ
インモニタ、１５２　サブモニタ、１６０　バッテリ、１６２　計時回路、１６４　マイ
ク、１６６　アンテナ、１６８　スピーカ、１８０　第１の機能ボタン、１８２　第２の
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機能ボタン、１８４　第３の機能ボタン、１８６，１９０，１９２，１９４　操作ボタン
、１８８　数字ボタン、１９６　ライト。

【図１】 【図２】
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