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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
付加機能として放送受信視聴機能を備えた携帯型電話装置において、少なくとも前記放送
受信視聴機能の状態を表すアイコンを表示する表示部と、
　電池の残容量を監視して残容量が所定値を下回ったときに前記放送受信視聴機能の全部
又は一部の実行を不可とする手段と、
　放送受信感度の状態に基づく放送視聴不可状態と、前記電池の残容量に基づく放送視聴
不可状態とで、前記アイコンの表示態様を異ならせる手段と、を備えたことを特徴とする
携帯型電話装置。
【請求項２】
前記アイコンとして、
少なくとも前記放送受信視聴機能の放送受信感度アイコン及び放送視聴不可アイコンを含
み、
前記アイコンの表示状態を異ならせる手段は、
前記放送受信感度の状態に基づく前記放送視聴不可状態と、前記電池の残容量に基づく前
記放送視聴不可状態とで、前記放送視聴不可アイコンの表示態様を異ならせる、請求項１
記載の携帯型電話装置。
【請求項３】
請求項１又は請求項２のいずれかに記載の携帯型電話装置において、付加機能の実行中に
も電池の残容量を監視して残容量が所定値を下回ったときには実行中の付加機能を強制的
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に終了するように構成されたことを特徴とする携帯型電話装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ＴＶ視聴機能等の付加機能を備えた携帯型電話装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＴＶ（テレビジョン）視聴機能が設けられた携帯電話機でＴＶ視聴を行うときには、通
常の電話の待ち受け時や通話時、或いは、メールの送受信時に比べて消費電力が多くなる
のが一般的である。ＴＶ視聴を続けると電池が消耗し、最終的には携帯電話機の動作がで
きなくなる。すなわち、電話の待ち受けや通話、或いはメール送受信という、携帯電話機
本来の機能が付加機能であるＴＶ視聴によって実行できなくなる。そこで、このような不
具合を解決するものとして、電池の残容量がある所定のレベルを下回ったときにＴＶ視聴
を不許可とする端末が提案されている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平１１－１８４５７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記従来の端末では、電池の残容量が所定レベルを下回るときでも、Ｔ
Ｖ視聴機能を起動するメニューやアイコンの表示態様は通常時と同じであるため、ユーザ
は実際にＴＶ視聴機能を起動してみないとＴＶが視聴できるか否か分からないとう不満が
ある。
【０００４】
　この発明は、上記事情に鑑み、電池残容量が所定レベルを下回ることによる付加機能の
制限処理が行われるときに当該制限状態にあることをユーザに予め認識させることができ
る携帯型電話装置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】
【０００５】
　この発明の携帯型電話装置は、上記の課題を解決するために、付加機能を備えた携帯型
電話装置において、電池の残容量を監視して残容量が所定値を下回ったときに付加機能の
全部又は一部の実行を不許可とする手段と、付加機能不許可状態と付加機能許可状態とで
対応付加機能を起動するためのメニューの表示態様を異ならせる手段と、を備えたことを
特徴とする。
【０００６】
　上記の構成であれば、電池残容量が所定レベルを下回ることによる付加機能の制限処理
が行われるときに当該制限状態にあることをメニューの表示態様の相違によってユーザに
予め認識させることができる。
【０００７】
　前記メニューの項目上を移動するカーソルが、前記付加機能不許可状態では対応する付
加機能項目上を通り過ぎるように構成されているのがよい。また、前記付加機能不許可状
態では対応する付加機能項目を非表示又は薄色表示とするように構成されているのがよい
。
【０００８】
　また、この発明の携帯型電話装置は、付加機能を備えた携帯型電話装置において、付加
機能の存在又は付加機能の状態を表すアイコンを表示する表示部と、電池の残容量を監視
して残容量が所定値を下回ったときに付加機能の全部又は一部の実行を不許可とする手段
と、付加機能不許可状態と付加機能許可状態とで前記アイコンの表示態様を異ならせる手
段と、を備えたことを特徴とする。かかる構成においても、電池残容量が所定レベルを下
回ることによる付加機能の制限処理が行われるときに当該制限状態にあることをアイコン
の表示態様の相違によってユーザに予め認識させることができる。前記付加機能として放
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送受信視聴機能を備え、前記アイコンとして放送受信感度を表すアイコンを表示し、放送
受信視聴機能不許可状態と放送受信視聴機能許可状態とで前記アイコンの表示態様を異な
らせることとしてもよい。
【０００９】
　これら構成の携帯型電話装置において、付加機能の実行中にも電池の残容量を監視して
残容量が所定値を下回ったときには実行中の付加機能を強制的に終了するように構成され
ていてもよい。
【発明の効果】
【００１０】
  この発明によれば、電池残容量が所定レベルを下回ることによる付加機能の制限処理が
行われるときに当該制限状態にあることをメニューやアイコンの表示態様の相違によって
ユーザに予め認識させることができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、この発明の実施形態を図１乃至図１０に基づいて説明する。
【００１２】
　図１は、この発明の放送受信機能付き携帯型電話装置３０を示した構成図である。１は
テレビ放送波を受信するアンテナであり、２は携帯電話の電波を送受信するアンテナであ
る。構成によっては２つの電波を受ける上記アンテナ１・２を共通化し得る。
【００１３】
　チューナモジュール４はディジタルテレビ放送波を受信して変調波を復調する処理等を
行う。アプリケーションプロセッサ（ＡＰＰ）５は、テレビ電話、メール送受信、ホーム
ページ閲覧、ディジタルテレビ受信処理などの各種処理を行う。このアプリケーションプ
ロセッサ５はチューナモジュール４から復調データを受け取って映像／音声を生成する機
能、記録媒体による録画／再生のための機能、その他ディジタルテレビの操作に必要な機
能を実行するものであり、これら各種の処理を行うためのＣＰＵ、ＭＰＥＧ４などの映像
データのデコーダ、ＡＡＣなどの音声データのデコーダを行う処理回路が複合化されたＬ
ＳＩから成る。
【００１４】
　ベースバンドチップ（ＢＢ）３は、携帯電話の発着信、通話、ネットワーク接続などの
制御を行うものであり、携帯電話に必要な変復調、信号処理、通話処理を行う各種回路と
ＣＰＵとが複合化されたＬＳＩから成る。
【００１５】
　ベースバンドチップ３にはメモリ９が接続されており、アプリケーションプロセッサ５
にはメモリ１０が接続されている。前記メモリ９・１０はプログラムや設定データを保存
するフラッシュメモリと作業用に使用されるＤＲＡＭとで構成されている。表示装置６は
、ベースバンドチップ３およびアプリケーションプロセッサ５に接続され、それぞれの処
理の結果を表示する。入力装置８は後述する各種キーを備えて成り、ベースバンドチップ
３に接続されている。
【００１６】
　電池７は携帯型電話装置３０の各回路に電源を供給する。電池７はベースバンドチップ
３の制御により、チューナ４への電源供給を遮断することができる。なお、チューナ４へ
の電源供給遮断に替えて、アプリケーションプロセッサ５への電源供給遮断を行うことと
してもよい。電池残量監視装置１１は電池残容量を示すデータを出力する。ベースバンド
チップ３は電池残量監視装置１１が出力する前記データを読み取ることで、電池７の残容
量を知得する。
【００１７】
　図２は、表示装置６の表示領域及び入力装置８におけるキー配置を表した説明図である
。領域６１はアンテナ感度などの機器の状態を表示する状態表示領域である。領域６２は
、ベースバンドチップ３やアプリケーションプロセッサ４の処理の結果（放送受信映像画
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面、メール画面、メニュー画面等）を表示する領域である。領域６３は装置の状態などの
ステータスを表示する領域である。入力装置８には、メニューキー８１、十字キー（ＯＫ
キー付き）８２、クリア（ＣＬＲ）キー８３、電源キー８４などが設けられている。前記
十字キー（ＯＫキー付き）８２の上下左右方向キー部分を押下すると、上方、下方、左方
、右方にそれぞれカーソルを移動させることができ、中央部をまっすぐ下向きに押すこと
でＯＫキーとなる。
【００１８】
　図３（ａ）乃至（ｄ）はそれぞれ状態表示領域６１の表示状態を表した図である。この
領域６１にはＴＶの電波受信レベルを表すアイコン６１３、携帯電話の電波受信レベルを
表すアイコン６１２、電池の残容量を表すアイコン６１１の３つが表示されている。それ
ぞれのアイコンは電波の受信レベル及び電池の残容量を３段階で表している。ＴＶ受信レ
ベルを表すアイコン６１３は３つの円弧で電波の状態を表し、一番強い状態のときは３本
（同図（ａ）参照）、中程度のときは２本（同図（ｂ）参照）、一番弱い状態のときは１
本となる。更に、全く受信できないときは「×」を表示するようにしている（同図（ｃ）
参照）。そして、電池残量が不足しているためにＴＶの視聴ができないときは、同図（ｄ
）に示しているように、「×」の下に３つの矩形部を全て白抜きにした電池のアイコンを
表示することで、電池残量不足でＴＶ視聴ができないことを表している。
【００１９】
　携帯電話用のアイコン６１２では、長さの違う３本の矩形部を塗りつぶすことで電波の
強さを表す。電池の残容量用のアイコン６１１では、電池の絵の中にある３つの矩形部を
塗りつぶすことで、残容量の大きさを表す。
【００２０】
　図４（ａ）（ｂ）は領域６２上のメインメニュー表示でカーソル６２１が表示されてい
る状態を表した説明図である。例えば、待ち受け画面から「メニュー」キーが操作されて
メインメニューが表示されたときに、図４（ａ）に示すように一番上のメニュー項目であ
る「１．電話設定」にカーソルが置かれる。また、図４（ａ）では、電池残容量に関して
ＴＶ視聴ができる状態を想定しており、「５．ディジタルテレビ」通常の表示がなされて
いる。そして、十字キー８２の操作によって「５．ディジタルテレビ」の項目上にカーソ
ル６２１を移動させることができる。一方、図４（ｂ）では、電池残容量に関してＴＶ視
聴ができない状態を想定しており、「５．ディジタルテレビ」の項目はグレー表示（薄色
表示）になっている。なお、非表示としてもよい。これにより、電池残量不足のためＴＶ
視聴ができない状態になっていることをユーザは知ることができる。また、カーソル６２
１は「５．ディジタルテレビ」の項目上には表示されない（通過してしまう）処理がなさ
れる。また、このとき、領域６１においては、先述した図３（ｄ）に示した表示が行われ
ることになる。
【００２１】
　次のこの携帯型電話装置３０が、電池残量を定期的にチェックしながら、ＴＶ視聴動作
の可否を決定し、メニューやアイコンの表示を変更する動作を、図５乃至図１０のフロー
チャートに基づいて説明していく。かかる動作は、ベースバンドチップ３のＣＰＵがメモ
リ９に格納されているプログラムに従って実行することになる。
【００２２】
　図５はベースバンドチップ３におけるＣＰＵのスタートからの処理を表している。まず
、初期処理を行う（ステップＳ１）。初期処理には、メモリのクリア、入力装置の初期化
、表示装置の初期化などがある。初期化が終了すると、電池チェックのタイマーを起動す
る（ステップＳ２）。このタイマーは一定時間ごとにイベントを発生させるプログラムで
あって、メインの処理とは別のタスクとして生成され、メインの処理が電池残量をチェッ
クするタイミングを規定する。
【００２３】
　続いて、待ち受け画面を表示し（ステップＳ３）、何らかのイベント発生を待つ（ステ
ップＳ４）。イベントにはキーの入力、着呼、メールの着信、電池チェックタイマーなど
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がある。イベントが発生した場合には、そのイベントの種類によって処理が分かれること
になる。イベントが着呼であったかどうかを判定し（ステップＳ５）、着呼であるときに
は着呼の処理を行い（ステップＳ９）、ステップＳ３に戻って待ち受け画面を表示する。
【００２４】
　ステップＳ５において着呼ではないと判断した場合、イベントがメールの着信であるか
どうかを判定する（ステップＳ６）。メールの着信であるときにはメール着信の処理を行
い（ステップＳ１０）、ステップＳ３に戻って再び待ち受け画面を表示する。
【００２５】
　ステップＳ６においてメールの着信ではないと判断した場合、電池チェックのイベント
であるかどうかを判定し（ステップＳ７）、電池チェックであるときにはステップＳ８１
（図１０参照）に移る。電池チェックのイベントでなければ、メニューキー８１が押下さ
れたかどうかを判定する（ステップＳ８）。メニューキー８１の押下であると判断した場
合、ステップＳ２１の処理に移行し、そうでないと判断した場合は、その他のイベントに
対応した処理を行い（ステップＳ１１）、ステップＳ３に戻って待ち受け画面を表示する
。
【００２６】
　メニューキー８１が押下された場合（ステップＳ８でＹＥＳ）、図４に示したごとく、
表示装置６にメインメニューを表示する（ステップＳ２１）。このとき、カーソル６２１
はメニューの最初の項目（この例では「１．電話設定」）に位置させる。続いてキーの入
力およびその他のイベント発生を待つ（ステップＳ２２）。イベントが発生すると次のス
テップでイベントの種類を判定することになる。
【００２７】
　まず、上向きのカーソル移動キー（ＵＰキー）であるかどうかを判定する（ステップＳ
２３）。上向きのカーソル移動キーとは、十字キー８２の上端を押したときに発生するキ
ーコードである。上向きのカーソル移動キーである場合には、まずカーソルがメニューの
一番上にあるかどうかを判定する（ステップＳ３１：図７参照）。一番上にあった場合、
カーソルを一番下のメニュー項目にセットする（ステップＳ３２）。図４のメインメニュ
ーの例では「７．その他」の項目にカーソルをセットする。カーソルが一番上にないと判
断された場合（ステップＳ３１でＮＯ）、カーソルの位置を一つ上に動かす（ステップＳ
３３）。そして、上向きのカーソル移動キーが入力されたことを記憶して（ステップＳ３
４）、ステップＳ５１に処理を移す（図８参照）。
【００２８】
　ステップＳ２３で上向きのカーソル移動キーでないと判定した場合、下向きのカーソル
移動キー（ＤＯＷＮキー）であるかどうかを判定する（ステップＳ２４）。下向きのカー
ソル移動キーとは、十字キー８２の下端を押したときに発生するキーコードである。下向
きのカーソル移動キーの場合、まず現在のカーソル位置が一番下かどうかを判定する（ス
テップＳ４１）。一番下にあった場合、カーソルを一番上のメニュー項目にセットする（
ステップＳ４２）。図４のメインメニューの例では「１．電話設定」の項目にカーソルを
セットする。カーソルが一番下にないと判定された場合（ステップＳ４１でＮＯ）、カー
ソルを下に一つ動かす（ステップＳ４３）。そして、下向きのカーソル移動キーが入力さ
れたことを記憶して（ステップＳ４４）、ステップＳ５１に処理を移す。
【００２９】
　そして、カーソルの位置がＴＶ起動メニュー上にあるかどうかを判定する（ステップＳ
５１）。図４のメインメニューの例では「５．ディジタルテレビ」の項目にカーソルがあ
るかどうかを判定することである。カーソルがＴＶ起動メニュー上になければステップＳ
２２に戻って、再びキー入力あるいはイベントの発生を待つ。ステップＳ５１においてカ
ーソルがＴＶの起動メニュー上にあると判定した場合、ＴＶ視聴可否フラグを参照する（
ステップＳ５２）。
【００３０】
　ＴＶ視聴可否フラグは、ステップＳ２で起動されたタイマーがイベントを発生するたび
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に電池残量をチェックし、ＴＶ視聴可能かどうかの判定を行ってセットされるものである
（図１０参照）。ＴＶ視聴可否フラグがＴＶ視聴不可を示す場合（ステップＳ５３でＮＯ
）、ステップＳ３４あるいはステップＳ４４で記憶したキーコードによって、上向きカー
ソル移動キーが押されていた場合には（ステップＳ５４でＹＥＳ）、ステップＳ３１に処
理を移し、下向きカーソル移動キーが押されていた場合には（ステップＳ５４でＮＯ）、
ステップＳ４１に処理を移す。かかる処理により、電池残量不足のためにＴＶ視聴ができ
ない状態ではカーソル６２１は「５．ディジタルテレビ」の項目上を通過する処理がなさ
れる。ステップＳ５３においてＴＶ視聴が可と判断できた場合、ステップＳ２２に戻って
キー入力あるいはイベントの発生を待つことになる。
【００３１】
　ステップＳ２４で下向きのカーソル移動キーでないと判定した場合、ＯＫキーであるか
を判定する（ステップＳ２５）。ＯＫキーとは、十字キー８２の中央を押したときに発生
するキーコードである。ＯＫキーの場合には、カーソルが位置しているメニュー項目がＴ
Ｖ機動メニューであるかどうかを調べる（ステップＳ６１：図９参照）。メニュー項目が
ＴＶ起動メニューでない場合は、それぞれのメニュー項目に従った機能を実行し（ステッ
プＳ６２）、ステップＳ３に戻る。カーソルが位置している項目がＴＶ起動メニューの場
合は（ステップＳ６１でＹＥＳ）、まずアプリケーションプロセッサ５をアクティブにし
（ステップＳ６３）、アプリケーションプロセッサ５に対してＴＶ視聴機能の開始コマン
ドを通知する（ステップＳ６４）。このコマンドによって、アプリケーションプロセッサ
５はＴＶ視聴の処理を開始することになる。アプリケーションプロセッサ５がＴＶ視聴の
処理を開始したら、キー入力あるいはその他のイベントの発生を待つ（ステップＳ６５）
。そして、それぞれ電源キーの押下、着呼、メールの着信、およびアプリケーションプロ
セッサ５から送られてくるＴＶ視聴終了イベントのいずれであるかを判定する（ステップ
Ｓ６６、ステップＳ６８、ステップＳ７０、ステップＳ７２）。前記のいずれかのイベン
トが発生していたら、ＴＶ視聴の終了処理を行う（ステップＳ６７、ステップＳ６９、ス
テップＳ７１、ステップＳ７３）。ＴＶ視聴の終了処理とは、チューナの電源ＯＦＦ、ア
プリケーションプロセッサ５をスリープモードにすることなどである。終了処理が終了す
ると、それぞれのイベントごとに、電源キーの押下（ステップＳ６６でＹＥＳ）であれば
ステップＳ３に、着呼（ステップＳ６８でＹＥＳ）であればステップＳ９に、メールの着
信（ステップＳ７０でＹＥＳ）であればステップＳ１０に、ＴＶの終了（ステップＳ７２
でＹＥＳ）であればステップＳ２１に処理を移す。ステップＳ６６、ステップＳ６８、ス
テップＳ７０、及びステップＳ７２においてＮＯと判定された場合、電池チェックのイベ
ントかどうかを調べ（ステップＳ７４）、電池チェックであればステップＳ８３に移る。
もし電池チェックのイベントでなければ、入力されたキーコード（あるいはイベント）を
アプリケーションプロセッサ５に渡し（ステップＳ７５）、ステップＳ６５に戻る。
【００３２】
　ステップＳ２５でＯＫキーではないと判定した場合、電源キーまたはＣＬＲキーかどう
かの判定（ステップＳ２６）、着呼かどうかの判定（ステップＳ２７）、メール着信かど
うかの判定（ステップＳ２８）をそれぞれ行う。各ステップで該当すると判定した場合、
電源またはＣＬＲキーが押下された場合（ステップＳ２６でＹＥＳ）はステップＳ３に処
理を移し、着呼の場合（ステップＳ２７でＹＥＳ）はステップＳ９に処理を移し、メール
着信の場合（ステップＳ２８でＹＥＳ）はステップＳ１０に処理を移す。前記何れにも該
当しない場合には、電池チェックイベントかどうかの判定をし（ステップＳ２９）、電池
チェックイベントでなければステップＳ２２に戻って、次のキー入力あるいはイベントの
発生を待つ。電池チェックのイベントであると判断されれば（ステップＳ２９でＹＥＳ）
、ステップＳ８２に移る。
【００３３】
　図１０の処理は、電源チェックのイベントが発生したときの処理である。待ち受け画面
で電源チェックのイベントが発生して当該処理に移行してきた場合であれば、動作モード
を‘１’として記憶する（ステップＳ８１）。メインメニュー画面で電源チェックのイベ
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ステップＳ８２）。ＴＶ視聴機能を起動した後のキー入力またはイベント待ちの状態で電
源チェックのイベントが発生して当該処理に移行してきた場合には、動作モードを‘３’
として記憶する（ステップＳ８３）。いずれの場合も、まず電池残量監視装置１１を参照
して電池７の残容量を調べる（ステップＳ８４）。そして、調べた電池残量に適した電池
残量アイコン６１１を選んで表示する（ステップＳ８５）。
【００３４】
　続いてＴＶ動作が可能なだけ電池残量があるかどうかを判定する（ステップＳ８６）。
もしＴＶの動作が不可と判定されたら（ステップＳ８７でＮＯ）、ＴＶ受信状態アイコン
６１３を電池残量不足表示に変更し（ステップＳ８８：図３（ｄ）参照）、ＴＶ視聴可否
フラグを‘ＮＯ’に設定する（ステップＳ８９）。また動作モードを調べ、動作モードが
‘３’であれば（ステップＳ９０でＹＥＳ）、ＴＶ視聴中に電池残量不足になったので、
ＴＶ視聴の終了処理を行い（ステップＳ９１）、待ち受け画面でのキー入力／イベント待
ちのステップＳ３に処理を戻す。
【００３５】
　前記ステップＳ８７においてＴＶ視聴が可と判断されれば、ＴＶ視聴可否フラグを‘Ｙ
ＥＳ’に設定し（ステップＳ９２）、動作モードに応じて、ステップＳ３、ステップＳ２
２、或いはステップ６５に処理を戻す。
【００３６】
　なお、上記実施形態では、付加機能がＴＶ視聴機能である場合の電池残容量に基づく制
限処理及びメニュー・アイコン変更処理を示したが、付加機能として、記録媒体に基づく
動画再生表示機能、ディジタルカメラ機能、ライト機能、無線ＬＡＮ機能などを備える場
合において、これら機能の全部又は一部において制限処理やメニュー・アイコン変更処理
が行われる構成としてもよいものである。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】この発明の実施形態の携帯型電話装置の構成を示したブロック図である。
【図２】この発明の実施形態の携帯型電話装置の外観を示した説明図である。携帯型受信
端末を示したブロック図である。
【図３】同図（ａ）乃至同図（ｄ）はアイコンの変更表示例を示した説明図である。
【図４】同図（ａ）及び同図（ｄ）はメニューの表示変更例を示した説明図である。
【図５】処理内容を示したフローチャートである。
【図６】処理内容を示したフローチャートである。
【図７】処理内容を示したフローチャートである。
【図８】処理内容を示したフローチャートである。
【図９】処理内容を示したフローチャートである。
【図１０】処理内容を示したフローチャートである。
【符号の説明】
【００３８】
３　　ベースバンドチップ（ＢＢ）
４　　チューナ
５　　アプリケーションプロセッサ（ＡＰＰ）
６　　表示装置
７　　電池
８　　電池残量監視装置
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