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(57)【要約】
【課題】移動通信端末１０の外観とディスプレイ出力画
面とから成る画像情報を生成して保存できるようにする
。
【解決手段】移動通信端末１０に搭載されたキャプチャ
ープログラムが、移動通信端末１０のディスプレイに出
力中のディスプレイ画面データを取り出すステップと、
キャプチャープログラムが、移動通信端末１０の形状が
含まれている機器イメージデータを移動通信端末１０の
記憶装置から読み出すステップと、キャプチャープログ
ラムが、読み出された機器イメージデータと前記ディス
プレイ画面データとを合成して合成データ３０を生成し
た後、移動通信端末１０の記憶装置に書き込むステップ
とを有する。より一層実感あふれるキャプチャーイメー
ジを提供することができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信網の移動局であり、ディスプレイを出力手段として備える移動通信端末（１０
）のディスプレイ出力画面のキャプチャー方法において、
　移動通信端末（１０）に搭載されたキャプチャープログラムが、移動通信端末（１０）
のディスプレイに出力中のディスプレイ画面データ（２１）を取り出すステップと、
　前記キャプチャープログラムが、移動通信端末（１０）の形状が含まれている機器イメ
ージデータ（２２）を移動通信端末（１０）の記憶装置から読み出すステップと、
　前記キャプチャープログラムが、読み出された機器イメージデータ（２２）と前記ディ
スプレイ画面データ（２１）とを合成して合成データ（３０）を生成した後、移動通信端
末（１０）の記憶装置に書き込むステップとを有することを特徴とする移動通信端末の画
面キャプチャー方法。
【請求項２】
　移動通信網の移動局であり、ディスプレイを出力手段として備える移動通信端末（１０
）のディスプレイ出力画面のキャプチャー方法において、
　移動通信端末（１０）に接続されたコンピュータ（４０）に搭載されたキャプチャープ
ログラムが、移動通信端末（１０）のディスプレイに出力中のディスプレイ画面データ（
２１）を取り出すステップと、
　前記キャプチャープログラムが、移動通信端末（１０）の形状が含まれている機器イメ
ージデータ（２２）をコンピュータ（４０）の記憶装置から読み出すステップと、
　前記キャプチャープログラムが、読み出された機器イメージデータ（２２）と前記ディ
スプレイ画面データ（２１）とを合成して合成データ（３０）を生成した後、コンピュー
タ（４０）の記憶装置に書き込むステップとを有することを特徴とする移動通信端末の画
面キャプチャー方法。
【請求項３】
　移動通信網の移動局であり、ディスプレイを出力手段として備える移動通信端末（１０
）のディスプレイ出力画面のキャプチャー方法において、
　移動通信端末（１０）に接続されたコンピュータ（４０）に搭載されたキャプチャープ
ログラムが、移動通信端末（１０）のディスプレイに出力中のディスプレイ画面データ（
２１）を取り出すステップと、
　前記キャプチャープログラムが、コンピュータ（４０）に接続された移動通信端末（１
０）の識別情報をインターネットを介して遠隔地のサーバ（５０）に送信するステップと
、
　前記サーバ（５０）が、受信した識別情報でデータベース（５１）を照会して移動通信
端末（１０）の形状が含まれている機器イメージデータ（２２）を読み出し、前記コンピ
ュータ（４０）に送信するステップと、
　前記コンピュータ（４０）のキャプチャープログラムが、前記機器イメージデータ（２
２）を受信し、前記ディスプレイ画面データ（２１）と合成して合成データ（３０）を生
成した後、コンピュータ（４０）の記憶装置に書き込むステップとを有することを特徴と
する移動通信端末の画面キャプチャー方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信端末１０のディスプレイを介して出力される画面情報、すなわち、
ディスプレイ出力画面を取り出して処理する方法、すなわち、移動通信端末１０のディス
プレイ出力画面を取り出した後、あらかじめ保存されている機器イメージと合成して移動
通信端末１０の外観とディスプレイ出力画面とから成る画像情報を生成して保存できるよ
うにした移動通信端末の画面キャプチャー方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　移動通信技術の発展に伴って、音声通話又はショートメッセージサービス（ＳＭＳ：Ｓ
ｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）に限られていたインターネット通信方式に
おいて、ＷＡＰ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）基盤
通信等の通信規約に基づいて、移動通信網を介するインターネットへの接続が可能になっ
た。また、近年、移動通信網におけるデータ処理速度が飛躍的に高くなり、大容量の制御
演算装置及び記憶装置だけでなく、高解像度のタッチスクリーン等の入出力装置を搭載し
た高機能な移動通信端末１０が普及するのに伴って、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を介するＴＣＰ／ＩＰ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ／Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）基盤通信によるインターネットへ
の接続が可能になった。その結果、高解像度映像処理及び様々なマルチメディアに対応す
る応用プログラムの実行が可能になった。
【０００３】
　いわゆるスマートフォンと呼ばれる移動通信端末１０は、高解像度のタッチスクリーン
及び関連の制御演算装置を採用したことによって、典型的なキーパッドタイプの操作環境
だけでなく、一般的なデスクトップ型のコンピュータに匹敵するグラフィック・ユーザ・
インターフェース（ＧＵＩ：Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を具現化
している。その結果、移動通信端末１０におけるユーザにとっての操作性及び可読性が向
上しただけでなく、従来の移動通信端末に比べて飛躍的に向上した制御演算機能及び記憶
容量に基づいて、各種の作業を行うための応用プログラムの搭載及び実行が可能になった
。
【０００４】
　特に、移動通信網及び無線ＬＡＮを用いた高機能な移動通信端末１０のインターネット
接続が一般化され、ＳＮＳ（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）が
拡大するのに伴って、移動通信端末１０のユーザ間の情報のやり取りが活発に行われるよ
うになり、移動通信端末１０が、通信機器に限られていた従来の機能を超えてマルチメデ
ィア機器又は携帯型コンピュータに発展するのに伴い、移動通信端末１０の機能及び携帯
性に基づいて、インターネットを介して様々な情報を自発的に提供又は送受信するユーザ
が増えている。
【０００５】
　また、移動通信端末１０のハードウェア及びオペレーションシステムの処理容量だけで
なく、操作のしやすさ、機能、ユーザインタフェース等が従来の移動通信端末１０に比べ
て飛躍的に向上し、画面、操作方式等を自由に設定及び変更することによって、移動通信
端末１０がユーザの個性を表現する手段として活用されることもある。
【０００６】
　このように、従来の単なる通信機器を超えて携帯型コンピュータに発展した移動通信端
末１０によって、時間及び空間の制約がないインターネット接続が可能になっただけでな
く、文字、映像及び音声を網羅するあらゆる類型の情報のやり取りを行うことができるよ
うになった。特に、ブログ、ＳＮＳ等の個人的なインターネット情報のやり取りが活発に
行われることに伴い、業務上で活用するだけでなく、日常生活の全般にわたって移動通信
端末１０の活用度が高まりつつある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前述されたように、移動通信端末１０が単なる通信機器を超えてユーザの個性を表現す
る手段として活用されるが、個性あふれる画面及び操作環境を構築し、これをブログ、Ｓ
ＮＳ等を介して掲示したり、移動通信端末１０の機能又は移動通信端末１０に搭載された
応用プログラムの使用例をインターネットを介して公開したりするユーザが増えている。
【０００８】
　このようなブログ、ＳＮＳ等に関わる移動通信端末１０の活用例として、移動通信端末
１０のディスプレイ出力画面を取り出して、ブログ又はＳＮＳを介して掲示したり、ＳＮ
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Ｓのプロフィールイメージとして設定したりすることが考えられる。
【０００９】
　すなわち、移動通信端末１０の使用法、移動通信端末１０に搭載された応用プログラム
の使用法等を説明する掲示物をブログに掲示するに当たり、移動通信端末１０のディスプ
レイ画面を取り出して掲示物に埋め込んだり、ユニークな移動通信端末１０の背景画面等
を取り出してＳＮＳ上の掲示物の作成者を識別するためのプロフィールイメージとして活
用したりすることが考えられる。
【００１０】
　移動通信端末１０のディスプレイ出力画面を取り出す方式は、図１の上図に示されるよ
うに、移動通信端末１０のオペレーションシステムに内蔵された機能を利用して、移動通
信端末１０のボタンを操作して取り出す方式と、図１の下図に示されるように、応用プロ
グラムを別途実行し、タッチスクリーン上に設けられた操作領域をタッチして取り出す方
式とに大別できるが、詳細な操作方式において相違点があるだけであり、各方式は、オペ
レーションシステムにモジュール化されるか、又は応用プログラムの形で搭載されたキャ
プチャープログラムによって行われるかの差はあるが、取り出した画像情報が移動通信端
末１０の記憶装置に書き込まれるという点においては、特に相違点はないといえる。
【００１１】
　オペレーションシステムによる方式、応用プログラムによる方式等に関わらず、従来の
キャプチャープログラムは、図１に示されるように、移動通信端末１０のディスプレイを
介して出力されるディスプレイ画面データ２１を取り出すものであり、ディスプレイ画面
データ２１とディスプレイ以外の移動通信端末１０の外観イメージデータとを合成するよ
うになっていない。
【００１２】
　このため、ブログ、ＳＮＳ等を介して移動通信端末１０のディスプレイ出力画面を掲示
するに当たり、取り出されたディスプレイ画面データ２１だけでは、移動通信端末１０の
機種を確認することができないだけでなく、撮影された他のイメージと差別化することが
できず、事実上の表現に限界があるので、掲示されたディスプレイ画面データ２１を閲覧
したときに、移動通信端末１０のディスプレイ出力画面のキャプチャーイメージであるこ
とを認識することができないという問題があった。
【００１３】
　また、情報通信機器への関心及び新製品の選好度が高い移動通信端末１０のユーザは、
ＳＮＳのプロフィールイメージに自分の移動通信端末１０のディスプレイ出力画面のキャ
プチャーイメージを載せることがあるが、その場合、取り出されたディスプレイ画面デー
タ２１だけでは、移動通信端末１０の機種を確認することができないだけでなく、ユーザ
の様々なニーズに応えられないという深刻な問題があった。
【００１４】
  本発明は、上述した問題点に鑑みてなされたものであり、キャプチャープログラムが移
動通信端末１０のディスプレイ画面データ２１を取り出すに当たり、あらかじめ取得した
移動通信端末１０の機器イメージデータ２２をディスプレイ画面データ２１の取り出し直
後に合成して、移動通信端末１０の外観を含む合成データ３０をリアルタイムに生成して
保存することができるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、移動通信網の移動局であり、ディスプレイを出力手段として備える移動通信
端末１０のディスプレイ出力画面のキャプチャー方法において、移動通信端末１０に搭載
されたキャプチャープログラムが、移動通信端末１０のディスプレイに出力中のディスプ
レイ画面データ２１を取り出すステップと、前記キャプチャープログラムが、移動通信端
末１０の形状が含まれている機器イメージデータ２２を移動通信端末１０の記憶装置から
読み出すステップと、前記キャプチャープログラムが、読み出された機器イメージデータ
２２と前記ディスプレイ画面データ２１とを合成して合成データ３０を生成した後、移動
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通信端末１０の記憶装置に書き込むステップとを有することを特徴とする移動通信端末の
画面キャプチャー方法である。
【００１６】
　また、本発明は、移動通信端末１０に接続されたコンピュータ４０に搭載されたキャプ
チャープログラムが、移動通信端末１０のディスプレイに出力中のディスプレイ画面デー
タ２１を取り出すステップと、前記キャプチャープログラムが、移動通信端末１０の形状
が含まれている機器イメージデータ２２をコンピュータ４０の記憶装置から読み出すステ
ップと、前記キャプチャープログラムが、読み出された機器イメージデータ２２と前記デ
ィスプレイ画面データ２１とを合成して合成データ３０を生成した後、コンピュータ４０
の記憶装置に書き込むステップとを有することを特徴とする移動通信端末の画面キャプチ
ャー方法であり、移動通信端末１０に接続されたコンピュータ４０に搭載されたキャプチ
ャープログラムが、移動通信端末１０のディスプレイに出力中のディスプレイ画面データ
２１を取り出すステップと、前記キャプチャープログラムが、コンピュータ４０に接続さ
れた移動通信端末１０の識別情報をインターネットを介して遠隔地のサーバー５０に送信
するステップと、前記サーバ５０が、受信した識別情報でデータベース５１を照会して移
動通信端末１０の形状が含まれている機器イメージデータ２２を読み出し、前記コンピュ
ータ４０に送信するステップと、前記コンピュータ４０のキャプチャープログラムが、前
記機器イメージデータ２２を受信し、前記ディスプレイ画面データ２１と合成して合成デ
ータ３０を生成した後、コンピュータ４０の記憶装置に書き込むステップとを有すること
を特徴とする移動通信端末の画面キャプチャー方法である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、移動通信端末１０のディスプレイ出力画面を取り出すに当たり、ディ
スプレイ出力画面と移動通信端末１０の外観とが合成されたキャプチャーイメージをリア
ルタイムに生成して保存することによって、より一層実感あふれるキャプチャーイメージ
を提供することができるだけでなく、キャプチャーイメージの活用度を高くすることがで
き、これにより、移動通信端末１０のユーザにとっての操作性を確保することができると
ともに、キャプチャーイメージの主な需要先であるブログ、ＳＮＳ等のインターネットサ
ービスの利用者層を拡大し、関連市場を活性化させるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】従来の画面キャプチャー状態の例を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態における画面キャプチャー状態の例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態における合成データ生成方式を説明するための図である。
【図４】本発明の実施の形態における機器別の画面キャプチャー状態の例を示す図である
。
【図５】本発明の実施の形態における動画像出力画面キャプチャー状態の例を示す図であ
る。
【図６】コンピュータによって行われる本発明の実施の形態における画面キャプチャー方
法を説明するための図である。
【図７】コンピュータ及びサーバによって行われる本発明の実施の形態における画面キャ
プチャー方法を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２０】
　図２は、本発明の実施の形態における画面キャプチャー状態の例を示す図であり、図に
示されるように、本発明により生成される合成データ３０、すなわち、最終結果物として
の画像情報には、移動通信端末１０のディスプレイを介して出力されるディスプレイ画面
データ２１のほかに、移動通信端末１０の機器イメージデータ２２が含まれ、実際の移動
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通信端末１０と同じ視覚情報が提供される。
【００２１】
　そして、合成データ３０の生成及び保存は、移動通信端末１０に搭載されたキャプチャ
ープログラムによって行われ、その遂行過程は、以下のとおり、逐次的な要素で構成され
る。
【００２２】
　まず、移動通信端末１０のオペレーションシステムにモジュール化されるか、又は応用
プログラムの形で搭載されたキャプチャープログラムは、移動通信端末１０のディスプレ
イに出力中のディスプレイ画面データ２１を取り出す。
【００２３】
　次に、キャプチャープログラムは、移動通信端末１０の形状が含まれている機器イメー
ジデータ２２を移動通信端末１０の記憶装置から読み出し、図３に示されるように、読み
出された機器イメージデータ２２と取り出されたディスプレイ画面データ２１とを合成し
て合成データ３０を生成し、移動通信端末１０の記憶装置に書き込む。
【００２４】
　このような過程を経て生成及び保存される合成データ３０は、図４に示されるように、
移動通信端末１０の外観がそのまま反映され、より一層実感あふれるキャプチャーイメー
ジを提供することになる。
【００２５】
　最終的に生成された合成データ３０は、イメージファイルの形式で移動通信端末１０の
記憶装置に保存されるので、他のイメージファイルと同様に、自由な伝送、閲覧及び編集
が可能であり、前述された過程は、静止されたイメージだけでなく、図５に示されるよう
な、移動通信端末１０のディスプレイを介して出力される動画像、ユーザの操作又は応用
プログラムの実行過程で変化するディスプレイ出力画面等に対して適用することができ、
静止されたイメージではない場合に、合成データ３０は動画像ファイルの形式で保存され
る。
【００２６】
　なお、本発明のキャプチャープログラムは、移動通信端末１０に搭載されるだけでなく
、図６に示されるように、移動通信端末１０に接続されたコンピュータ４０に搭載される
ことがあり、その場合、キャプチャープログラムは、移動通信端末１０の製造メーカ又は
移動通信端末１０のオペレーションシステムの製作会社によって配信される移動通信端末
１０の制御プログラムにモジュール化されるか、又は別の応用プログラムとしてコンピュ
ータ４０に搭載されて、実行される。
【００２７】
　コンピュータ４０に搭載されたキャプチャープログラムによる実施の形態は、以下のと
おりである。
【００２８】
　まず、移動通信端末１０に接続されたコンピュータ４０に搭載されたキャプチャープロ
グラムは、移動通信端末１０のディスプレイに出力中のディスプレイ画面データ２１を取
り出す。この場合、移動通信端末１０とコンピュータ４０との接続には、有線又は無線の
ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、ブルートゥース、無線ＬＡＮ等
の種々の方式が採用可能である。
【００２９】
　コンピュータ４０に搭載されたキャプチャープログラムが、移動通信端末１０の制御プ
ログラムとは別の応用プログラムである場合、及び移動通信端末１０の制御プログラムに
モジュール化されている場合、コンピュータ４０と移動通信端末１０とが接続される、す
なわち、通信路が開設されると、コンピュータ４０に搭載されたキャプチャープログラム
によって、移動通信端末１０の識別情報が読み出されるが、該識別情報は、続行される処
理に応じて範囲が調整される。本実施の形態において、識別情報には、移動通信端末１０
の型番、通し番号、電話番号等の加入者情報が含まれる。
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【００３０】
　なお、本発明は、移動通信端末１０のキャプチャーイメージを提供するに当たり、ディ
スプレイ画面データ２１と機器イメージデータ２２とを合成することに着目したものであ
るので、前記識別情報が移動通信端末１０の型番だけであっても基本的な実施が可能であ
る。
【００３１】
　ブルートゥース、無線ＬＡＮ等の無線網を介する接続の場合、通信路開設の前提条件と
して識別情報が設定されている必要があるので、キャプチャープログラムは移動通信端末
１０の識別情報を読み出すことができる。例えば、現在、コンピュータ４０と移動通信端
末１０との接続方式の主流であるＵＳＢを介する接続においては、コンピュータ４０、す
なわち、ホストと、移動通信端末１０、すなわち、デバイスとが接続された直後に、製造
メーカ情報、製品情報、対応するＵＳＢのバージョン、パケットサイズ等が収録されたデ
バイスディスクリプタが自動的に読み出されるように標準化されているので、キャプチャ
ープログラムは、移動通信端末１０の識別情報を容易に読み出すことができる。
【００３２】
　ディスプレイ画面データ２１の取出しが完了すると、キャプチャープログラムは、移動
通信端末１０の形状が含まれている機器イメージデータ２２をコンピュータ４０の記憶装
置から読み出す。キャプチャープログラムが移動通信端末１０の制御プログラムにモジュ
ール化されている場合にも、一般に、種々の移動通信端末１０が共通の制御プログラムを
利用するようになっているので、キャプチャープログラム内に移動通信端末ごとの機器イ
メージデータ２２を備える。したがって、キャプチャープログラムは、移動通信端末１０
の識別情報を用いて機器イメージデータ２２を検索して読み出すことができる。
【００３３】
　コンピュータ４０に接続された移動通信端末１０に対応する機器イメージデータ２２の
読出しが完了すると、キャプチャープログラムは、機器イメージデータ２２と前記ディス
プレイ画面データ２１とを合成して合成データ３０を生成し、コンピュータ４０の記憶装
置に書き込み、図６に示されるように、実際の移動通信端末１０と同じ合成データ３０が
コンピュータ４０を介してリアルタイムに出力される。
【００３４】
　また、図７においては、コンピュータ４０に搭載されたキャプチャープログラムは、機
器イメージデータ２２を、遠隔地に構築されたサーバ５０、及び複数の移動通信端末ごと
の機器イメージデータ２２が収録されたデータベース５１から受信するようになっている
。そして、前記キャプチャープログラムは、コンピュータ４０に接続された移動通信端末
１０のディスプレイに出力中のディスプレイ画面データ２１を取り出した後、移動通信端
末１０の識別情報をインターネットを介して遠隔地のサーバ５０に送信すると、サーバ５
０は、受信した識別情報でデータベース５１を照会して移動通信端末１０の形状が含まれ
ている機器イメージデータ２２を読み出して前記コンピュータ４０に送信する。続いて、
キャプチャープログラムは、前記機器イメージデータ２２を受信し、ディスプレイ画面デ
ータ２１と合成して合成データ３０を生成し、コンピュータ４０の記憶装置に書き込む。
【００３５】
　このように、遠隔地サーバ５０及びデータベース５１を使用することによって、新製品
が次々に発売される移動通信端末１０に対して、効率よく、かつ、速やかに対処すること
ができる。
【００３６】
　なお、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種
々変形させることが可能であり、それらを本発明の範囲から排除するものではない。
【符号の説明】
【００３７】
１０　　移動通信端末
２１　　ディスプレイ画面データ
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２２　　機器イメージデータ
３０　　合成データ
４０　　コンピュータ
５０　　サーバ
５１　　データベース

【図１】 【図２】
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