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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチメディアデータを取得するためのデバイスと通信機能とを有する通信端末におい
て、
　前記デバイスを使用することにより取得したマルチメディアデータと、前記通信機能に
よりネットワーク上からダウンロードしたマルチメディアデータとを記憶する記憶手段と
、
　マルチメディアデータの合成を指示する合成指示手段と、
　この合成指示手段によって合成指示を検出すると、前記記憶手段より合成対象となる複
数のマルチメディアデータを読み出して合成出力する合成出力手段と、
　この合成出力手段によって合成出力された複数のマルチメディアデータに前記ネットワ
ーク上からダウンロードしたマルチメディアデータが含まれているか否かを判断する第１
の判断手段と、
　この第１の判断手段によって前記合成出力されたマルチメディアデータにダウンロード
されたものが含まれていると判断されると、この合成出力されたマルチメディアデータそ
のものを記憶させることなく、合成対象となった複数のマルチメディアデータの格納アド
レスを関連付けて前記記憶手段に記憶させる第１の記憶制御手段と、
　前記第１の判断手段によって前記合成出力されたマルチメディアデータにダウンロード
されたものが含まれていないと判断すると、合成対象となった複数のマルチメディアデー
タの格納アドレスを関連付けて記憶させることなく、前記合成出力されたマルチメディア
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データそのものを前記記憶手段に記憶させる第２の記憶制御手段と、
　前記合成出力手段によって合成出力されたマルチメディアデータを当該通信端末外部へ
の送信を指示する送信指示手段と、
　この送信指示手段によって前記合成出力されたマルチメディアデータの送信が指示され
たとき、この合成出力されたマルチメディアデータが、前記第１の記憶制御手段によって
記憶されたものか否かを判断する第２の判断手段と、
　この第２の判断手段により前記第１の記憶制御手段により記憶されたものと判断される
と、前記合成出力されたマルチメディアデータの送信を禁止する禁止手段と、
　を具備することを特徴とする通信端末。
【請求項２】
　前記ネットワーク上からダウンロードしたマルチメディアデータに含まれる著作権情報
を検出する検出手段を更に具備し、
　前記第１の判断手段は、この検出手段による検出結果に基づいて、前記合成出力手段に
よって合成出力された複数のマルチメディアデータに前記ネットワーク上からダウンロー
ドしたマルチメディアデータが含まれているか否かを判断することを特徴とする請求項１
に記載の通信端末。
【請求項３】
　前記通信機能による当該通信端末への着信を通知する着信通知手段を更に具備し、
　前記第１の記憶制御手段、又は、前記第２の記憶制御手段によって記憶されたマルチメ
ディアデータは、この着信通知手段による通知の際に出力されることを特徴とする請求項
１又は２に記載の通信端末。
【請求項４】
　前記マルチメディアデータを取得するためのデバイスは撮像手段を含み、
　前記マルチメディアデータは、この撮像手段によって撮影された静止画データ又は動画
データを含むことを特徴とする請求項１乃至３の何れかに記載の通信端末。
【請求項５】
　前記合成出力手段によって合成出力されたマルチメディアデータは前記撮像手段により
撮像された動画データを含み、且つ、前記第１の判断手段によってこの合成出力されたマ
ルチメディアデータにダウンロードされたものが含まれていないと判断すると、前記第２
の記憶制御手段はこの合成出力されたマルチメディアデータを動画データとして前記記憶
手段に記憶させることを特徴とする請求項４に記載の通信端末。
【請求項６】
　前記マルチメディアデータを取得するためのデバイスは録音手段を含み、
　前記マルチメディアデータは、この録音手段によって録音された音声データであること
を特徴とする請求項１乃至５の何れかに記載の通信端末。
【請求項７】
　マルチメディアデータを取得するためのデバイスと通信部とを有する通信端末が有する
コンピュータを、
　前記デバイスを使用することにより取得したマルチメディアデータと、前記通信部によ
ってネットワーク上からダウンロードしたマルチメディアデータとを記憶部に記憶させる
第１の記憶手段、
　マルチメディアデータの合成の指示を検出する合成指示検出手段、
　この合成指示検出手段によって合成の指示を検出すると、前記記憶部より合成対象とな
る複数のマルチメディアデータを読み出して合成出力させる合成出力制御手段、
　この合成出力制御手段によって合成出力された複数のマルチメディアデータに前記ネッ
トワーク上からダウンロードしたマルチメディアデータが含まれているか否かを判断する
第１の判断手段、
　この第１の判断手段によって前記合成出力されたマルチメディアデータにダウンロード
されたものが含まれていると判断されると、この合成出力されたマルチメディアデータそ
のものを記憶させることなく、合成対象となった複数のマルチメディアデータの格納アド
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レスを関連付けて前記記憶部に記憶させる第２の記憶制御手段、
　前記第１の判断手段によって前記合成出力されたマルチメディアデータにダウンロード
されたものが含まれていないと判断すると、合成対象となった複数のマルチメディアデー
タの格納アドレスを関連付けて記憶させることなく、前記合成出力されたマルチメディア
データそのものを前記記憶部に記憶させる第３の記憶制御手段、
　前記合成出力制御手段によって合成出力されたマルチメディアデータを当該通信端末外
部への送信の指示を検出する送信指示検出手段、
　この送信指示検出手段によって前記合成出力されたマルチメディアデータの送信が指示
されたとき、この合成出力されたマルチメディアデータが、前記第１の記憶制御手段によ
って記憶されたものか否かを判断する第２の判断手段、
　この第２の判断手段により前記第２の記憶制御手段により記憶されたものと判断される
と、前記合成出力されたマルチメディアデータの送信を禁止する禁止手段、
として機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マルチメディアデータを取得するためのデバイスと通信機能とを有する通信
端末、及び、プログラムに係り、特に撮影画像とダウンロード画像を合成する機能を有す
るものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の携帯電話機（携帯無線端末の一種）には、デジタルカメラが内蔵されているもの
があり、この内蔵されたカメラ機能を用いて撮影したデータをメールに添付して送信した
り、また、そのデータを受信して表示することが出来るようになっている（例えば、特許
文献１参照）。
【０００３】
　更に撮影したデータは加工できる一方、コンテンツプロバイダよりダウンロードした動
画、アニメーション、音声（メロディ）等、各種マルチメディアデータと同様に、着信画
像として自由に設定できる機能を備えたものも存在する（例えば、特許文献２参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１６５１９５号公報（第５頁、図４）
【特許文献２】特開２００２－１４０６１８号公報（第７頁、図４）
【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、上記ダウンロードしたデータには、複製や加工を禁止しているものが多
く、データに著作権保護付き情報を事前に付加されるが、一般ユーザはそれらを認識する
機会が少なく、撮影画像を自由に合成加工しようとする場合、制限されたり、禁止された
りするケースも多い。
【０００６】
　また、上記のような撮影機能付の携帯電話機で撮影した画像と、別途、ダウンロードし
て得た著作権付の画像を合成して表示することができるが、この合成画像を送信すること
はできないようになっているので、合成画像を一旦携帯電話機内に保持した後、電子メー
ルで送信しようとした時、合成画像が表示されず、送信できないことになる。その際、一
般のユーザは合成画像がなぜ表示されず、送信できないのかを理解できないこともあり、
このような場合は操作に手間取り、携帯電話機の使い勝手が非常に悪いという問題があっ
た。
【０００７】
　本発明は、上述の如き従来の課題を解決するためになされたもので、その目的は、合成
出力されたマルチメディアデータにネットワークよりダウンロードされた、例えば著作権
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情報により保護されているデータがあった場合、送信できない旨を知らせることができる
通信端末、及び、プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的達成のため、請求項１の発明は、マルチメディアデータを取得するためのデバ
イスと通信機能とを有する通信端末において、前記デバイスを使用することにより取得し
たマルチメディアデータと、前記通信機能によりネットワーク上からダウンロードしたマ
ルチメディアデータとを記憶する記憶手段と、マルチメディアデータの合成を指示する合
成指示手段と、この合成指示手段によって合成指示を検出すると、前記記憶手段より合成
対象となる複数のマルチメディアデータを読み出して合成出力する合成出力手段と、この
合成出力手段によって合成出力された複数のマルチメディアデータに前記ネットワーク上
からダウンロードしたマルチメディアデータが含まれているか否かを判断する第１の判断
手段と、この第１の判断手段によって前記合成出力されたマルチメディアデータにダウン
ロードされたものが含まれていると判断されると、この合成出力されたマルチメディアデ
ータそのものを記憶させることなく、合成対象となった複数のマルチメディアデータの格
納アドレスを関連付けて前記記憶手段に記憶させる第１の記憶制御手段と、前記第１の判
断手段によって前記合成出力されたマルチメディアデータにダウンロードされたものが含
まれていないと判断すると、合成対象となった複数のマルチメディアデータの格納アドレ
スを関連付けて記憶させることなく、前記合成出力されたマルチメディアデータそのもの
を前記記憶手段に記憶させる第２の記憶制御手段と、前記合成出力手段によって合成出力
されたマルチメディアデータを当該通信端末外部への送信を指示する送信指示手段と、こ
の送信指示手段によって前記合成出力されたマルチメディアデータの送信が指示されたと
き、この合成出力されたマルチメディアデータが、前記第１の記憶制御手段によって記憶
されたものか否かを判断する第２の判断手段と、この第２の判断手段により前記第１の記
憶制御手段により記憶されたものと判断されると、前記合成出力されたマルチメディアデ
ータの送信を禁止する禁止手段と、を具備することを特徴とする。
【０００９】
　また、上記目的達成のため、請求項２の発明は、前記請求項１において、前記ネットワ
ーク上からダウンロードしたマルチメディアデータに含まれる著作権情報を検出する検出
手段を更に具備し、前記第１の判断手段は、この検出手段による検出結果に基づいて、前
記合成出力手段によって合成出力された複数のマルチメディアデータに前記ネットワーク
上からダウンロードしたマルチメディアデータが含まれているか否かを判断することを特
徴とする。
【００１０】
　また、上記目的達成のため、請求項３の発明は、前記請求項１又は２において、前記通
信機能による当該通信端末への着信を通知する着信通知手段を更に具備し、前記第１の記
憶制御手段、又は、前記第２の記憶制御手段によって記憶されたマルチメディアデータは
、この着信通知手段による通知の際に出力されることを特徴とする。
【００１１】
　また、上記目的達成のため、請求項４の発明は、前記請求項１乃至３の何れかにおいて
、前記マルチメディアデータを取得するためのデバイスは撮像手段を含み、前記マルチメ
ディアデータは、この撮像手段によって撮影された静止画データ又は動画データを含むこ
とを特徴とする。
【００１２】
　また、上記目的達成のため、請求項５の発明は、前記請求項４において、前記合成出力
手段によって合成出力されたマルチメディアデータは前記撮像手段により撮像された動画
データを含み、且つ、前記第１の判断手段によってこの合成出力されたマルチメディアデ
ータにダウンロードされたものが含まれていないと判断すると、前記第２の記憶制御手段
はこの合成出力されたマルチメディアデータを動画データとして前記記憶手段に記憶させ
ることを特徴とする。
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【００１３】
　また、上記目的達成のため、請求項６の発明は、前記請求項１乃至５の何れかにおいて
、前記マルチメディアデータを取得するためのデバイスは録音手段を含み、前記マルチメ
ディアデータは、この録音手段によって録音された音声データであることを特徴とする。
【００１４】
　また、上記目的達成のため、請求項７の発明は、マルチメディアデータを取得するため
のデバイスと通信部とを有する通信端末が有するコンピュータを、前記デバイスを使用す
ることにより取得したマルチメディアデータと、前記通信部によってネットワーク上から
ダウンロードしたマルチメディアデータとを記憶部に記憶させる第１の記憶手段、マルチ
メディアデータの合成の指示を検出する合成指示検出手段、この合成指示検出手段によっ
て合成の指示を検出すると、前記記憶部より合成対象となる複数のマルチメディアデータ
を読み出して合成出力させる合成出力制御手段、この合成出力制御手段によって合成出力
された複数のマルチメディアデータに前記ネットワーク上からダウンロードしたマルチメ
ディアデータが含まれているか否かを判断する第１の判断手段、この第１の判断手段によ
って前記合成出力されたマルチメディアデータにダウンロードされたものが含まれている
と判断されると、この合成出力されたマルチメディアデータそのものを記憶させることな
く、合成対象となった複数のマルチメディアデータの格納アドレスを関連付けて前記記憶
部に記憶させる第２の記憶制御手段、前記第１の判断手段によって前記合成出力されたマ
ルチメディアデータにダウンロードされたものが含まれていないと判断すると、合成対象
となった複数のマルチメディアデータの格納アドレスを関連付けて記憶させることなく、
前記合成出力されたマルチメディアデータそのものを前記記憶部に記憶させる第３の記憶
制御手段、前記合成出力制御手段によって合成出力されたマルチメディアデータを当該通
信端末外部への送信の指示を検出する送信指示検出手段、この送信指示検出手段によって
前記合成出力されたマルチメディアデータの送信が指示されたとき、この合成出力された
マルチメディアデータが、前記第１の記憶制御手段によって記憶されたものか否かを判断
する第２の判断手段、この第２の判断手段により前記第２の記憶制御手段により記憶され
たものと判断されると、前記合成出力されたマルチメディアデータの送信を禁止する禁止
手段、として機能させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、合成出力されたマルチメディアデータにネットワークよりダウンロー
ドされた、例えば著作権情報により保護されているデータがあった場合、送信できない旨
を知らせることができ、ユーザの使い勝手を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
（実施例１）
　以下、本発明の実施例１として、第１の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１は
、本発明の実施の形態に係る二つ折り可能な携帯無線端末を開いた状態の外観例を示し、
図１（ａ）がその平面図で、図１（ｂ）がその背面図である。
【００３１】
　携帯電話機１はカメラ付きであり、静止画（Ｊｐｅｇ圧縮）及び動画（ｍｐｅｇ圧縮）
撮影が可能で、蓋部と本体部からなる二つ折り構造を有している。この携帯電話機１には
、伸縮自在のアンテナ１１が蓋部の背面に、音声出力を行うスピーカ１２が蓋部の前面側
に、１２０ドット（幅）×１６０ドット（高さ）のカラー液晶で、写真付きメールの写真
（写真）と本文とを同時に表示可能なメイン表示部１３が蓋部の前面側に設けられている
。
【００３２】
　キー操作部１４は、本体部の前面に設けられており、各種機能キー（メールキー１４１
、アドレスキー１４２、シャッターキー１４３）、テンキー１４４などからなる。
【００３３】
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　メールキー１４１は、メール機能を起動し、メールメニューを表示するためのものであ
る。アドレスキー１４２は、送信先のメールアドレスを選択する際に用いるアドレス帳を
開くためのものである。
【００３４】
　シャッターキー１４３は搭載されているシャッターを切るためのものである。テンキー
１４４は、電話番号や文字の入力の際に使用するものである。音声入力を行なうマイク１
５は、本体部の下部に設けられている。
【００３５】
　サブ表示部１６と透明又は半透明部材で出来た背面キー１７が蓋部の背面に設けられ、
背面キー１７は着信の際に発光するＬＥＤ（１７１）を内蔵している。また、撮影レンズ
１８が蓋部の背面で上記サブ表示部１６の下部に設けられ、着信などを報知する報知スピ
ーカ１９が蓋部を本体部に閉じた状態でも報知音が聞こえるように、本体部の背面下部に
設けられている。
【００３６】
　図２は図１に示した携帯電話機１の回路構成例を示したブロック図である。携帯電話機
１は、無線によりアンテナ１１を介して音声やデータ（メールデータ）を送受及び変調／
復調する無線送受信部２０、無線送受信部２０で受信した音声やデータ（メールデータ）
を復調し、或いは無線送受信部２０へ送信するための音声やデータを変調するなどの無線
通信に必要な処理をする無線信号処理部２１、各種動作及び全体の動作を制御する制御部
２２、撮影モジュール（撮影レンズ１８、書換可能なフラッシュＲＯＭ（不図示）で構成
）１８１及びＤＳＰ１８２で撮影された画像等を圧縮符号化する画像圧縮符号化処理部２
３、後述の各種プログラムを格納するフラッシュＲＯＭ２４、表示部１３を駆動するドラ
イバ２５、サブ表示部１６を駆動するドライバ２６、本携帯電話機１を呼び出すための電
話番号や操作者（加入者）のＩＤ等のプロフィールデータを格納する加入者情報記憶部２
７、制御部２２を制御する各種プログラムなどを格納するシステムＲＯＭ２８、携帯無線
端末として必要な各種データを記億し且つ制御部２２が動作する上で必要なデータを格納
すると共に撮像部（撮像レンズ１８、撮像モジュール１８１、ＤＳＰ１８２）で撮像され
、ＲＯＭ２４の画像処理プログラム領域に格納されたプログラムにより圧縮符号化された
画像ファイルや、ＷＷＷ（World Wide Web）を介してダウンロードした画像ファイルを格
納するＲＡＭ２９、ＣＣＤ若しくはＣＭＯＳで構成されてカラー画像を取り込む撮影モジ
ュール１８１、撮影モジュール１８１に取り込まれた画像を符号化処理するＤＳＰ１８２
、報知スピーカ１９、バイブレータ１９１、ＬＥＤ１７１を駆動するドライバ１９２、マ
イク１５から入力された音声信号を符号化処理したり、無線信号処理部２１から出力され
た信号に基づいて復号化してスピーカ１２を駆動させて音声を出力する音声信号処理部２
００を有している。
【００３７】
　ここで、上記した画像圧縮符号化処理部２３は、撮像部（撮影レンズ１８、撮影モジュ
ール１８１、ＤＳＰ１８２）で撮影されデジタル符号化された静止画、動画及び後述のカ
メラモードでの着信画像作成の際に合成された表示画像（静止画、動画）をキャプチャー
したものを、静止画であればＪＰＥＧ形式に圧縮符号化し、動画であればＭＰＥＧ－４形
式互換のａｍｃ形式にエンコードする回路部であり、また、不図示のシステムよりネット
ワーク上から画像データをダウンロードしたり、受信したメールに添付された静止画像フ
ァイル（ＪＰＥＧ（ＪＰＧ）形式、ＢＭＰ形式、ＰＮＧ形式、ＧＩＦ形式）や動画ファイ
ル（ＭＰＥＧ（ＡＭＣ）ＡＳＦ）形式、ＧＩＦアニメーション形式）をデコードする機能
も備えている。尚、撮像部にて撮影された静止画においては、ＪＰＥＧ形式にエンコード
する際、ＤＣＦ規格若しくはＥｘｉｆ規格に基づいてサムネイル画像や、撮影条件などの
コントロールタグを設定してファイル化する。
【００３８】
　図３は上記したＲＡＭ２９のメモリエリア構成を示した模式図である。ＲＡＭ２９はデ
ータフォルダ管理テーブル２９０のエリア、データフォルダ２９１のエリア、着信設定テ
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ーブル２９２のエリア、アドレス帳テーブル２９３のエリア、その他のデータメモリ２９
４のエリアに区画されている。
【００３９】
　ここで、上記したデータフォルダ管理テーブル２９０のテーブル構成は図４に示すとお
りである。実際の実データはデータフォルダ２９１に格納されているが、それらを管理す
るデータフォルダ管理テーブル２９０はレコードＮｏ．毎に、ファイル名、データサイズ
、フォルダ属性、フォルダ名称、ファイル属性、著作権フラグを書き込むようになってお
り、これで１レコードが形成されている。
【００４０】
　ここでいうフォルダ属性とは、各データを分類管理するために設けられるものであり、
表示画面上では、フォルダ単位でデータフォルダに格納されているデータが表示されるが
、記録のされかたとしては、どのようなファイルでも記録順に雑多に記録されている。尚
、フォルダ名称は、表示画面上で表示されるフォルダの名前である。
【００４１】
　ファイル属性とは、データフォルダに格納されているデータそのものの属性を表してい
る。動画は、ＭＰＥＧ形式互換のＡＭＣ形式ファイルで符号化圧縮されたデータ（音声有
り／無し関係無く）、携帯電話機１で撮影された動画ファイルのことである。音無し、音
のみが付いている場合でも、ＭＰＥＧ形式に符号化された場合、同じフォルダ「ムービー
」として扱う。またＧＩＦ形式のアニメーションファイル（図４のレコードＮｏ．０１５
参照）や、ＰＭＤ形式ファイル（携帯電話機のフォーマットに特化した音声付アニメーシ
ョンファイル（図４のレコードＮｏ．０１４参照）もこの属性に含むことにする。
【００４２】
　静止画は、（ＪＰＥＧ（ＪＰＧ）形式、ＢＭＰ形式、ＰＮＧ形式、ＧＩＦ形式）の静止
画ファイル、携帯電話機１で撮影された静止画ファイルが含まれる。音声は携帯電話機１
で録音された音声ファイル（ＱＣＰ形式Ｎｏ．００３参照）や、ＰＭＤ形式ファイル（携
帯電話機のフォーマットに特化した音声付アニメーションファイル（アニメーション無し
の場合）（図４のレコードＮｏ．００７～００８参照）、ＭＭＦ形式ファイル（携帯電話
機のフォーマットに特化したメロディファイル（図４のレコードＮｏ．００９～０１０参
照）がこの属性に含まれる。
【００４３】
　着信設定テーブル２９２とは、外部からの自機宛ての着呼要求信号を受信した際に、ど
のような報知（画面表示と音声（メロディ）出力）を行うかを設定したテーブルであり、
詳細には、図５に示すように上述のデータフォルダ管理テーブル２９０のレコードＮｏ．
が格納される。
【００４４】
　この時、格納されたレコードＮｏ．に対応するデータのファイル属性が動画の場合、着
呼要求信号受信時にこのファイルを開き、表示部１３に動画表示をした後、この動画ファ
イルに音声が含まれていれば、音声を出力する。音声が含まれていない場合は、デフォル
トで設定された報知音を出力する。
【００４５】
　また、格納されたレコードＮｏ．に対応するデータのファイル属性が静止画の場合は、
着呼要求信号受信時にこのファイルを開き、表示部１３に静止画表示をした後、着信設定
テーブル２９２においてこの静止画ファイルに対応するレコードＮｏ．にファイル属性が
「音声」のファイルのレコードＮｏ．があれば、そのレコードＮｏ．に対応する音声を出
力する。無い場合はデフォルトで設定された報知音を出力する。
【００４６】
　図５は上記した着信設定テーブル２９２の内容例を示した図である。この図５における
発信者番号フラグとは、着呼要求信号に発信者の電話番号が含まれ、この電話番号とＲＡ
Ｍ２９のアドレス帳テーブル２９３に格納されている電話番号とが同一の場合に発信者番
号フラグがセットされていたら、その着信設定で報知を行うものである。尚、対応アドレ
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スとは、上述のアドレス帳テーブル２９３内の格納アドレスを意味する。
【００４７】
　次に本実施の形態の動作について説明する。まず、図６、図７のフローチャートに従っ
て、概略動作について説明する。
【００４８】
　図６において、まず携帯無線機１は、アンテナ１１、無線送受信部２０、無線信号処理
部２１を介して通信ネットワーク上の画像データダウンロードサイトにアクセスして、画
像データをダウンロードし、画像メモリ２３に格納してあるものとする。また、撮像部（
撮影レンズ１８、撮影モジュール１８１、ＤＳＰ１８２）で撮影されて画像圧縮符号化処
理部２３により圧縮符号化された画像ファイルがＲＡＭ２９のその他のデータメモリ２９
４（画像メモリ）に格納してあるものとする。
【００４９】
　その後、ユーザが携帯電話機１で撮影した画像（静止画、動画）を着信時に表示させる
ように着信設定テーブル２９２に設定する場合、図６のステップＡ０１で、制御部２２は
着信時に表示させる撮影画像にダウンロード画像を合成するかどうかを判断し、合成しな
い場合はステップＡ０２で、この撮影画像を着信時に表示させる際に同時に流す音声ファ
イルの関連付けを指示し、ステップＡ０３で着信設定テーブル２９２に静止画ファイルの
格納アドレス、音声ファイルの格納アドレスを関連付けて格納する。
【００５０】
　一方、撮影画像にダウンロード画像を合成すると判断した場合は、ステップＡ０４に進
み、合成するダウンロード画像に著作権が付いているかどうかを判断し、付いていない場
合は、ステップＡ０７に進み、付いている場合はステップＡ０５に進む。
【００５１】
　ステップＡ０５で、この撮影画像を着信時に表示させる際に同時に流す音声ファイルの
関連付けを指示し、ステップＡ０６で、着信設定テーブル２９２に静止画ファイルの格納
アドレス、合成する画像の格納アドレスと合成位置、音声ファイルの格納アドレスをそれ
ぞれ関連付けて格納する。
【００５２】
　ステップＡ０７に進んだ場合、撮影画像にダウンロード画像を合成し、合成結果をキャ
プチャーしてＲＡＭ２９内の新規のデータフォルダ２９１に格納する。その後、ステップ
Ａ０８で、この合成画像を着信時に表示させる際に同時に流す音声ファイルの関連付けを
指示し、ステップＡ０９で、着信設定テーブル２９２に合成結果の格納アドレスと音声フ
ァイルの格納アドレスを関連付けて格納する。
【００５３】
　要は、携帯電話機１で撮影した画像（静止画、動画）を着信時に表示させるように着信
設定テーブル２９２に設定する場合、合成する画像に著作権禁止フラグ（コピー防止）が
セットされていれば、撮影画像のレコードＮｏ．と対応するレコードＮｏ．とを対応付け
て格納し、著作権禁止フラグ（コピー防止）がセットされていなければ、その合成結果を
キャプチャーして、新規にファイル作成して、そのファイルのレコードＮｏ．を着信設定
テーブル２９２に設定する。
【００５４】
　図７は携帯電話機１で撮影した画像（静止画、動画）を着信時に表示させるように着信
設定テーブルに設定する更に詳しい動作手順を示したフローチャートである。ステップＢ
０１で、着信時に表示させる撮影画像にダウンロード画像を合成するかどうかを判断し、
合成しない場合はステップＢ０２で、着信時に表示させる撮影画像即ち、着信画像に音声
が付いているかどうかを判断し、付いていない場合はステップＢ０５に進み、付いている
場合はステップＢ０３に進む。
【００５５】
　ステップＢ０３では、着信画像に付いている音声を着信時に出力させるかどうかを判断
し、出力させない場合はステップＢ０５に進み、出力させる場合はステップＢ０４に進む
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。ステップＢ０４では、着信設定テーブル２９２に動画ファイルの格納アドレスを撮影画
像の格納アドレスと関連付けて格納する。
【００５６】
　ステップＢ０５に進んだ場合、着信画像を表示する際に出力する音声の音声ファイルの
関連付けを指示し、ステップＢ０６で、着信設定テーブル２９２に動画ファイルの格納ア
ドレスと音声ファイル格納アドレスを関連付けて格納する。
【００５７】
　一方、撮影画像にダウンロード画像を合成すると判断した場合は、ステップＢ０７に進
み、合成するダウンロード画像に著作権が付いているかどうかを判断し、付いていない場
合はステップＢ１３に進み、付いている場合はステップＢ０８に進む。ステップＢ０８で
、撮影画像或いはダウンロード画像のいずれかのファイルに音声が付いているかどうかを
判断し、付いていない場合はステップＢ１１に進み、付いている場合はステップＢ０９に
進む。
【００５８】
　ステップＢ０９で、いずれかの画像に付いている音声を着信時に出力させるかどうかを
判断し、出力させない場合はステップＢ１１に進み、出力させる場合はステップＢ１０に
進む。ステップＢ１０では着信設定テーブル２９２に動画ファイルの格納アドレスと合成
する画像の格納アドレス及び合成位置をそれぞれ関連付けて格納する。
【００５９】
　ステップＢ１１に進んだ場合、音声ファイルの関連付けを指示し、ステップＢ１２にて
着信設定テーブル２９２に動画ファイルの格納アドレスと合成する画像の格納アドレス及
び合成位置、更に音声ファイルの格納アドレスをそれぞれ関連付けて格納する。
【００６０】
　一方、ステップＢ１３に進んだ場合、撮影画像とダウンロード画像の両方のファイルに
音声が付いているかどうかを判断し、両方に付いていない場合はステップＢ１８に進み、
両方に付いている場合はステップＢ１４に進む。ステップＢ１４にて着信時に再生して出
力する音声を選択指示し、ステップＢ１５にて合成結果を再生してキャプチャーし、新規
にデータフォルダ２９１に格納する。
【００６１】
　その後、ステップＢ１６にて音声を着信時に出力させるかどうかを判断し、出力させな
い場合はステップＢ１９に進み、出力させる場合はステップＢ１７に進む。ステップＢ１
７にて着信設定テーブル２９２に、キャプチャーした動画ファイル（合成画像）のアドレ
スを格納する。
【００６２】
　ステップＢ１８に進んだ場合、撮影画像とダウンロード画像のいずれのファイルにも音
声が付いていないかどうかを判断し、いずれかに付いている場合はステップＢ１５に進み
、いずれにも付いていない場合はステップＢ１９に進む。ステップＢ１９にて音声ファイ
ルの関連付けを指示し、ステップＢ２０にて着信設定テーブル２９２に、キャプチャーし
た動画ファイル（合成画像）のアドレスと音声ファイルの格納アドレスを関連付けて格納
する。
【００６３】
　図８、図９、図１０、図１１、図１２は実際に携帯電話機１の撮影機能を用いて画像を
撮影し、それを着信時の表示画像にする処理手順を示したフローチャートである。
【００６４】
　まず、携帯電話機１のキー入力部１４を操作してカメラモードにすると、制御部２２は
表示部１３にメニューをステップＳ０１で表示する。ユーザはこのメニュー表示を見て動
画を撮影するか或いは、静止画を撮影するかを入力部１４を操作して選択するため、制御
部２２はステップＳ０２にて選択した機能モードが静止画であるか或いは、動画であるか
を判断し、静止画である場合はステップＳ０３に進み、動画である場合は図１１のステッ
プＳ４８に進む。
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【００６５】
　図２３（ａ）はユーザが静止画を選択した場合に表示部に表示される画面例で、「静止
画」に下線が引いてある。図２４（ａ）は動画を選択した画面例で、「動画」に下線が引
いてある。
【００６６】
　ステップＳ０３で、撮影モジュール１８１で被写体を撮影して得られる電気信号をＤＳ
Ｐ１８２により画像としたものを、ドライバ２５を通して表示部１３にそのままスルー表
示する。その後、ステップＳ０４でシャッターキー１４３の操作を検出したかどうかを判
断し、検出されない場合はステップＳ４８の処理に戻り、検出された場合はステップＳ０
５で、その時のＤＳＰ１８２から出力されている画像をＲＡＭ２９のその他のデータメモ
リ２９４に一旦取り込んで記憶する。
【００６７】
　次にステップＳ０６で、ユーザにファイル名入力指示を表示部１３に表示した後、ステ
ップＳ０７でファイル名の入力決定を検出したかどうかを判断し、検出した場合はステッ
プＳ０９の処理に進み、検出しない場合はステップＳ０５に進んで、キャンセルを検出し
たかどうかを判断し、キャンセルを検出しない場合はステップＳ０６の処理に戻り、キャ
ンセルを検出した場合はステップＳ０３の処理に戻る。
【００６８】
　ステップＳ０９で、取り込んだ静止画に、ファイル属性・静止画、フォルダ属性００２
（マイフォト）を付けてデータフォルダ２９１に格納する。その後、ステップＳ１０にて
、この撮影画像を着信画像に使用するか否かをユーザに選択させる画像を表示部１３に表
示する。図２３（ｂ）はユーザが着信画像に使用することを選択した場合の表示画像例で
、「ＹＥＳ」に下線が付けられている。
【００６９】
　上記動作を受けてステップＳ１１でユーザが着信画像に使用することを選択したかどう
かを判断し、着信画像に使用しない場合は、撮影した静止画ファイルにファイル名（ｆｕ
ｕｋｅｉ．ｊｐｇ）を設定して、ＲＡＭ２９のデータフォルダ２９１に図１３のレコード
Ｎｏ．２０で格納した後、リターンしてメニュー表示に戻る。着信画像に使用することを
選択した場合はステップＳ１２に進む。
【００７０】
　次にユーザが撮影画像を着信画像にすることを選択した場合、同ユーザはこの着信画像
にダウンロード画像を合成するかどうかを選択する。このユーザの選択を受けて、制御部
２２はステップＳ１２で、着信時に表示する撮影画像にダウンロード画像を合成するかど
うかを判断する。その結果、合成しない場合はステップＳ２６に進み、合成する場合はス
テップＳ１３に進んで、静止画と動画のいずれを合成するかを判断し、静止画である場合
はステップＳ１４に進み、動画である場合は図１０に示したステップＳ３１に進む。
【００７１】
　ステップＳ１４では、既にネットワークからダウンロードしたファイル属性・静止画の
ファイルをフォルダ毎に表示部１３に表示し、ステップＳ１５でその後のユーザによる選
択合成操作に応じた例えば図２３（ｃ）に示すような合成画像を表示部１３に表示する。
【００７２】
　画像合成はステップＳ１６で合成画像作成完了の決定を検出するまで行われ、合成画像
の作成完了が決定されると、ステップＳ１７で合成に使用したダウンロード画像に著作権
フラグが付いているかどうかを判断し、付いていない場合はステップＳ２１に進み、付い
ている場合はステップＳ１８に進む。
【００７３】
　ステップＳ１８では、ダウンロード画像に著作権フラグが付いているがそれで良いかど
うかを確認する表示を表示部１３に表示し、ステップＳ１９で確認のＹＥＳが検出される
まで、ステップＳ１４からステップＳ１８の処理を繰り返し、ＹＥＳが検出されると、ス
テップＳ２０に進んで、着信設定テーブル２９２に関連付けデータとして保存した後、図
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９に示したステップＳ２４に進む。
【００７４】
　図１４は上記したステップＳ２０における着信設定テーブル２９２の内容例で、レコー
ドＮｏ．２０の静止画ファイルにレコードＮｏ．１７のｓｔａｍｐ０２．ｐｎｇの静止画
ファイルを合成した場合を示すものである。
【００７５】
　この場合の表示例として図２３（ｃ）を用いて説明すれば、このような合成画像であっ
ても、ｓｔａｍｐ０２．ｐｎｇの静止画（図２３（ｃ）において表示画面の左上にある人
の静止画）は著作権フラグがセットされているため合成画像として新規に作成できない。
従って、着信設定テーブル２９２の格納内容は、撮影画像ファイルのレコードＮｏ．＋合
成された画像ファイルのレコードＮｏ．（合成位置（左上隅基準）ｘ座標，合成位置（左
上隅基準）ｙ座標）となる。
【００７６】
　一方、ステップＳ２１に進んだ場合、合成された静止画を一度再生し、ステップＳ２２
で、この合成画像のファイル名を入力して決定した後、図１５に示すようなデータフォル
ダ２９１にレコードＮｏ．２１として新規に格納する。その後、ステップＳ２３で、この
合成画像の格納アドレスを図１６に示すように着信設定テーブル２９２に格納してステッ
プＳ２４に進む。
【００７７】
　上記した図１５のデータフォルダ２９１の内容例は、合成される画像ファイルに著作権
禁止フラグ（コピー防止）がセットされていない場合における、その合成結果のキャプチ
ャー画像（ｃｈａｋｕｆｕｕｋｅｉ．ｊｐｇ）を新規に格納した場合である。
【００７８】
　図１６は、上記した合成画像として、例えば、レコードＮｏ．２０の静止画ファイルに
レコードＮｏ．１６のｓｔａｍｐ０１．ｐｎｇの静止画ファイルを合成した場合の着信設
定テーブル２９２の格納内容例を示すものである。この場合の表示部１３の表示画面例と
して再度図２３（ｃ）で説明すれば、ｓｔａｍｐ０１．ｐｎｇの静止画（図２３（ｃ）に
おいて表示画面の左上にある人の静止画）は著作権フラグがセットされていないため合成
画像として新規に作成される。従って、着信設定テーブル２９２の格納内容は、新規に作
成された画像ファイルのレコードＮｏ．となる。
【００７９】
　ステップＳ２４では、着信画像に音声を付加する場合、既にネットワークからダウンロ
ードしたファイル属性・音声、若しくはファイル属性アニメーション（音無し除く）のフ
ァイルをフォルダ毎に表示し、これをユーザが選択したことをステップＳ２５で検出する
まで表示する。その後、ユーザの選択を検出すると、ステップＳ２６で着信設定テーブル
２９２に図１７に示すような関連付けデータとして保存した後、リターンしてメニュー表
示画面に戻る。
【００８０】
　図１７の事例では、例えば、レコードＮｏ．２０の静止画ファイルにレコードＮｏ．１
７のｓｔａｍｐ０２．ｐｎｇの静止画ファイルを合成し、着信時に出力する音声ファイル
として、レコードＮｏ．０８を格納した場合の着信設定テーブル２９２の格納内容を示す
ものである。着信設定テーブル２９２の格納内容は、撮影画像ファイルのレコードＮｏ．
＋合成された画像ファイルのレコードＮｏ．（合成位置（左上隅基準）ｘ座標，合成位置
（左上隅基準）ｙ座標）＋関連付けられた音声ファイルのレコードＮｏ．となる。
【００８１】
　ここで、ステップＳ２５で、Ｎｏの場合のステップＳ２６における着信設定テーブル２
９２の内容例は図１８に示すようになる。図１８では、例えば、レコードＮｏ．２１（新
規に作成された合成画像ファイル）に着信時に出力する音声ファイルとして、レコードＮ
ｏ．０８を格納した場合の着信設定テーブル２９２の格納内容例を示すものである。着信
設定テーブル２９２の格納内容は、新規に作成された画像ファイルのレコードＮｏ．＋関
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連付けられた音声ファイルのレコードＮｏ．となる。
【００８２】
　次に図１０に示したステップＳ３１の処理に進んだ場合、既にダウンロードしてあるフ
ァイル属性が動画のファイルをフォルダ毎に表示部１３に表示し、ステップＳ３２でその
後のユーザによる選択合成操作に応じた合成画像を表示部１３に表示する。
【００８３】
　ここで、図１９は上記したステップＳ３２で静止画に動画を合成して作成された場合の
作成画像の格納例で、図１３に示したファイル属性動画（ｍｏｖｉｅｆｒａｍ　０１　ｇ
ｉｆ）を合成した時に作成された画像ファイル（ｃｈａｋｕｆｕｕｋｅｉ．ｇｉｆ）をキ
ャプチャーして、ＲＡＭ２９のデータフォルダ２９１にレコードＮｏ．０２１として格納
した状態を示した図である。
【００８４】
　即ち、撮影画像が静止画であっても合成対象が動画（アニメーション）の場合、合成結
果は動画として新規にファイル作成される。事例として図２３（ｄ）、図２３（ｅ）で説
明すると、図中の星マークの列が（ｄ）＜＝＞（ｅ）で交互に切り替わるデータは図１９
のレコードＮｏ．１８のｍｏｖｉｅｆｒａｍｅ０１．ｇｉｆというファイルになる。
【００８５】
　つまり撮影画像が静止画（図中の飛行機の絵）であっても、合成画像が動画（図中の星
マークの列）が含まれていれば、そのファイル形式に沿った動画ファイルが作成されると
いうことになる。ちなみにこの時点では、フォルダ属性・ファイル属性等を設定していな
いが、後述するステップＳ４６で、音声ファイル（著作権無し）を関連付けさせると、音
声付アニメーションファイル（ｃｈａｋｕｆｕｕｋｅｉ．ｐｍｄ）としてファイル加工さ
れて、データフォルダ２９１に図２０に示すように格納される。
【００８６】
　画像合成はステップＳ３３で合成画像作成完了の決定が検出されるまで行われ、合成画
像の作成完了が決定されると、ステップＳ３４で合成に使用したダウンロード画像に著作
権フラグが付いているかどうかを判断し、付いていない場合はステップＳ３８に進み、付
いている場合はステップＳ３５に進む。
【００８７】
　ステップＳ３５でダウンロード画像に著作権フラグが付いているがそれで良いかどうか
を確認する表示を表示部１３に表示し、ステップＳ３６で確認のＹＥＳが検出されるまで
、ステップＳ３１からステップＳ３５の処理を繰り返し、ＹＥＳが検出されると、ステッ
プＳ３７に進んで、着信設定テーブル２９２に関連付けデータとして保存してステップＳ
４１に進む。
【００８８】
　一方、ステップＳ３８に進んだ場合、合成された動画を動画の開始→終了タイミングで
一度再生して画像圧縮符号化処理部２３で画像圧縮した後、ステップＳ３９で、この合成
画像のファイル名を入力して決定した後、ステップＳ４０で新規にデータフォルダ２９１
に格納してからステップＳ４１に進む。
【００８９】
　ステップＳ４１で、着信画像に音声を付加する場合、既にネットワークからダウンロー
ドしたファイル属性・音声、若しくはファイル属性アニメーション（音無し除く）のファ
イルを表示部１３にフォルダ毎に表示し、これをユーザが選択したことをステップＳ４２
で検出するまで表示する。ユーザの選択を検出すると、ステップＳ４３で合成に使用した
ダウンロード画像に著作権フラグが付いているかどうかを判断し、付いていない場合はス
テップＳ４６に進み、付いている場合はステップＳ４４に進む。
【００９０】
　ステップＳ４４でダウンロード画像に著作権フラグが付いているがそれで良いかどうか
を確認する表示を表示部１３に表示し、ステップＳ４５で確認のＹＥＳが検出されるまで
、ステップＳ４１からステップＳ４４の処理を繰り返し、ＹＥＳが検出されると、ステッ
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プＳ４７に進んで、着信設定テーブル２９２に関連付けデータとして保存した後、リター
ンしてメニュー表示画面に戻る。
【００９１】
　一方、ダウンロード画像に著作権フラグが付いていない場合、ステップＳ４６に進んで
、ファイル属性として動画設定し、フォルダ属性に００１若しくは００４を設定した後、
ステップＳ４７に進み、着信設定テーブル２９２に関連付けデータとして保存した後、リ
ターンしてメニュー表示画面に戻る。
【００９２】
　一方、図８のステップＳ０２で選択した撮影モードが動画の場合には、図１１のステッ
プＳ４８に進み、ここで撮影モジュール１８１で被写体を撮影して得られる電気信号をＤ
ＳＰ１８２により画像としたものを、ドライバ２５を通して表示部１３にそのままスルー
表示する。その後、ステップＳ４９でシャッターキー１４３の操作を検出したかどうかを
判断し、検出されない場合はステップＳ４８の処理に戻り、検出された場合はステップＳ
５０で、その時のＤＳＰ１８２から出力されている動画像をＲＡＭ２９のその他のデータ
メモリ２９４に一旦取り込んで記憶する。
【００９３】
　次に、ステップＳ５１でシャッターキー１４３の操作を検出したかどうかを判断し、検
出されない場合はステップＳ５２で所定時間経ったかどうかを判断し、所定時間経ってい
ない場合はステップＳ５０の処理に戻り、所定時間経った場合はステップＳ５３の処理に
進む。シャッターキー１４３の操作を検出した場合は直ちにステップＳ５３の処理に進む
。
【００９４】
　ステップＳ５１でシャッターキー１４３の操作が検出された場合は、ステップＳ５３に
進み、ここで一旦取り込んだ画像を画像圧縮符号化処理部２３により圧縮符号化した後、
ステップＳ５４でユーザにファイル名入力指示を表示部１３に表示する。
【００９５】
　その後、ステップＳ５５でファイル名入力決定を検出したかどうかを判断し、検出しな
い場合はステップＳ５６に進んでキャンセルを検出したかどうかを判断し、キャンセルを
検出しない場合はステップＳ５４の処理に戻り、キャンセルを検出した場合はステップＳ
４８の処理に戻る。
【００９６】
　ステップＳ５５でファイル名の入力決定を検出した場合はステップＳ５７に進んで、圧
縮符号化した動画を、ファイル属性・動画、フォルダ属性００３（ムービー）を付けてＲ
ＡＭ２９のデータフォルダ２９１に図２１に示すように格納する。
【００９７】
　図２１はカメラモードで動画像を撮影して動画ファイルを作成した場合において、その
動画ファイルにファイル名（ｃａｒ．ａｍｃ）を設定し、データフォルダ２９１にレコー
ドＮｏ．２０として格納した場合の例を示したものである。
【００９８】
　その後、ステップＳ５８にて、この撮影画像を着信画像に使用するか否かをユーザに選
択させる画像を表示部１３に表示する。これに対してステップＳ５９でユーザが着信画像
に使用すると選択したかどうかを判断し、着信画像に使用しない場合はリターンして表示
メニューに戻り、着信画像に使用するとした場合はステップＳ６０に進む。
【００９９】
　図２４（ｂ）はユーザが着信画像に使用することを選択した場合の表示部１３の画面例
で「ＹＥＳ」に下線が引いてある。また、この時、ユーザは撮影画像を着信画像にするこ
とを選択した場合、ダウンロード画像と合成するかどうかを選択する。
【０１００】
　制御部２２はステップＳ６０で、着信時に表示する撮影画像にダウンロード画像を合成
するかどうかを判断し、合成しない場合は図１２に示したステップＳ７１に進み、合成す



(14) JP 4140499 B2 2008.8.27

10

20

30

40

50

る場合はステップＳ６１に進んで、既にネットワークからダウンロードしたファイル属性
・静止画、動画、ｏｒアニメーションのファイルをフォルダ毎に表示部１３に表示し、ス
テップＳ６２でその後のユーザによる選択合成操作に応じた合成画像を表示部１３に表示
する。
【０１０１】
　その後、ステップＳ６３で合成画像の決定を検出するまで、ステップＳ６２の処理を繰
り返し、合成画像が決定されると、ステップＳ６４で合成に使用したダウンロード画像に
著作権フラグが付いているかどうかを判断し、付いていない場合はステップＳ６８に進み
、付いている場合はステップＳ６５に進む。
【０１０２】
　ステップＳ６５ではダウンロード画像に著作権フラグが付いているがそれで良いかどう
かを確認する表示を表示部１３に表示し、ステップＳ６６で確認のＹＥＳが検出されるま
で、ステップＳ６１からステップＳ６５の処理を繰り返し、ＹＥＳが検出されると、ステ
ップＳ６７に進んで、着信設定テーブル２９２に関連付けデータとして保存した後、図１
２のステップＳ７１に進む。
【０１０３】
　一方、ステップＳ６８に進んだ場合、合成された静止画を一度再生して画像を画像圧縮
符号化処理部２３により圧縮し、ステップＳ６９で、この合成画像のファイル名を入力し
て決定した後、ＲＡＭ２９のデータフォルダ２９１に図２２に示すように新規に格納する
。更に、ステップＳ７０で、この格納アドレスを着信設定テーブル２９２に記憶した後、
図１２のステップＳ７１に進む。
【０１０４】
　図２２は静止画に動画を合成した画像ファイルに著作権禁止フラグ（コピー防止）がセ
ットされていない場合に、その合成結果のキャプチャー画像（ｃｈａｋｕｃａｒ．ａｍｃ
）を新規にデータフォルダ２９１に格納した例を示した図である。
【０１０５】
　図２５（ａ），（ｂ），（ｃ）は静止画に動画を合成した画面例で、図２５（ａ）→（
ｂ）→（ｃ）において星マークの列が交互に切り替わるデータが図２２のレコードＮｏ．
１８のｍｏｖｉｅｆｒａｍｅ０１．ｇｉｆというファイルになる。この場合、撮影画像の
ファイル形式に沿った動画ファイルが作成されることになる。
【０１０６】
　図１２のステップＳ７１で、着信画像に音声を付加する場合、既にネットワークからダ
ウンロードしたファイル属性・音声、若しくはファイル属性アニメーション（音無し除く
）のファイルをフォルダ毎に表示し、これをユーザが選択したことをステップＳ７２で検
出するまで表示する。
【０１０７】
　ユーザの選択を検出すると、ステップＳ７３で合成に使用したダウンロード画像に著作
権フラグが付いているかどうかを判断し、付いていない場合はステップＳ７７に進み、付
いている場合はステップＳ７４に進む。
【０１０８】
　ステップＳ７４でダウンロード画像に著作権フラグが付いているがそれで良いかどうか
を確認する表示を表示部１３に表示し、ステップＳ７５で確認のＹＥＳが検出されるまで
、ステップＳ７１からステップＳ７４の処理を繰り返し、ＹＥＳが検出されると、ステッ
プＳ７６に進んで、着信設定テーブル２９２に関連付けデータとして保存した後、リター
ンしてメニュー表示画面に戻る。
【０１０９】
　一方、ダウンロード画像に著作権フラグが付いていない場合、ステップＳ７７に進んで
、ファイル属性として動画設定し、フォルダ属性に００１若しくは００４を設定した後、
着信設定テーブル２９２に関連付けデータとして保存した後、リターンしてメニュー表示
画面に戻る。
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【０１１０】
　ここで、ユーザが一度合成して格納した画像を使用（電子メールで送信する）する場合
、制御部２２はＲＡＭ２９をサーチし、使用する画像が着信設定テーブル２９２に関連付
けデータとして保存されている場合、合成画像の一部に著作権が付いているものと判断し
、「使用しようとしている画像は合成画像の一部に著作権が付いているため表示できませ
んという旨」の表示を表示部１３に表示する。また、合成画像を電子メールで送信するた
めに使用する場合は、「合成画像の一部に著作権が付いているため表示できず、且つ送信
できない旨」の表示を行う。
【０１１１】
　図２６は上記した合成画像を使用する場合の制御部２２の処理手順を示したフローチャ
ートである。
【０１１２】
　ステップＤ０１にて、合成画像の呼び出しがあると、ステップＤ２に進んでＲＡＭ２９
の着信設定テーブル２９２を検索し、前記呼び出し要求対象の合成画像を構成する撮影画
像とダウンロード画像の格納アドレスが別々で関連付けられて格納されているかどうかを
調べる。
【０１１３】
　ステップＤ０３にて上記検索により撮影画像とダウンロード画像の格納アドレスが別々
であるかどうかを判定し、別々でない場合はステップＤ０５に進んで格納先のＲＡＭ２９
のデータフォルダ２９１から合成画像データを読み出して表示する。
【０１１４】
　一方、撮影画像とダウンロード画像の格納アドレスが別々である場合はステップＤ０４
に進んで、表示部１３に「合成画像の一部に著作権が付けられているため表示できない旨
」のメッセージを表示して処理を終了する。
【０１１５】
　本実施の形態によれば、ユーザが一度合成して格納した合成画像を使用する際に、合成
画像の一部に著作権が付いている場合は「合成画像の一部に著作権が付いているため表示
できませんという旨」の表示を、また、合成画像を電子メール
で送信するために使用する場合は、更に、前記表示に付け加えて「送信できない旨」の表
示を行うため、ユーザは何故画像が表示されないのか、何故電子メールで送信できないの
かを即座に知ることができ、携帯電話機１の操作性を向上させることができる。
（実施例２）
【０１１６】
　図２７は、本発明の実施例２であるところの、第２の実施の形態に係る動画像を着信画
像にした場合の着信画像と共に出力する音声を作成する処理を示したフローチャートであ
る。以下同一の構成を持つ各部については、その構成動作の説明を省略し、以下、その動
作の特徴部分を説明する。
【０１１７】
　まず、ステップＣ０１で合成する動画像に音声が付いているかどうかを判定し、音声が
付いている場合はステップＣ０２に進み、音声が付いていない場合はステップＣ０４に進
む。音声が付いている場合はステップＣ０２で、音声を着信時に出力させるかどうかを判
断し、音声を着信時に出力させない場合は、ステップＣ０４に進み、音声を着信時に出力
させる場合はステップＣ０３で、ＲＡＭ２９の着信設定テーブル２９２に動画ファイルの
格納アドレスを格納する。
【０１１８】
　一方、ステップＣ０４に進んだ場合、ここで音声ファイルの関連付け指示し、ステップ
Ｃ０５でこの音声ファイルに著作権フラグが付いているかどうかを判断し、付いている場
合は着信設定テーブル２９２に動画ファイルの格納アドレス及び音声ファイルの格納アド
レスを関連付けて格納する。
【０１１９】
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　音声ファイルに著作権フラグが付いていない場合、ステップＣ０７に進んで、関連付け
された音声ファイルを出力させながら動画像ファイルを再生してキャプチャーし、ステッ
プＣ０８で、動画ファイルとして新規にデータフォルダ２９１に格納し、ステップＣ０９
で、着信設定テーブル２９２に新規に作成された動画ファイルの格納アドレスを格納する
。
【０１２０】
　ここで、ユーザが着信動画像の表示時に音声を出力する場合など、即ち、合成画像を表
示させる際に音声を出力させる場合で、それに著作権が付いている場合は、動画ファイル
と音声ファイルが別々に格納されて、それぞれの格納アドレスが着信設定テーブル２９２
に関連付けデータとして保存されているため、これを検出して、合成画像と共に出力する
音声に著作権が付いているものと判断する。
【０１２１】
　本実施の形態によれば、音声出力付の合成画像を電子メールで送信する時等、音声に著
作権が付いている場合、「音声に著作権が付いているため送信できない旨」の表示を行う
ことにより、ユーザは何故送信できないのかを即座に知ることができ、携帯電話機１の操
作性を向上させることができる。
【０１２２】
　尚、上記実施例１（第１の実施の形態）、及び、実施例２（第２の実施の形態）では、
合成画像のキャプチャー保存の可否を、合成元となるファイル（マルチメディアデータ）
に著作権が付いているか否かで判断させたが、「インターネットからダウンロードしたフ
ァイルデータには原則的に著作権保護がかけられている。」ことを前提に、合成可否を判
断させても良い。
【０１２３】
　図２８は、このような上記のケースに対応させた携帯電話１におけるＲＡＭ２９のメモ
リエリア構成を示した模式図である。上記実施例１、及び、２と異なる点は、データフォ
ルダ管理テーブル２９０の代わりにデータフォルダ管理テーブル２９５を備えている点に
あり、それ以外の回路構成、メモリ構成については、上記実施例１、及び、２と同様であ
る。
【０１２４】
　データフォルダ管理テーブル２９５のテーブル構成は図２９に示すとおりである。実際
の実データはデータフォルダ２９１に格納されているが、それらを管理するデータフォル
ダ管理テーブル２９０はレコードＮｏ．毎に、ファイル名、データサイズ、フォルダ属性
、フォルダ名称、ファイル属性を書き込むようになっており、これで１レコードが形成さ
れている。
【０１２５】
　ここで、フォルダ名称の領域はマルチメディアファイルを混在させて格納する上で、ダ
ウンロードしたものと携帯電話１において作成されたものとを、分類分けするために設定
される。すなわち、フォルダ名称において「マイ…」とつけられているフォルダには、カ
メラ機能の起動など、携帯電話１を操作することにより得られた各種データを保存し、一
方、ダウンロードしたデータを格納するフォルダには「マイ…」が付かないフォルダに格
納される。
【０１２６】
　そして、合成処理の過程においては合成元となるデータ（ファイル）が、「マイ…」が
設定されていないフォルダより読み出したものである場合、強制的に合成したものをキャ
プチャーせず、夫々対応する格納アドレスを保存させる。
【０１２７】
　このようにすることにより、著作権情報の有無に関わらず、合成の可否を判断させるこ
とができる。
【０１２８】
　また上記のような、「インターネットからダウンロードしたファイルデータには原則的
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に著作権保護がかけられている。」ことを前提に合成可否を判断させる他に、例えば、Ｊ
ＰＥＧ形式の静止画ファイルであっても、携帯電話１にて撮影された静止画ファイルにあ
っては、「ＤＣＦ規格、もしくはＥｘｉｆ規格に準拠したファイル形式のものは加工して
も良い。」ことを前提に合成可否を判断させても良い。
【０１２９】
　　図３０は、このような上記のケースに対応させた携帯電話１におけるＲＡＭ２９のデ
ータフォルダ管理テーブル２９５のテーブル構成を示すものである。実際の実データはデ
ータフォルダ２９１に格納されているが、それらを管理するデータフォルダ管理テーブル
２９０はレコードＮｏ．毎に、ファイル名、データサイズ、フォルダ属性、フォルダ名称
、ファイル属性、ＤＣＦ／Ｅｘｉｆフラグエリアに書き込むようになっており、これで１
レコードが形成されている。
【０１３０】
　ここで、ＤＣＦ／ＥｘｉｆフラグエリアはＪＰＥＧ形式の静止画ファイルを格納する格
納する上で、ダウンロードしたものと携帯電話１において作成されたものとを、ＤＣＦ規
格、もしくはＥｘｉｆ規格に基づいて作成されたか否かによって分類分けするために設定
されるフラグである。すなわち、図３０において、レコードＮｏ.００２で管理されてい
るファイル名ｔａｒｏ．ｊｐｇは、携帯電話１で撮影され、フォルダ名称「マイフォト」
のフォルダに格納されていることから、撮影の後に格納された静止画ファイルであること
が分かるので、ＤＣＦ／Ｅｘｉｆフラグエリアに”１”が設定され、一方で、レコードＮ
ｏ.０１２で管理されているファイル名ｉｄｏｌ０１．ｊｐｇは、フォルダ名称「グラフ
ィック」のフォルダに格納されていることから、ダウンロードされたことが分かるので、
ＤＣＦ／Ｅｘｉｆフラグエリアに”０”が設定される。
【０１３１】
このようにすることにより、著作権情報の有無に関わらず、合成の可否を判断させること
ができる。
【０１３２】
　尚、上記した各実施の形態の動作をプログラム化し、コンピュータに実行させることで
実施できる。その際、コンピュータプログラムはフレキシブルディスクやハードディスク
等のディスク型記録媒体、半導体メモリやカード型メモリ等の各種メモリ或いは、通信ネ
ットワーク等の各種プログラム記録媒体を通じてコンピュータに供給することができる。
【０１３３】
　尚、本発明は上記実施の形態に限定されることなく、その要旨を逸脱しない範囲におい
て、具体的な構成、機能、作用、効果において、他の種々の形態によっても実施すること
ができ、携帯無線端末としてＰＤＡや携帯用のパソコン等に適用して同様の効果を得るこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る二つ折り可能な携帯無線端末を開いた状態の外
観例を示し、図１（ａ）がその平面図で、図１（ｂ）がその背面図である。
【図２】図１に示した携帯電話機の回路構成例を示したブロック図である。
【図３】図１に示したＲＡＭのメモリエリアの構成例を示した模式図である。
【図４】図３に示したデータフォルダ管理テーブルの構成例を示した模式図である。
【図５】図３に示した着信設定テーブルの内容例を示した模式図である。
【図６】図１に示した携帯電話機で撮影した画像（静止画、動画）を着信時に表示させる
ように着信設定テーブルに設定する概略処理手順を示したフローチャートである。
【図７】図１に示した携帯電話機で撮影した画像（静止画、動画）を着信時に表示させる
ように着信設定テーブルに設定するための更に詳しい処理手順を示したフローチャートで
ある。
【図８】図１に示した携帯電話機の撮影機能を実際に用いて画像を撮影し、それを着信時
の表示画像にする手順を示したフローチャートである。
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【図９】図１に示した携帯電話機の撮影機能を実際に用いて画像を撮影し、それを着信時
の表示画像にする手順を示したフローチャートである。
【図１０】図１に示した携帯電話機の撮影機能を実際に用いて画像を撮影し、それを着信
時の表示画像にする手順を示したフローチャートである。
【図１１】図１に示した携帯電話機の撮影機能を実際に用いて画像を撮影し、それを着信
時の表示画像にする手順を示したフローチャートである。
【図１２】図１に示した携帯電話機の撮影機能を実際に用いて画像を撮影し、それを着信
時の表示画像にする手順を示したフローチャートである。
【図１３】図１に示したＲＡＭのデータフォルダの格納内容例を示した模式図である。
【図１４】図８に示したステップＳ２０における着信設定テーブルの内容例を示した模式
図である。
【図１５】図３に示したデータフォルダに合成画像を格納した際の内容例を示した模式図
である。
【図１６】合成画像に著作権が付いていない場合の着信設定テーブルの格納内容例を示し
た模式図である。
【図１７】合成画像に著作権が付いていない場合で着信時に音声を出力する場合の着信設
定テーブルの格納内容例を示した模式図である。
【図１８】合成画像に著作権が付いている場合で着信時に音声を出力する場合の着信設定
テーブルの格納内容例を示した模式図である。
【図１９】静止画に動画を合成して作成した合成画像を図３に示した着信設定テーブルに
格納した場合の格納内容例を示した模式図である。
【図２０】静止画に音声付きアニメーションを合成して作成した合成画像を図３に示した
データフォルダに格納した場合の格納内容例を示した模式図である。
【図２１】図１に示した携帯電話機で動画像を撮影して得た動画ファイルを図３に示した
データフォルダ格納した場合の格納内容例を示した模式図である。
【図２２】静止画に著作権付きでない動画を合成した合成画像を図３に示したデータフォ
ルダに格納した場合の格納内容例を示した模式図である。
【図２３】図１に示した表示部に表示される静止画に画像を合成する場合の画面例を示し
た図である。
【図２４】図１に示した表示部に表示される動画に画像を合成する場合の画面例を示した
図である。
【図２５】動画に動画を合成した場合に図１に示した表示部に表示される画面例を示した
図である。
【図２６】図１に示した携帯電話機で合成画像を呼び出した場合の処理手順を示したフロ
ーチャートである。
【図２７】本発明の第２の実施の形態に係る携帯電話機で動画像を着信画像にした場合の
着信画像と共に出力する音声を作成する処理を示したフローチャートである。
【図２８】その他の実施例におけるＲＡＭのメモリエリアの構成例を示した模式図である
。
【図２９】図２８に示したデータフォルダ管理テーブルの構成例を示した模式図である。
【図３０】その他の実施例における図２８に示したデータフォルダ管理テーブルの構成例
を示した模式図である。
【符号の説明】
【０１３５】
　１　携帯電話機
　１１　アンテナ
　１２　スピーカ
　１３　表示部
　１４　キー操作部
　１５　マイク
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　１６　サブ表示部
　１７　背面キー
　１８　撮影レンズ
　１９　報知スピーカ
　２０　無線送受信部
　２１　無線信号処理部
　２２　制御部
　２３　画像圧縮符号化処理部
　２４　ＲＯＭ
　２５、２６、１９２　ドライバ
　２７　加入者情報記憶部
　２８　システムＲＯＭ
　２９　ＲＡＭ
　１４１　メールキー
　１４２　アドレスキー
　１４３　シャッターキー
　１４４　テンキー
　１８１　撮影モジュール
　１８２　ＤＳＰ
　１９１　バイブレータ
　２００　音声信号処理部
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