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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キー操作部を有する第１の筐体と、長方形状の表示部を有し、且つ該表示部を縦長画面
での表示と横長画面での表示とに切り替え可能にする回転機構により前記第１の筐体と連
結された第２の筐体とを備えた携帯端末における画面表示方法であって、
　前記縦長画面で表示されている画像データに対する前記キー操作部からの入力操作可能
な状態において、前記回転機構により前記第２の筐体が横長画面に切り替えられたとき、
前記縦長画面表示の中に、表示可能な領域を示すとともに前記キー操作部からのキー操作
によりその表示位置が変更可能な枠を表示し、
前記縦長画面で表示されていた前記枠内の画像データの縦方向の一定領域を切り出して（
縦長画面の縦幅）／（縦長画面の横幅）倍に拡大するとともに該拡大した画像データを前
記横長画面上に表示し、該拡大表示された画像データに対して前記キー操作部からの入力
操作を可能にし、
　前記拡大した画像データが前記横長画面上に表示されている状態において、
カーソル表示が前記横長画面上にあって、前記キー操作部からカーソル移動操作が行われ
た場合、
前記移動操作後のカーソル位置を中心に前記切り出しを行い、前記一定領域の切り出し位
置を変化させる
ことを特徴とする画面表示方法。
【請求項２】
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　前記横長画面で前記拡大画像データを表示中に、前記回転機構により前記第２の筐体が
回転されて縦長画面に切り替えられたとき、前記縦長画面による前記画像データの表示に
戻ることを特徴とする請求項１に記載の画面表示方法。
【請求項３】
　キー操作部が設けられた第１の筐体と、長方形状の表示部が設けられ、且つ該表示部を
縦長画面での表示と横長画面での表示とに切り替え可能にする回転機構により前記第１の
筐体と連結された第２の筐体とを有する携帯端末において、
　前記回転機構により前記第２の筐体が回転されて縦長画面から横長画面に、または横長
画面から縦長画面に切り替えられたことを検出する画面切り替え検出手段と、前記縦長画
面で表示するための画像データを生成する表示用画像データ生成手段と、前記画面切り替
え検出手段により横長画面への切り替えが検出されているとき、前記縦長画面表示の中に
、前記横長画面に切り替えられたときに表示可能な領域を示すとともに前記キー操作部か
らのキー操作によりその表示位置が変更可能な枠を表示する枠表示手段を設け、前記表示
用画像データ生成手段で生成された前記枠内の画像データの縦方向の一定領域を切り出す
領域切り出し手段と、該領域切り出し手段で切り出された前記一定領域を（縦長画面の縦
幅）／（縦長画面の横幅）倍に拡大する画像データ拡大手段と、該画像データ拡大手段で
拡大された画像データを前記横長画面に表示する拡大画像表示手段と、
　前記拡大した画像データが前記横長画面上に表示されている状態において、カーソル表
示が前記横長画面上にあって、前記キー操作部からカーソル移動操作が行われた場合、前
記移動操作後のカーソル位置を中心に前記切り出しを行い、前記一定領域の切り出し位置
を変化させる手段
を有していることを特徴とする携帯端末。
【請求項４】
　キー操作部が設けられた第１の筐体と、略矩形の表示部が設けられ、且つ該表示部を縦
長画面での表示と横長画面での表示とに切り替え可能にする回転機構により前記第１の筐
体と連結された第２の筐体とを有する携帯端末に備えられたコンピュータを、前記回転機
構により前記第２の筐体が回転されて縦長画面から横長画面に、または横長画面から縦長
画面に切り替えられたことを検出する画面切り替え検出手段と、前記縦長画面で表示する
ための画像データを生成する表示用画像データ生成手段と、前記画面切り替え検出手段に
より横長画面への切り替えが検出されているとき、前記縦長画面表示の中に、前記横長画
面に切り替えられたときに表示可能な領域を示すとともに前記キー操作部からのキー操作
によりその表示位置が変更可能な枠を表示する枠表示手段を設け、前記表示用画像データ
生成手段で生成された前記枠内の画像データの縦方向の一定領域を切り出す領域切り出し
手段と、該領域切り出し手段で切り出された前記一定領域を（縦長画面の縦幅）／（縦長
画面の横幅）倍に拡大する画像データ拡大手段と、該画像データ拡大手段で拡大された画
像データを前記横長画面に表示する拡大画像表示手段と、
　前記拡大した画像データが前記横長画面上に表示されている状態において、カーソル表
示が前記横長画面上にあって、前記キー操作部からカーソル移動操作が行われた場合、前
記移動操作後のカーソル位置を中心に前記切り出しを行い、前記一定領域の切り出し位置
を変化させる手段
として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文字情報あるいは画像情報を表示する表示部を備えた携帯電話機等の携帯端
末において、前記文字情報あるいは画像情報を拡大表示する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機等の携帯端末には、文字情報あるいは画像情報を表示する表示部が備えられ
ており、最近では画面表示サイズも大型化されて、比較的大量の文字情報や画像を表示出
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来るようになってきてはいるが、携帯性という制約から画面表示サイズには制限があり、
そのため、表示部に文字情報を表示する際には、表示画面の横幅を基準にして読み易い文
字数および文字の大きさに設定された表示が行われている。
【０００３】
　しかし、それでも表示される文字の大きさは必ずしも読み易い大きさとは云えず、その
ため、携帯電話機等の表示部に表示される文字や画像を必要に応じて拡大表示することに
より、見易くする技術が特許文献１等において提案されている。
【０００４】
　図８は、従来の携帯端末表示部で表示される画面拡大表示方法を示す図である。
【０００５】
　図８（ａ）は、携帯端末の表示部に表示された機能メニュー画面８０１ａの通常表示を
示す一例であり、画面上部には各種アイコン８０２ａ～８０５ａが表示され、ユーザによ
り選択される機能項目８０６ａ～８１３ａは画面中央部に表示される。また、画面下部に
はキーボタン説明８１４ａ～８１６ａが表示されている。
【０００６】
　図８（ｂ）は、図８（ａ）の機能メニュー画面８０１ａを拡大表示に切り替えた場合の
機能メニュー画面８０１ｂを示す一例であり、機能項目８０６ｂ～８１０ｂは拡大表示さ
れているが、各種アイコン８０２ｂ～８０５ｂとキーボタン説明８１４ｂ～８１６ｂは拡
大されていない。また、通常表示では表示されている機能項目８１１ａ～８１３ａは、拡
大表示では１画面に納まらないために表示されず、カーソルを移動した場合に別画面で表
示される。
【０００７】
　一方、特許文献２には、本体表面に配置された横長の長方形状をなす表示画面と、該表
示画面の両側方にそれぞれ配置された複数の操作部を有する携帯情報端末装置に情報デー
タを表示させる際に、前記表示画面を横長にした状態では、前記情報データの一部を拡大
して表示するとともに、上記操作部群により該情報データの拡大又は縮小、及び表示部位
の移動操作を可能とし、前記表示画面を９０度回転させて縦長にした状態では、前記情報
データを全画面表示させるとともに、前記操作部群によりページ遷移操作を可能にする技
術が記載されている。
【０００８】
【特許文献１】特開２００６－１１９２２９号公報
【特許文献２】特開２００７－０５２３７８号公報
【特許文献３】特開２００７－３０６３４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　図８または上記特許文献１に記載の従来の画面表示拡大方法においては、１行の文字数
が多いとき、通常表示では１行に収まっていた表示内容が、拡大表示では１行に収まらな
くなり、一部表示が欠落する、あるいは１行以上に亘って表示しなければならなくなるた
め、表示パターンの変更を必要とする場合が生ずることがある。
【００１０】
　また、図８に示すようにすべての内容を均等に拡大できない場合、あるいは表示パター
ンの変更を必要とする場合には、変更された表示パターンからなる拡大表示用の画面を予
め用意しておく必要があり、拡大表示用の画面が用意されていない画面については、拡大
表示できないという問題がある。
【００１１】
　一方、特許文献２に記載の携帯情報端末装置では、表示画面を縦長にした状態のとき、
情報データを全画面表示可能とし、表示画面を横長にした状態のとき、情報データの一部
を拡大して表示可能にする構成としているので、情報データのすべての内容を均等に拡大
・縮小可能であるが、特許文献２に記載の携帯情報端末装置は、横長の表示画面で使用す
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ることを前提として設計されたゲーム機をその対象としているため、操作キーは、表示画
面が横長のとき操作しやすいように配置されており、縦長表示の場合のキー操作性につい
ては考慮されておらず、縦長表示の場合のキー操作が不便であるという問題がある。
【００１２】
　本発明の目的は、上述した課題を解決し、通常画面と拡大画面の切り替えおよび各切り
替え画面におけるキー操作を、比較的簡単な方法で容易に行うことを可能にする技術を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の画面表示方法は、キー操作部を有する第１の筐体と、長方形状の表示部を有し
、且つ該表示部を縦長画面での表示と横長画面での表示とに切り替え可能にする回転機構
により前記第１の筐体と連結された第２の筐体とを備えた携帯端末における画面表示方法
であって、
　前記縦長画面で表示されている画像データに対する前記キー操作部からの入力操作可能
な状態において、前記回転機構により前記第２の筐体が横長画面に切り替えられたとき、
前記縦長画面表示の中に、表示可能な領域を示すとともに前記キー操作部からのキー操作
によりその表示位置が変更可能な枠を表示し、
前記縦長画面で表示されていた前記枠内の画像データの縦方向の一定領域を切り出して（
縦長画面の縦幅）／（縦長画面の横幅）倍に拡大するとともに該拡大した画像データを前
記横長画面上に表示し、該拡大表示された画像データに対して前記キー操作部からの入力
操作を可能にしたことを特徴とする。
【００１４】
また本発明の携帯端末は、キー操作部が設けられた第１の筐体と、長方形状の表示部が設
けられ、且つ該表示部を縦長画面での表示と横長画面での表示とに切り替え可能にする回
転機構により前記第１の筐体と連結された第２の筐体とを有する携帯端末において、
　前記回転機構により前記第２の筐体が回転されて縦長画面から横長画面に、または横長
画面から縦長画面に切り替えられたことを検出する画面切り替え検出手段と、前記縦長画
面で表示するための画像データを生成する表示用画像データ生成手段と、前記画面切り替
え検出手段により横長画面への切り替えが検出されているとき、前記縦長画面表示の中に
、前記横長画面に切り替えられたときに表示可能な領域を示すとともに前記キー操作部か
らのキー操作によりその表示位置が変更可能な枠を表示する枠表示手段を設け、前記表示
用画像データ生成手段で生成された前記枠内の画像データの縦方向の一定領域を切り出す
領域切り出し手段と、該領域切り出し手段で切り出された前記一定領域を（縦長画面の縦
幅）／（縦長画面の横幅）倍に拡大する画像データ拡大手段と、該画像データ拡大手段で
拡大された画像データを前記横長画面に表示する拡大画像表示手段とを有していることを
特徴とする。
【００１５】
本発明のプログラムは、キー操作部が設けられた第１の筐体と、略矩形の表示部が設けら
れ、且つ該表示部を縦長画面での表示と横長画面での表示とに切り替え可能にする回転機
構により前記第１の筐体と連結された第２の筐体とを有する携帯端末に備えられたコンピ
ュータを、前記回転機構により前記第２の筐体が回転されて縦長画面から横長画面に、ま
たは横長画面から縦長画面に切り替えられたことを検出する画面切り替え検出手段と、前
記縦長画面で表示するための画像データを生成する表示用画像データ生成手段と、前記画
面切り替え検出手段により横長画面への切り替えが検出されているとき、前記縦長画面表
示の中に、前記横長画面に切り替えられたときに表示可能な領域を示すとともに前記キー
操作部からのキー操作によりその表示位置が変更可能な枠を表示する枠表示手段を設け、
前記表示用画像データ生成手段で生成された前記枠内の画像データの縦方向の一定領域を
切り出す領域切り出し手段と、該領域切り出し手段で切り出された前記一定領域を（縦長
画面の縦幅）／（縦長画面の横幅）倍に拡大する画像データ拡大手段と、該画像データ拡
大手段で拡大された画像データを前記横長画面に表示する拡大画像表示手段として機能さ
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せることを特徴とする。

【００１６】
　本発明では、縦長方向の画面で表示可能な表示パターンを用意しておき、回転機構によ
り表示部が縦長画面から横長画面に切り替えられたとき、前記用意されている縦長の表示
パターンの画像データから、縦方向の一定領域を切り出して（縦長画面の縦幅）／（縦長
画面の横幅）倍に拡大し、該拡大した画像データを前記横長画面に表示するので、通常表
示と拡大表示の切り替え、および各切り替え画面におけるキー操作を、比較的簡単な構成
でかつ容易に行うことができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、表示部が設けられた筐体を縦方向又は横方向に回転させる操作を行う
だけで、通常表示と拡大表示の切り替えが可能となるので、表示切り替えのためのユーザ
操作がきわめて容易である。
【００１８】
　また、従来備えられている表示用画像データ格納部とデータ変換＆伝送部との間に、画
像切り出し処理部と画像拡大処理部と、該拡大処理された画像データを格納する表示用画
像データ格納部を追加する構成で実現するため、拡大画面専用の画像データを用意する必
要がなく、比較的簡単な構成で実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図１は、本発明の画面表示手段を実装する携帯端末の一例を示す外観図である。
【００２０】
　図１において、携帯端末１０１の上部筐体１０２には表示部１０３とレシーバ１０４が
設けられている。携帯端末１０１の下部筐体１０５にはテンキーとその他ファンクション
キー等で構成されたキー操作部１０６とマイク１０７が設けられ、側面にも上下キー１０
８，１０９を有している。
【００２１】
　本実施形態で用いられる携帯端末１０１の上部筐体１０２は、図１（ａ）、図１（ｂ）
に示すように、キー操作部１０６に対して表示部１０３が縦長方向の表示１０３ａまたは
横長方向の表示１０３ｂに切り替え可能となるように、下部筐体１０５に対して上部筐体
１０２が、縦長方向と横長方向に物理的に回動可能に連結された携帯端末を用いる。なお
、このような回動機構により縦長表示と横長表示に切り替え可能に構成された携帯端末は
、例えば特許文献３等に記載されている。
【００２２】
　図２は、本発明の実施形態を示す携帯端末のブロック図である。
【００２３】
　図２において、アンテナ４０１は電波の送受信を行う。無線送受信部４０２は送受信デ
ータの変復調を行う。データ処理部４０３は変調するデータおよび復調されたデータの処
理を行う。データ処理部４０３からの音声データについてはＤ／Ａ変換部４０４でデジタ
ル信号からアナログ信号に変換されてスピーカ４０５またはレシーバ４０６へ伝送される
。マイク４０８からのアナログ信号はＡ／Ｄ変換部４０７でデジタル信号に変換されデー
タ処理部４０３へ伝送される。受信したデータのうち音声以外の文字や画像データについ
ては、データ処理部４０３から表示用画像データ生成部４０９へ送られる。
【００２４】
　装置状態検出部４２０は表示部が縦長方向なのか横長方向なのかの検出を行う。キー入
力部４２１はテンキー、ファンクションキー、側面キーからの入力情報を検出する。制御
部４１８はプログラム記憶部４１９に格納されたプログラムに従って、すべてのブロック
の動作タイミングなどの制御を行う。また、制御部４１８は表示用画像データ生成部４０
９への指示も行う。表示用画像データ生成部４０９は制御部４１８からの指示とデータ処
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理部４０３からの文字または画像データから表示用画像データを生成し、表示用画像デー
タ格納部４１０へ格納する。
【００２５】
　従来の携帯端末では表示用画像データ格納部４１０とデータ変換＆伝送部４１３は直結
しているが、本発明ではスイッチ４１１とスイッチ４１２を設け、スイッチがａ側にある
ときには直結、スイッチがｂ側にあるときには、画像切り出し処理部４１５、画像拡大処
理部４１６、表示画像格納部４１７を介してデータ変換＆伝送部４１３へ接続される。
【００２６】
　従って、スイッチ４１１／４１２がａ側にあるときには、表示用画像データ格納部４１
０に格納された画像データが表示部４１４にそのまま表示される。一方、スイッチ４１１
／４１２がｂ側にあるときには、表示用画像データ格納部４１０に格納された画像データ
は、画像切り出し処理部４１５で一部分が切り出され、画像拡大処理部４１６で拡大され
、表示用画像データ格納部４１７に格納される。その後、表示部４１４までの処理は、ス
イッチ４１１／４１２がａ側にあるときと同様となる。
【００２７】
　スイッチ４１１／４１２の切り替えは、装置状態検出部４２０からの情報による。装置
状態検出部４２０より表示部が縦長方向に設定されていること（図１（ａ））を示す情報
が出力されている場合には、スイッチ４１１／４１２はａ側に切り替えられる。装置状態
検出部４２０より表示部が横長方向に設定されていること（図１（ｂ））を示す情報が出
力されている場合には、スイッチ４１１／４１２はｂ側に切り替えられる。
【００２８】
　図３～図４は、本実施形態の携帯端末に表示される画面の一例を示している。
【００２９】
　図３（ａ）は、縦長方向の表示部に表示された機能メニュー画面２０１ａによる通常表
示を示しており画面上部に各種アイコン２０２ａ～２０５ａ、画面中央に項目２０６ａ～
２１３ａ、画面下部にキーボタン説明２１４ａ～２１６ａが表示されている。図３（ｂ）
は、図３（ａ）に示すメニュー画面２０１ａが表示されている状態で、表示部１０３を縦
長方向（図１（ａ））から横長方向（図１（ｂ））に物理的に回転させて拡大表示に切り
替えたときの機能メニュー画面２０１ｂを示している。
【００３０】
　即ち、図３（ａ）は、スイッチ４１１／４１２がａ側に切り替えられて、縦長方向に設
定された表示部１０３ａに画面２０１ａを表示している通常の表示状態を示しており、図
３（ｂ）は、スイッチ４１１／４１２がｂ側に切り替えられて、横長方向に設定された表
示部１０３ｂに、画面２０１ｂを表示している状態をそれぞれ示している。
【００３１】
　横長方向の画面２０１ｂでは、縦長方向の画面２０１ａで表示されている画面の一部分
が切り出され、拡大されて表示される。その際、切り出し、拡大する一部分は、カーソル
で指示されている項目２０６ａを含む領域を一定領域として指定する。図３（ｂ）では、
画面２０１ａの上部を拡大した内容が画面２０１ｂとして表示されている。本発明では、
各種アイコン２０２ｂ～２０５ｂも項目２０６ｂ、２０７ｂと同様に拡大表示される。
【００３２】
　図４は、図３と同様の画面において拡大表示領域を変更する手段の例について示してお
り、横長方向の画面３０１ｂの状態で、キー操作部１０６内のカーソル移動キーによりカ
ーソルを移動させることにより、カーソルにあわせて拡大表示領域を変更（スクロール）
することができる。また、スクロールキー（図１の１０７、１０８）による操作でカーソ
ルが無い領域３０１ｃを表示させることも可能である。また、画像拡大処理部４１６での
拡大の倍率は、縦長方向画面３０１ａの横幅をＸ、縦長方向画面３０１ａの縦幅をＹとす
ると、拡大倍率＝Ｙ／Ｘとなる。
【００３３】
　図５は、本実施形態の基本動作を示すフローチャートである。以下、本実施形態の動作
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について図１～図５を参照して説明する。
【００３４】
　画面表示が開始されると、表示用画像データ生成部４０９にて通常表示（縦長表示）用
画像データが作成される（Ｓ５０２）。作成された画像データは、表示用画像データ格納
部４１０に格納される（Ｓ５０３）。次に、装置状態検出部４２０で表示部の方向を検出
する（Ｓ５０４）。Ｓ５０４で表示部が縦長方向である場合、スイッチ４１１／４１２を
ａ側に切り替え、表示用画像データ格納部４１０に格納されている表示用画像データを、
そのままデータ変換＆伝送部４１３を介して表示部４１４へ伝送して（Ｓ５０８）、縦長
画面１０３ａとして表示する。
【００３５】
　一方、表示部の方向検出（Ｓ５０４）で横長方向である場合、画像切り出し処理部４１
５にて、表示用画像データ格納部４１０に格納されている画像データから特定領域を切り
出し（Ｓ５０５）、切り出した画像を定倍率で拡大する（Ｓ５０６）。倍率については、
前述のとおり、（縦長方向画面の縦幅）／（縦長方向画面の横幅）である。拡大した画像
データを表示用画像データ格納部４１７に格納し（Ｓ５０７）、データ変換＆伝送部４１
３を介して表示部４１４へ伝送して（Ｓ５０８）、横長画面１０３ｂとして表示する。
【００３６】
　Ｓ５０８による画面表示中に画面表示が終了か否かの判定を行い（Ｓ５０９）、はいの
場合には、画面表示を終了する（Ｓ５１１）。いいえの場合は、表示用画像データ格納部
４１０に格納されている表示用画像の更新の有無を確認する（Ｓ５１０）。表示用画像更
新ありの場合は、表示用画像データ作成（Ｓ５０２）の処理へ戻る。表示用画像更新なし
の場合は、表示部の方向が切り替えられたか否かの判定を行い（Ｓ５１２）、表示部の方
向切り替えありの場合は、表示部の方向検出（Ｓ５０４）へ移行する。
【００３７】
　Ｓ５１２において表示部の方向切り替えなしの場合は、現在の表示が横方向表示か否か
の判定を行い（Ｓ５１３）、いいえの場合は、Ｓ５０９へ移行する。はいの場合には、表
示画面のスクロール操作が行われたか否かの判定を行い（Ｓ５１４）、いいえの場合はＳ
５０９に移行する。スクロール操作が行われた場合には、Ｓ５０５へ移行する。
【００３８】
　図６は、画像切り出し処理部４１５での切り出しを行う際に、カーソル表示がある場合
の動作を示すフローチャートであり、図５に示すフローチャートとは、横方向表示におい
て、カーソル表示がある場合には、カーソル位置を中心に切り出しを行い、カーソル表示
が無い場合には、先頭行を基準に表示用画像データから特定領域を切り出す操作を行うよ
うにしている点で相違するが、その他の動作は、図５に示すフローチャートと同様である
ので、詳細説明は省略する。
【００３９】
　図７は、本発明の他の実施形態を示す携帯端末における表示画面の一例を示す図である
。
【００４０】
　本実施形態の基本的構成は上記の実施形態の通りであるが、本実施形態では、切り出し
および拡大表示する領域の選択方法についてさらに工夫している。即ち本実施形態では、
カーソル表示がない待受画面などで縦長画面７０１ａから横長画面７０２ｂに変化させて
拡大表示する場合に、７０２ａおよび７０２ｃのような破線で拡大表示する領域を縦長画
面の状態で選択できるようにする。
【００４１】
　そして、縦長画面の状態で拡大表示する領域を破線枠で７０１ａあるいは７０２ｃのよ
うに選択した後、表示部１０３とレシーバ１０４が設けられている上部筐体１０２を９０
度回転させて縦長画面から横長画面に切り替えると、縦長画面上で破線枠により選択され
た領域が、７０２ｂあるいは７０２ｄのように拡大されて横長画面上に表示される。
【図面の簡単な説明】
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【００４２】
【図１】本発明の画面表示手段を実装する携帯端末の一例を示す外観図である。
【図２】本発明の実施形態を示す携帯端末のブロック図である。
【図３】本実施形態の携帯端末に表示される画面の一例を示す図である。
【図４】本実施形態の携帯端末に表示される画面の一例を示す図である。
【図５】本実施形態の基本動作を示すフローチャートである。
【図６】本実施形態の基本動作を示すフローチャートである。
【図７】本発明の他の実施形態を示す携帯端末における表示画面の一例を示す図である。
【図８】従来の携帯端末表示部で表示される画面拡大表示方法を示す図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１０１　携帯端末
　１０２　上部筐体
　１０３　表示部
　１０４　レシーバ
　１０５　下部筐体
　１０６　キー操作部
　１０７　マイク
　１０８、１０９　上下キー
　４０１　アンテナ
　４０２　無線送受信部
　４０３　データ処理部
　４０４　Ｄ／Ａ変換部
　４０５　スピーカ
　４０６　レシーバ
　４０７　Ａ／Ｄ変換部
　４０８　マイク
　４０９　表示用画像データ生成部
　４１０　表示用画像データ格納部
　４１１、４１２　スイッチ
　４１３　データ変換＆伝送部
　４１４　表示部
　４１５　画像切り出し処理部
　４１６　画像拡大処理部
　４１７　表示画像格納部
　４１８　制御部
　４１９　プログラム記憶部
　４２０　装置状態検出部
　４２１　キー入力部
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