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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着脱自在な外部出力装置が接続された状態で記録内容の再生開始が指示された際に、こ
の外部出力装置に対して再生動作を開始させる携帯端末装置であって、
　外部出力装置が接続されたか否かを検出する検出手段と、
　外部出力装置が接続されている状態で前記記録内容を再生出力している再生動作中にあ
って前記検出手段によって当該外部出力装置の非接続が検出された際に、この再生動作を
停止制御する再生停止手段と、
　前記再生動作の停止中にあって、前記検出手段によって前記外部出力装置の再接続が検
出された際は、当該外部出力装置への再生動作を再開させる第1再生再開手段と、
　前記再生動作の停止中にあって、前記外部出力装置の再接続が検出されずにユーザによ
る再生関連操作が行われた際は、当該携帯端末装置に設けられた内部出力手段へその再生
出力先を切り替えて再生動作を再開させる第２再生再開手段と、
　を具備したことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項２】
　着脱自在な外部出力装置としてイヤホーン、ヘッドホーン、外付けスピーカのうち、少
なくともその何れかを接続可能な接続部を有する、ことを特徴とする請求項1記載の携帯
端末装置。
【請求項３】
　外部出力装置が接続されている状態での再生動作中であって当該外部出力装置の非接続
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が検出された際に、その旨を警告表示する、ようにしたことを特徴とする請求項1記載の
携帯端末装置。
【請求項４】
　映像付き音声情報を再生出力している再生動作中であって前記外部出力装置の非接続が
検出された際に、当該音声情報の再生動作を停止制御するほか、映像情報の再生動作も合
わせて停止制御する、ようにしたことを特徴とする請求項1記載の携帯端末装置。
【請求項５】
　前記再生動作の停止制御は、一時的な停止であり、前記映像情報の再生を一時停止して
いる間、その停止時の映像情報を固定表示する、ようにしたことを特徴とする請求項４記
載の携帯端末装置。
【請求項６】
　コンピュータに対して、
　着脱自在な外部出力装置が接続された状態で記録内容の再生開始が指示された際に、こ
の外部出力装置に対して再生動作を開始させる機能と、
　外部出力装置が接続されたか否かを検出する機能と、
　外部出力装置が接続されている状態で前記記録内容を再生出力している再生動作中にあ
って前記検出手段によって当該外部出力装置の非接続が検出された際に、この再生動作を
停止制御する機能と、
　前記再生動作の停止中にあって、前記外部出力装置の再接続が検出された際は、当該外
部出力装置への再生動作を再開させる機能と、
　前記再生動作の停止中にあって、前記外部出力装置の再接続が検出されずにユーザによ
る再生関連操作が行われた際は、当該コンピュータに設けられた内部出力手段へその再生
出力先を切り替えて再生動作を再開させる機能と、
　を実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、着脱自在な外部出力装置を備えた携帯端末装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、スピーカ内蔵型のオーディオ装置では、ヘッドホーンを接続した状態で音楽、
ニュース番組などを鑑賞している最中にヘッドホーンのプラグがそのジャック部から抜け
外れると、突然、内蔵スピーカから大音量が発生されることがある。
　そこで、従来では、ヘッドホーンが外れて内蔵スピーカに出力が切り換わった場合に、
この内蔵スピーカの音量を適正レベルに抑制すると共に、その後、ユーザ操作で所望する
音量に調整可能とした技術が知られている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平１０－１４５８８４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、上述した技術は、ヘッドホーンが外れた場合でも、それまで鑑賞してい
た音楽などを引き続いて聞くことができるように内蔵スピーカに切り換えることを前提と
したものであり、そのときの音量を適正レベルに調整したとしても電車内のような公衆の
場では周囲の他の人達に迷惑をかけてしまう。そこで、ヘッドホーンから内蔵スピーカへ
の切り換え時に音量レベルを“０（消音）”に自動調整すればよいが、ヘッドホーンが再
接続されるまでは消音状態のままとなるため、例えば、放送番組をリアルタイムに聞いて
いるような場合には、ヘッドホーンが外れてから再接続されるまでの間の放送内容を聞き
逃がしてしまう。また、録音内容を再生出力しているときにヘッドホーンが外れた場合に
は、戻し操作を行って再生位置を調整する必要があるが、中断位置まで正確に戻すことは
極めて困難であり、正確に戻さなければ、その一部分を聞き逃してしまうこともあった。
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【０００４】
　本発明の課題は、外部出力装置への記録内容の再生出力中に当該外部出力装置の接続が
外れたとしても、その後の再生時は、その記録内容を引き続いて出力できるようにするこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明は、着脱自在な外部出力装置が接続された状態で記録内容の再生開始が指示さ
れた際に、この外部出力装置に対して再生動作を開始させる携帯端末装置であって、外部
出力装置が接続されたか否かを検出する検出手段と、外部出力装置が接続されている状態
で前記記録内容を再生出力している再生動作中にあって前記検出手段によって当該外部出
力装置の非接続が検出された際に、この再生動作を停止制御する再生停止手段と、前記再
生動作の停止中にあって、前記検出手段によって前記外部出力装置の再接続が検出された
際は、当該外部出力装置への再生動作を再開させる第1再生再開手段と、前記再生動作の
停止中にあって、前記外部出力装置の再接続が検出されずにユーザによる再生関連操作が
行われた際は、当該携帯端末装置に設けられた内部出力手段へその再生出力先を切り替え
て再生動作を再開させる第２再生再開手段と、を具備したことを特徴とする。
【０００６】
　なお、請求項１記載の発明は次のようなものであってもよい。
 内部出力装置を有するほか、着脱自在な外部出力装置としてイヤホーン、ヘッドホーン
、外付けスピーカのうち、少なくともその何れかを接続可能な接続部を有する（請求項２
記載の発明）。
【０００７】
　外部出力装置が接続されている状態での再生動作中であって当該外部出力装置の非接続
が検出された際に、その旨を警告表示する（請求項３記載の発明）。
【０００８】
　映像付き音声情報を再生出力している再生動作中であって前記外部出力装置の非接続が
検出された際に、当該音声情報の再生動作を停止制御するほか、映像情報の再生動作も合
わせて停止制御する（請求項４記載の発明）。
　この場合、前記再生動作の停止制御は、一時的な停止であり、前記映像情報の再生を一
時停止している間、その停止時の映像情報を固定表示するようにしてもよい（請求項５記
載の発明）。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明によれば、再生動作中に外部出力装置が外れても、他人への迷惑を防ぐことが
できるほか、その影響を受けることなく、連続的な再生が可能となり、聞き逃し部分の発
生を防止することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
 （実施例１）
　以下、図１～図３を参照して本発明の第1実施例を説明する。
　この実施例は、携帯端末装置として携帯電話装置に適用した場合を例示したもので、図
１は、この携帯電話装置の基本的な構成要素を示したブロック図である。
　ＣＰＵ１は、記憶部２内の各種のプログラムに応じてこの携帯電話装置の全体動作を制
御する中央演算処理装置である。記憶部２は、不揮発性メモリ(内部メモリ)であり、例え
ば、フラッシュメモリなどによって構成され、プログラム領域とデータ領域とを有し、こ
のプログラム領域には、後述する図２及び図３に示す動作手順に応じて本実施例を実現す
るためのプログラムが格納されている。記録メディア３は、着脱自在な可搬型メモリで、
撮影画像データ、各種のデータ、プログラムを外部供給するもので、例えば、スマートメ
ディア、ＩＣカードなどによって構成されている。メモリ４は、ワーク領域を有する内部
メモリで、例えば、ＤＲＡＭ（Direct Random Access Memory）、ＳＤＲＡＭ（Synchrono
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us DRAM）などによって構成されている。
【００２６】
　電話通信部５は、アンテナ６に接続された送受信デュプレクサの受信側から信号を取り
込んで受信ベースバンド信号に復調した後に、音声データ、映像データとして出力し、映
像データは、映像出力部７を介してＬＣＤ（液晶表示器）などのディスプレイ装置８に表
示され、また、音声データは、音声出力部９、アンプ１０を介して内蔵スピーカ１１から
音声出力される。また、電話通信部５は、マイクロフォン（図示せず）から入力された音
声データを送信ベースバンド信号に符号化した後に、送受信デュプレクサの送信側に与え
られ、アンテナ６から発信出力される。
【００２７】
　テレビ受信部１２は、ＴＶアンテナ１３を備え、例えば、携帯電話などの携帯受信機向
けの地上波デジタルテレビ放送を受信するもので、テレビ映像及び音声情報以外にも電子
番組表(ＥＰＧ)なども含めて受信可能である。そして、テレビ受信部１２は、専用ＣＰＵ
、ＴＶアンテナ１３に接続されている受信部、受信したテレビ放送を映像信号と音声信号
とに分離する増幅分離部、圧縮データを解凍するデコード部などを有する構成となってお
り、このテレビ受信部１２から出力されたテレビ映像信号は、映像出力部７を介してディ
スプレイ装置８に表示され、また、テレビ音声信号は、音声出力部９、アンプ１０を介し
て内蔵スピーカ１１から発生出力される。
【００２８】
　音声出力部９は、デジタル音声情報をデジタル／アナログ変換すると共に、ユーザ操作
に応じて電子ボリュームを作動させて音量レベルを調整するもので、この音声出力部９に
は、アンプ１０を介して内蔵スピーカ１１が接続されているほか、アンプ１４を介してイ
ヤホーン１５が接続されている。ＣＰＵ１は、イヤホーン１５がそのジャック部１６に差
し込まれた際には、内蔵スピーカ１１に代えて音声情報をイヤホーン１５から出力させる
。すなわち、イヤホーン１５が接続されていないときには、内蔵スピーカ１１から音声出
力させ、イヤホーン１５が接続されているときには、イヤホーン１５から音声出力させる
。なお、音声情報とは、音声以外にも音楽などを含む広義の音響情報である（以下、同様
）。
【００２９】
　イヤホーン接続検出部１７は、プルアップ抵抗、スイッチング素子などを有する構成で
、イヤホーン１５がそのジャック部１６に接続されているか否か、言い換えれば、イヤホ
ーン１５のプラグがそのジャック部１６から抜けたか否かの接続状態を検出するもので、
ＣＰＵ１は、イヤホーン接続検出部１７からの検出信号を常時監視し、この検出信号に基
づいてイヤホーン１５の接続／非接続を判別し、その判別結果に基づいてスピーカ用アン
プ１０、イヤホーンアンプ１４をＯＮ／ＯＦＦさせる。例えば、ＣＰＵ１は、イヤホーン
１５が接続されていない状態では、イヤホーン接続検出部１７の検出信号はハイレベルと
なり、音声出力部９を介してスピーカ用アンプ１０をＯＮさせ、イヤホーン１５が接続さ
れている状態では、イヤホーン接続検出部１７の検出信号はローレベルとなり、音声出力
部９を介してイヤホーンアンプ１４をＯＮさせるようにしている。
【００３０】
　キー操作部１８は、押しボタン式の各種のキーを備え、ダイヤル入力、文字入力、コマ
ンド入力などを行うもので、キー操作部１８には、例えば、動作モード(メールモード、
テレビ受信モードなど)に切り換えるモードキーと、テレビ受信を終了させるテレビ終了
キー、テレビ放送の録画（録音を含む）を指示する録画キー、録画再生の一時停止を指示
する一時停止キー、録画再生の中止を指示する中止キー、音声ボリューム調整キーなどを
有し、ＣＰＵ１は、キー操作部１８からのキー入力信号に応じた処理を実行する。
【００３１】
　録画部１９は、テレビ放送内容を録画する大容量の半導体メモリあるいは小型ハードデ
ィスクなどを有する構成で、例えば、最大５～６分程度の録画が可能となっている。なお
、放送内容の録画とは、映像情報の録画に限らず、それに付加されている音声情報の録音
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を含むことを意味している。ここで、ＣＰＵ１は、録画部１９から音声・映像情報を読み
出して再生出力させるが、その際、音声出力は、内蔵スピーカ１１あるいはイヤホーン１
５から行われる。ここで、イヤホーン１５が接続されている状態での再生動作中にイヤホ
ーン接続検出部１７によってイヤホーン１５の非接続が検出されると、この再生動作（録
音・録画の再生動作）を一時停止するようにしている。なお、録画部１９にテレビ放送内
容を録画する場合に限らず、記録メディア３に録画するようにしてもよい。
【００３２】
　次ぎに、第１実施例における携帯電話装置の動作概念を図２及び図３に示すフローチャ
ートを参照して説明する。ここで、これらのフローチャートに記述されている各機能は、
読み取り可能なプログラムコードの形態で格納されており、このプログラムコードにした
がった動作が逐次実行される。また、伝送媒体を介して伝送されてきた上述のプログラム
コードに従った動作を逐次実行することもできる。このことは後述する他の実施例におい
ても同様であり、記録媒体のほかに、伝送媒体を介して外部供給されたプログラム／デー
タを利用してこの実施例特有の動作を実行することもできる。
【００３３】
　図２及び図３は、録画再生がユーザ指定された際に実行開始されるフローチャートであ
る。
　先ず、ＣＰＵ１は、テレビ放送番組を録画する毎に録画部１９に記憶保持された各種の
録画ファイルの中から任意の録画ファイルが再生対象としてユーザ選択されると（ステッ
プＡ１）、この選択ファイルを再生対象として取り込んだ後、再生開始の指示待ちとなる
（ステップＡ２）。ここで、再生開始が指示されると、イヤホーン接続検出部１７からの
検出信号に基づいてイヤホーン１５の接続有無をチェックし（ステップＡ３）、イヤホー
ン１５が接続されていれば、イヤホーン用アンプ１４をＯＮさせた後に（ステップＡ４）
、外部スピーカであるイヤホーン１５を使用して音声再生を行う旨の案内を表示出力させ
るが（ステップＡ５）、イヤホーン１５が接続されていなければ（ステップＡ３でＮＯ）
、スピーカ用アンプ１０をＯＮさせた後に（ステップＡ６）、内蔵スピーカ１１を使用し
て音声再生を行う旨の案内を表示出力させる（ステップＡ７）。
【００３４】
　そして、上述のようにして再生対象として選択された録画部１９内の選択ファイルから
音声付き映像情報を順次読み出してその再生出力を開始させるために、映像出力部７及び
音声出力部９をＯＮすると共に、選択ファイルから読み出した映像情報を映像出力部７に
与えてディスプレイ装置８から表示出力させ、また、選択ファイルから読み出した音声情
報を音声出力部９に与えて内蔵スピーカ１１あるいはイヤホーン１５から発生出力させる
（ステップＡ８）。この再生動作中においてＣＰＵ１は、イヤホーン接続検出部１７をア
クセスしてイヤホーン１５の接続有無をチェックすることによってイヤホーン１５が抜け
たか否かを調べる（ステップＡ９）。
【００３５】
　いま、イヤホーン１５が接続されたままの状態であれば、再生動作の一時停止がユーザ
指示されたか否かをチェックし（ステップＡ１０）、一時停止が指示されなければ、ステ
ップＡ１１に移り、当該選択ファイルから音声付き映像情報を全て再生し終わったか（再
生終了か）あるいは再生中止がユーザ指示されたかをチェックする。ここで、再生終了が
検出されなかった場合あるいは再生中止がユーザ指示されなかった場合には、ステップＡ
９に戻り、再生動作を継続実行する。
【００３６】
　そして、この再生動作中に一時停止が指示された際には（ステップＡ１０でＹＥＳ）、
音声・映像の再生出力を一時停止させた後に（ステップＡ１２）、選択ファイルの停止位
置を一時記憶しておく（ステップＡ１３）。この場合、音声情報、映像情報の読み出し動
作を一時停止することによって音声出力部９、映像出力部７への情報供給が遮断されるが
、この一時停止中、映像情報はそのまま固定表示され、一時停止時の映像画面がそのまま
表示出力される。そして、ユーザからの再生指示の有無（ステップＡ１４）あるいは再生
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中止指示の有無を判別し（ステップＡ１５）、再生指示あるいは中止指示があるまで待機
状態となる。
【００３７】
　ここで、再生指示を受けた場合には（ステップＡ１４でＹＥＳ）、一時記憶されている
停止位置を読み出し、この停止位置から音声・映像の再生出力を再開させた後に（ステッ
プＡ１６）、上述のステップＡ９に戻って再生動作を継続実行するが、中止指示を受けた
場合には（ステップＡ１５でＹＥＳ）、音声・映像の再生出力を終了させる再生終了処理
として、イヤホーン用アンプ１４あるいはスピーカ用アンプ１０をＯＦＦすると共に、映
像出力部７及び音声出力部９をＯＦＦする（ステップＡ１７）。
【００３８】
　一方、上述のような再生動作中にイヤホーン１５が抜けたことが検出された場合には（
ステップＡ９でＹＥＳ）、図３のステップＡ１８に移り、音声・映像の再生出力を一時停
止させた後、選択ファイルの停止位置を一時記憶しておく（ステップＡ１９）。この場合
においても、映像情報は一時停止時中、そのまま固定表示される。そして、イヤホーン用
アンプ１４をＯＦＦすると共に（ステップＡ２０）、イヤホーン１５が抜けたことを案内
する警告メッセージを表示出力させる（ステップＡ２１）。
【００３９】
　この状態において、再度、イヤホーン１５の接続有無をチェックすることによってイヤ
ホーン１５が接続されたか否かを調べ（ステップＡ２２）、イヤホーン１５が非接続のま
まであれば、ユーザからの再生指示あるいは音量調整用のボリューム操作が行われたか（
ステップＡ２３）あるいは再生中止がユーザ指示されたかをチェックする（ステップＡ２
４）。ここで、イヤホーン１５が抜けたままの状態で再生指示／ボリューム操作／中止指
示の何れも無ければ、ステップＡ２２に戻って待機状態となる。いま、イヤホーン１５が
接続された場合に（ステップＡ２２でＹＥＳ）、ＣＰＵ１は、イヤホーン用アンプ１４を
ＯＮすると共に（ステップＡ２５）、一時記憶されている停止位置を読み出し、この停止
位置から音声・映像情報を読み出してその再生出力を再開させる（ステップＡ２６）。こ
の場合、音声情報は、イヤホーン１５から発生出力される。そして、図２のステップＡ９
に戻って再生動作を継続実行する。
【００４０】
　また、イヤホーン１５が抜けたままの状態で再生指示あるいはボリューム操作が行われ
た場合に（ステップＡ２３でＹＥＳ）、ＣＰＵ1は、スピーカ用アンプ１０をＯＮすると
共に（ステップＡ２７）、内蔵スピーカ１１からの再生に切り換わることを案内するため
の案内メッセージを表示させた後に（ステップＡ２８）、上述のステップＡ２６に移り、
一時記憶されている停止位置を読み出し、この停止位置から音声・映像の再生出力を再開
させる。この場合、音声情報は、内蔵スピーカ１１から発生出力される。なお、イヤホー
ン１５が抜けたままの状態で再生中止が指示された場合には（ステップＡ２４）、図２の
ステップＡ１７に移って再生終了処理が行われる。
【００４１】
　以上のように、この第１実施例においてＣＰＵ１は、イヤホーン１５が接続されている
状態で録画部１９内の音声・映像情報を再生出力している再生動作中にあってイヤホーン
接続検出部１７によってイヤホーン１５の非接続が検出された際に、この再生動作を停止
制御するようにしたから、録音再生出力中にイヤホーン１５の接続が外れたとしても、内
蔵スピーカ１１からの出力を禁止できるほか、その後の再生時には、音声・映像情報を引
き続いて出力することができる。つまり、再生動作中にイヤホーン１５が外れても、他人
への迷惑を防ぐことができるほか、その影響を受けることなく、連続的な再生が可能とな
る。
【００４２】
　この場合、ＣＰＵ１は、イヤホーン１５が接続されている状態での再生動作中であって
イヤホーン１５の非接続が検出された際に、その旨の警告メッセージを表示出力するよう
にしたから、イヤホーン１５の不本意な抜けを報知することができる。
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　また、映像・音声情報を再生出力している再生動作中であってイヤホーン１５の非接続
が検出された際に、音声情報の再生動作を停止制御するほか、映像情報の再生動作も合わ
せて停止制御するようにしたから、テレビ放送の録画視聴時にも対応可能となる。この場
合、映像情報の再生を一時停止している間、その停止時の映像情報を固定表示するように
したから、映像の表示状態によってイヤホーン１５の不本意な抜けを知ることができる。
【００４３】
　ＣＰＵ１は、再生動作を一時停止させている状態でイヤホーン１５の再接続が検出され
た際に、再生動作を継続するようにしたから、イヤホーン１５を再接続するだけで再生動
作を継続することができる。また、イヤホーン１５に対して再生動作を停止している状態
で再生指示操作が行われた際には、内蔵スピーカ１１に対して再生動作を継続するように
したから、ユーザ指示に応じてイヤホーン１５から内蔵スピーカ１１への切り換えを即座
に行うことができる。
【００４４】
　なお、上述した第１実施例においては、イヤホーン１５が接続されている再生動作中に
イヤホーン１５が外れた際に、再生動作を一時停止するようにしたが、そのときの再生位
置（停止位置）を記憶保持しながら再生動作を停止（終了）させるようにしてもよい。こ
の場合、その再生開始が再度指示された場合には、再生位置（停止位置）のセット有無を
チェックし、再生位置がセットされていれば、その位置から再生を開始するようにしても
よい。
【００４５】
　また、上述した第１実施例においては、テレビ放送番組の録画内容を再生出力するよう
にしたが、再生対象はテレビ録画に限らず、記録メディア３によって外部供給された音楽
情報、映像付き音声情報などを再生出力する場合であってもよい。
　また、通話の音声内容を録音して再生出力するようにしてもよい。また、上述した第１
実施例においては、外部出力装置としてイヤホーン１５を例示したが、ヘッドホーン、外
付けスピーカであってもよく、また、イヤホーン、ヘッドホーン、外付けスピーカを接続
可能としてもよい。
　 （実施例２）
【００４６】
　以下、この発明の第２実施例について図４及び図５を参照して説明する。
　なお、上述した第１実施例においては、録画部１９内の音声・映像情報を再生出力して
いる再生動作中にイヤホーン１５が抜かれた際に、この再生動作を停止制御するようにし
たが、テレビ放送を受信しながらその放送内容を出力している場合に、イヤホーン１５が
抜かれた際に、この放送内容の出力を抑制（出力禁止）すると共に、それ以降に受信した
テレビ放送を逐次録画するようにしたものである。
　ここで、両実施例において基本的あるいは名称的に同一のものは、同一符号を付して示
し、その説明を省略すると共に、以下、第２実施例の特徴部分を中心に説明するものとす
る。
【００４７】
　図４及び図５は、ＴＶアプリケーションの起動に伴って実行開始されるフローチャート
であり、キー操作部１７上のモードキーによって「テレビ受信モード」が選択指定された
際に実行開始される。
　先ず、ＣＰＵ１は、ＴＶアプリケーションが起動された後に、チャンネル選択ボタンに
よって所望するチャンネルが選択指定されると、選択チャンネルの放送内容を取得する（
ステップＢ１）。そして、イヤホーン接続検出部１７からの検出信号に基づいてイヤホー
ン１５の接続有無をチェックし（ステップＢ２）、イヤホーン１５が接続されていれば、
イヤホーン用アンプ１４をＯＮさせた後に（ステップＢ３）、外部スピーカであるイヤホ
ーン１５を使用して音声再生を行う旨の案内メッセージを表示出力させるが（ステップＢ
４）、イヤホーン１５が接続されていなければ、スピーカ用アンプ１０をＯＮさせた後に
（ステップＢ５）、内蔵スピーカ１１を使用して音声再生を行う旨の案内を表示出力させ
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る（ステップＢ６）。
【００４８】
　そして、受信した選択チャンネルの放送内容の出力を開始させるために、映像出力部７
及び音声出力部９をＯＮすると共に、映像情報を映像出力部７に与えてディスプレイ装置
８から表示出力させ、また、音声情報を音声出力部９に与えて内蔵スピーカ１１あるいは
イヤホーン１５から発生出力させる（ステップＢ７）。そして、テレビ放送出力中にイヤ
ホーン接続検出部１７をアクセスしてイヤホーン１５の接続有無をチェックすることによ
ってイヤホーン１５が抜けたか否かを調べる（ステップＢ８）。いま、イヤホーン１５が
接続されたままの状態であれば、ユーザ指示の有無をチェックし（ステップＢ９）、テレ
ビ受信出力の終了が指示された場合には（ステップＢ１０でＹＥＳ）、このフローの終了
となるが、その他の指示を受けた場合には、指示内容に応じた対応処理として、チャンネ
ルの切り換え、音量変更などが行われる（ステップＢ１１）。以下、受信チャンネルの音
声・映像を出力するステップＢ７に戻る。
【００４９】
　一方、テレビ放送出力中にイヤホーン１５が抜かれた場合には（ステップＢ８でＹＥＳ
）、イヤホーン用アンプ１４をＯＦＦすると共に（図５のステップＢ１２）、映像出力を
ＯＦＦした後（ステップＢ１３）、受信チャンネルの放送内容を録画部１９に録音・録画
する動作を開始する（ステップＢ１４）。そして、イヤホーン１５が抜けたことを案内す
る警告メッセージを表示出力させる（ステップＢ１５）。この状態において、イヤホーン
接続検出部１７をアクセスしてイヤホーン１５の接続有無をチェックすることによってイ
ヤホーン１５が接続されたか否かを調べ、イヤホーン１５が接続されるまで待機する（ス
テップＢ１６）。
【００５０】
　ここで、イヤホーン１５が接続された場合には（ステップＢ１６でＹＥＳ）、イヤホー
ン用アンプ１４をＯＮすると共に（ステップＢ１７）、録画部１９の内容を再生出力する
か否かを問い合わせる再生要否を示すメッセージを表示出力させる（ステップＢ１８）。
いま、ユーザから再生指示が無く、現在放送中の内容をそのまま視聴することを希望する
場合には（ステップＢ１９でＮＯ）、録画動作を終了させる（ステップＢ２０）。以下、
受信チャンネルの音声・映像を出力するステップＢ７に戻る。また、ユーザから再生指示
を受けた場合には（ステップＢ１９でＹＥＳ）、録画動作をそのまま継続しながらタイム
シフト再生を開始する（ステップＢ２１）。すなわち、録画部１９からイヤホーン１５が
抜けたときの録画位置を再生位置としてフィードバックし、この位置から音声・映像情報
を読み出しながら再生動作を開始する。
【００５１】
　この録画再生中にユーザから戻り指示を受けたか（ステップＢ２２）、再生終了の指示
を受けたかをチェックし（ステップＢ２３）、戻り指示を受けた場合には、再生出力を停
止させると共に（ステップＢ２４）、録画動作を終了させた後に（ステップＢ２０）、受
信チャンネルの音声・映像を出力するステップＢ７に戻るが、終了指示を受けた場合には
（ステップＢ２３でＹＥＳ）、再生出力の停止及び録画動作の終了後（ステップＢ２５）
、イヤホーン用アンプ１４あるいはスピーカ用アンプ１０をＯＦＦすると共に、映像出力
部７及び音声出力部９をＯＦＦする（ステップＢ２６）。
【００５２】
　以上のように、この第２実施例においてＣＰＵ１は、イヤホーン１５が接続されている
状態で受信したテレビ放送を出力している放送出力中にイヤホーン１５の非接続が検出さ
れた際に、テレビ放送の出力を一時停止すると共に、それ以降に受信したテレビ放送を逐
次録画するようにしたから、テレビ放送出力中にイヤホーン１５が外れたとしても、他人
への迷惑を防ぐことができるほか、それ以降に受信したテレビ放送を必要に応じて再生出
力することができる。つまり、テレビ視聴中にイヤホーン１５が外れても、その影響を受
けることなく、連続的な視聴が可能となる。
【００５３】
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　この場合、テレビ放送の録画中にイヤホーン１５の再接続が検出された際に、この録画
内容をイヤホーン１５に対して再生出力するようにしたから、イヤホーン１５を再接続す
るだけで再生内容を視聴することができる。また、テレビ放送の録画中にイヤホーン１５
の再接続が検出された際に、この録画内容をイヤホーン１５に対して再生出力するか、こ
の再接続後に受信した現在のテレビ放送をイヤホーン１５に対して出力するかを任意に選
択する選択操作を受け付けると共に、この選択操作に従った出力を実行するようにしたか
ら、再接続後の出力形式をユーザの要望に応じて選択することができる。
【００５４】
　なお、上述した第２実施例においては、イヤホーン１５が抜けたときの録画位置を再生
位置としてフィードバックして再生出力するようにしたが、イヤホーン１５が抜けたとき
の少し前（例えば、３秒前）から再生出力を開始するようにしてもよい。また、テレビ放
送を視聴する場合を例示したが、インターネットからダウンロード受信した映画、音楽で
あってもよい。また、外部出力装置としては、イヤホーン１５に限らず、ヘッドホーン、
外付けスピーカであってもよく、また、イヤホーン、ヘッドホーン、外付けスピーカを接
続可能としてもよい。
　その他、テレビ機能付き携帯電話装置に適用した場合を示したが、電子腕時計、ＰＤＡ
、電子カメラ装置、音楽再生機などであってもよい。
【００５５】
　一方、コンピュータに対して、上述した各手段を実行させるためのプログラムコードを
それぞれ記録した記録媒体（例えば、ＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク、ＲＡＭカー
ド等）を提供するようにしてもよい。すなわち、コンピュータが読み取り可能なプログラ
ムコードを有する記録媒体であって、着脱自在な外部出力装置が接続された際に、この外
部出力装置に対して録音内容を再生出力する機能と、外部出力装置が接続されたか否かを
検出する機能と、外部出力装置が接続されている状態で録音内容を再生出力している再生
動作中にあって当該外部出力装置の非接続が検出された際に、この再生動作を停止制御す
る機能とを実現させるためのプログラムを記録したコンピュータが読み取り可能な記録媒
体を提供するようにしてもよい。
【００５６】
　また、コンピュータが読み取り可能なプログラムコードを有する記録媒体であって、外
部から音響情報を受信すると共に、この音響情報を着脱自在な外部出力装置に対して出力
する機能と、外部出力装置が接続されたか否かを検出する機能と、外部出力装置が接続さ
れている状態で前記音響情報を出力している出力中にあって当該外部出力装置の非接続が
検出された際に、この音響情報の出力を抑止制御すると共に、それ以降に受信した音響情
報を逐次記録する機能とを実現させるためのプログラムを記録したコンピュータが読み取
り可能な記録媒体を提供するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】携帯端末装置として適用したテレビ機能付き携帯電話装置の基本的な構成要素を
示したブロック図。
【図２】録画再生がユーザ指定された際に実行開始されるフローチャート。
【図３】図２に続く、フローチャート。
【図４】第２実施例において、ＴＶアプリケーションの起動に伴って実行開始されるフロ
ーチャート。
【図５】図４に続く、フローチャート。
【符号の説明】
【００５８】
 １　ＣＰＵ
 ２　記憶部
 ４　メモリ
 ５　電話通信部
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 ７　映像出力部
 ８　ディスプレイ装置
 ９　音声出力部
 １１　内蔵スピーカ
 １２　テレビ受信部
 １４　イヤホーン用アンプ
 １５　イヤホーン
 １６　イヤホーンジャック部
 １７　イヤホーン接続検出部
 １８　キー操作部
 １９　録画部

【図１】 【図２】
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