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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも第１カメラ部と第２カメラ部とを含む複数のカメラ部で構成される撮像部と
、画像を表示可能な表示部と、撮影ボタンとを備えた携帯通信機器であって、
　使用するカメラ部を選択するための選択手段と、
　音声通信と共に画像の送受信も可能な通信方式を選択、開始するための第一通話開始手
段と、
　上記選択されたカメラ部より得られる画像を、上記表示部上に第一のウインドウ画面を
開き、該第一のウインドウ内に表示することができる表示手段とを有し、
　上記第一通話開始手段を操作することにより、通信相手との通信を開始し、該カメラ部
からの画像を通信相手に送信することができると同時に通信相手からの画像及びＩＤ情報
を受信し、該画像又はＩＤ情報を上記表示部に表示することができ、
　上記通信中において、上記撮影ボタンを操作することにより、選択されていないカメラ
部が動作可能になり、該選択されていないカメラ部からの画像が、さらに、上記表示部上
に第二のウインドウ画面を開き、該第二のウインドウ内に表示することができると同時に
通信相手に送信され、
　通信相手が備える異なるカメラ部にてそれぞれ撮影された２種類の画像を通信相手から
受信した場合は、その一方の画像であってかつ当該２種類の画像を受信するまでは表示部
に表示されていなかった画像を上記表示部上に第三のウインドウ画面を開き、該第三のウ
インドウ内に表示することができることを特徴とする携帯通信機器。
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【請求項２】
　上記撮影ボタンを、予め定められた所定の時間より短く押下した場合は、静止画を撮影
し、該所定時間より長く押下した場合は、その押下している時間内の動画を撮影すること
を特徴とする請求項１に記載の携帯通信機器。
【請求項３】
　上記撮影ボタンを、押下することで上記選択されていないカメラ部が動作可能になり、
さらに上記撮影ボタンを押下することによって上記選択されていないカメラ部を介して画
像を撮影することができる事を特徴とする請求項１または２に記載の携帯通信機器。
【請求項４】
　第二通話開始手段を有し、該第二通話開始手段を操作することにより、画像送信を伴わ
ない通信を開始することができることを特徴とする請求項１から３の何れか１項に記載の
携帯通信機器。
【請求項５】
　上記第１カメラ部と第２カメラ部が、互いに異なる面上に配置されることを特徴とする
請求項１から４の何れか１項に記載の携帯通信機器。
【請求項６】
　少なくとも第１カメラ部と第２カメラ部とを含む複数のカメラ部で構成される撮像部と
、画像を表示可能な少なくとも第１表示部と第２表示部を含む複数の表示部と、撮影ボタ
ンとを備えた携帯通信機器であって、
　使用するカメラ部を選択するための選択手段と、
　音声通信と共に画像の送受信も可能な通信方式を選択、開始するための第一通話開始手
段と、
　通信相手から音声通信と共に画像を受信した場合は該画像を、画像を受信しない場合は
通信相手を特定できる情報を上記第１表示部に表示でき、上記選択されたカメラ部より得
られる画像を、上記第２表示部上に表示することができる表示手段とを有し、
　上記第一通話開始手段を操作することにより、通信相手との通信を開始し、該カメラ部
からの画像を通信相手に送信することができると同時に通信相手からの画像を受信するこ
とができ、
　上記通信中において、上記撮影ボタンを操作することにより、選択されていないカメラ
部が動作可能になり、該選択されていないカメラ部からの画像が、上記第２表示部上にウ
インドウ画面を開き、該ウインドウ内に表示することができ、
　通信相手が備える異なるカメラ部にてそれぞれ撮影された２種類の画像を通信相手から
受信した場合は、その一方の画像であってかつ当該２種類の画像を受信するまでは表示部
に表示されていなかった画像を上記第１表示部上にウインドウ画面を開き、該のウインド
ウ内に表示することができることを特徴とする携帯通信機器。
【請求項７】
　上記撮影ボタンを、予め定められた所定の時間より短く押下した場合は、静止画を撮影
し、該所定時間より長く押下した場合は、その押下している時間内の動画を撮影すること
を特徴とする請求項６に記載の携帯通信機器。
【請求項８】
　上記撮影ボタンを、押下することで上記選択されていないカメラ部が動作可能になり、
さらに上記撮影ボタンを押下することによって上記選択されていないカメラ部を介して画
像を撮影することができることを特徴とする請求項６または７に記載の携帯通信機器。
【請求項９】
　第二通話開始手段を有し、該第二通話開始手段を操作することにより、画像送信を伴わ
ない通信を開始することができることを特徴とする請求項６から８の何れか１項に記載の
携帯通信機器。
【請求項１０】
　上記第１カメラ部と第２カメラ部が、互いに異なる面上に配置される事を特徴とする請
求項６から９の何れか１項に記載の携帯通信機器
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【請求項１１】
　少なくとも第１カメラ部と第２カメラ部とを含む複数のカメラ部で構成される撮像部と
、画像を表示可能な少なくとも第１表示部と第２表示部を含む複数の表示部と、撮影ボタ
ンとを備えた携帯通信機器であって、
　使用するカメラ部を選択するための選択手段と、
　データ通信と共に画像の送受信も可能な通信方式を選択、開始するための第一通話開始
手段と、
　通信相手からデータ通信と共に画像を受信した場合は該画像を、画像を受信しない場合
は通信相手を特定できる情報を上記第２表示部に表示でき、又は／及び上記選択されたカ
メラ部より得られる画像を、上記第２表示部上に第一のウインドウ画面を開き、該第一の
ウインドウ内に表示することができると同時に、テキストデータを含むデータ通信の情報
を第１表示部上に表示する表示手段とを有し、
　上記第一通話開始手段を操作することにより、通信相手との通信を開始し、該カメラ部
からの画像を通信相手に送信することができると同時に通信相手からの画像を受信するこ
とができ、
　上記通信中において、上記撮影ボタンを操作することにより、選択されていないカメラ
部が動作可能になり、該選択されていないカメラ部からの画像が、さらに、上記第２表示
部上に第二のウインドウ画面を開き、該第二のウインドウ内に表示することができると同
時に通信相手に送信され、
　通信相手が備える異なるカメラ部にてそれぞれ撮影された２種類の画像を通信相手から
受信した場合は、その一方の画像であってかつ当該２種類の画像を受信するまでは表示部
に表示されていなかった画像を上記表示部上に第三のウインドウ画面を開き、該第三のウ
インドウ内に表示することができることを特徴とする携帯通信機器。
【請求項１２】
　上記撮影ボタンを、予め定められた所定の時間より短く押下した場合は、静止画を撮影
し、該所定時間より長く押下した場合は、その押下している時間内の動画を撮影すること
を特徴とする請求項１１に記載の携帯通信機器。
【請求項１３】
　上記撮影ボタンを、押下することで上記選択されていないカメラ部が動作可能になり、
さらに上記撮影ボタンを押下することによって上記選択されていないカメラ部を介して画
像を撮影することができることを特徴とする請求項１１または１２に記載の携帯通信機器
。
【請求項１４】
　第二通話開始手段を有し、該第二通話開始手段を操作することにより、画像送信を伴わ
ない通信を開始することができることを特徴とする請求項１１から１３の何れか１項に記
載の携帯通信機器。
【請求項１５】
　上記第１カメラ部と第２カメラ部が、互いに異なる面上に配置されることを特徴とする
請求項1１から１４の何れか１項に記載の携帯通信機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、２つのカメラを搭載した携帯通信機器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のカメラ付きの携帯電話の構成を図１２に示す。電波を送受信するアンテナ（１）、
通信信号の送受信を切り換えるためのデュプレクサ（３）、受信した信号を復調するため
の受信部（４）、受信した音声信号を音声として出力するためのスピーカ（２）、送信す
るための音声を入力するためのマイク（９）、送信するための信号を変調するための送信
部（５）、非音声情報を入力したり、本携帯電話を操作するための操作部（８）、受信し
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た非音声情報や送信するための非音声情報、操作に必要な情報を表示するための表示部（
７）、受信したメッセージや個人情報及び種々の機能のためのプログラムなどを記憶して
おくための記憶部（１２）、カメラなどの画像を撮影するための撮像部（１２１）で構成
されている。
【０００３】
このような構成であれば、カメラを図１３に示すように、電話の表示部側に設けている場
合、カメラを図１４に示すように、表示部と反対側にカメラを設ける場合があった。図１
３の構造であれば、自分自身を撮影して相手に送ったり、ＴV電話として使用する場合に
便利である。一方、図１４の構造であれば、例えば道に迷った場合などに風景を撮影して
、誰かにその風景画像を送信し、自分の現在位置を確認するなどといった場合に便利であ
るし、撮影時には、表示部を従来のカメラのファインダーとして使用して被写体を確認す
るため、表示部と反対側にカメラがあるのが便利である。
【０００４】
また、その両方の利点を利用できるようにカメラを回転可能にして、図１５の如くカメラ
の向きを表示部側、表示部と反対側のどちらの方向にも向けることが出来る構成や、両方
の側にそれぞれカメラを設けた、図１６の如く２つのカメラを搭載した構成も考えられて
いる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、図１３の構造であれば、自分自身を撮影するためには便利であるが、風景を撮影
する場合にはカメラを風景側に向けなければならず、カメラを風景側に向けると表示部も
風景側に向いてしまうため、使用者はファインダである表示部を使用することができず、
被写体を確認して撮影することができない。従って、うまく風景を撮影することができな
いという欠点があった。
【０００６】
また、図１４の構造であれば、風景を撮影するためには便利であるが、自分自身を撮影し
たい場合は、表示部が自分の側に向いていないため使用できずファインダとしての機能を
果たさない。従って、自分自身を撮影したり、TV電話として使用することができないとい
う欠点があった。
【０００７】
これらの欠点を解決する手段として、図１５に示すような、カメラが回転可能になった構
造がある。この構造では、カメラは表示部側、表示部の反対側のどちらの向きにも向ける
ことができるが、可動部があるためその部分が磨耗し傷みやすいという欠点があった。
【０００８】
そこで、図１６のように2つのカメラを搭載することにより、上記の磨耗も問題が解決さ
れた。この場合、使用者は、どちらのカメラを使用するのかを選択し、選択したカメラを
使用して、自分を撮影したり、風景を撮影したりすることができるようになった。しかし
、従来の携帯通信機器では、この２つのカメラを同時に使用できず、例えば、動画撮影を
してTV電話として使用している場合や自分の映像を送りながらチャットを行なっているよ
うな場合に、周りの風景や人物を撮影して送るといったことができなかった。
【０００９】
本発明は、上記の問題を解決する方法を提供することを目的とする。
【００１０】
【発明を解決するための手段】
　本願発明は、上記問題に鑑みなされたものであり、少なくとも第１カメラ部と第２カメ
ラ部とを含む複数のカメラ部で構成される撮像部と、画像を表示可能な表示部と、撮影ボ
タンとを備えた携帯通信機器であって、使用するカメラ部を選択するための選択手段と、
音声通信と共に画像の送受信も可能な通信方式を選択、開始するための第一通話開始手段
と、上記選択されたカメラ部より得られる画像を、上記表示部上に第一のウインドウ画面
を開き、該第一のウインドウ内に表示することができる表示手段とを有し、上記第一通話
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開始手段を操作することにより、通信相手との通信を開始し、該カメラ部からの画像を通
信相手に送信することができると同時に通信相手からの画像及びＩＤ情報を受信し、該画
像又はＩＤ情報を上記表示部に表示することができ、上記通信中において、上記撮影ボタ
ンを操作することにより、選択されていないカメラ部が動作可能になり、該選択されてい
ないカメラ部からの画像が、さらに、上記表示部上に第二のウインドウ画面を開き、該第
二のウインドウ内に表示することができると同時に通信相手に送信され、通信相手が備え
る異なるカメラ部にてそれぞれ撮影された２種類の画像を通信相手から受信した場合は、
その一方の画像であってかつ当該２種類の画像を受信するまでは表示部に表示されていな
かった画像を上記表示部上に第三のウインドウ画面を開き、該第三のウインドウ内に表示
することができることを特徴とする携帯通信機器である。
【００１１】
　また、少なくとも第１カメラ部と第２カメラ部とを含む複数のカメラ部で構成される撮
像部と、画像を表示可能な少なくとも第１表示部と第２表示部を含む複数の表示部と、撮
影ボタンとを備えた携帯通信機器であって、使用するカメラ部を選択するための選択手段
と、音声通信と共に画像の送受信も可能な通信方式を選択、開始するための第一通話開始
手段と、通信相手から音声通信と共に画像を受信した場合は該画像を、画像を受信しない
場合は通信相手を特定できる情報を上記第１表示部に表示でき、上記選択されたカメラ部
より得られる画像を、上記第２表示部上に表示することができる表示手段とを有し、上記
第一通話開始手段を操作することにより、通信相手との通信を開始し、該カメラ部からの
画像を通信相手に送信することができると同時に通信相手からの画像を受信することがで
き、上記通信中において、上記撮影ボタンを操作することにより、選択されていないカメ
ラ部が動作可能になり、該選択されていないカメラ部からの画像が、上記第２表示部上に
ウインドウ画面を開き、該ウインドウ内に表示することができ、通信相手が備える異なる
カメラ部にてそれぞれ撮影された２種類の画像を通信相手から受信した場合は、その一方
の画像であってかつ当該２種類の画像を受信するまでは表示部に表示されていなかった画
像を上記第１表示部上にウインドウ画面を開き、該のウインドウ内に表示することができ
ることを特徴とする携帯通信機器である。
【００１２】
　さらに、少なくとも第１カメラ部と第２カメラ部とを含む複数のカメラ部で構成される
撮像部と、画像を表示可能な少なくとも第１表示部と第２表示部を含む複数の表示部と、
撮影ボタンとを備えた携帯通信機器であって、使用するカメラ部を選択するための選択手
段と、データ通信と共に画像の送受信も可能な通信方式を選択、開始するための第一通話
開始手段と、通信相手からデータ通信と共に画像を受信した場合は該画像を、画像を受信
しない場合は通信相手を特定できる情報を上記第２表示部に表示でき、又は／及び上記選
択されたカメラ部より得られる画像を、上記第２表示部上に第一のウインドウ画面を開き
、該第一のウインドウ内に表示することができると同時に、テキストデータを含むデータ
通信の情報を第１表示部上に表示する表示手段とを有し、上記第一通話開始手段を操作す
ることにより、通信相手との通信を開始し、該カメラ部からの画像を通信相手に送信する
ことができると同時に通信相手からの画像を受信することができ、上記通信中において、
上記撮影ボタンを操作することにより、選択されていないカメラ部が動作可能になり、該
選択されていないカメラ部からの画像が、さらに、上記第２表示部上に第二のウインドウ
画面を開き、該第二のウインドウ内に表示することができると同時に通信相手に送信され
、通信相手が備える異なるカメラ部にてそれぞれ撮影された２種類の画像を通信相手から
受信した場合は、その一方の画像であってかつ当該２種類の画像を受信するまでは表示部
に表示されていなかった画像を上記表示部上に第三のウインドウ画面を開き、該第三のウ
インドウ内に表示することができることを特徴とする携帯通信機器である。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を、図面に沿って具体的に説明する。
【００１４】
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本発明に係る携帯通信機器の実施形態におけるブロック図を図１に示す。図１に示すよう
に、本発明の携帯通信機器は、通信の電波の送受信を行うアンテナ（１）、送受信の信号
の流れを切り換えるデュプレクサ（３）、受信された信号を復調する受信部（４）、送信
する形態に送信信号を変調処理する送信部（５）、ＣＰＵ等で構成される携帯通信機器の
システム全体を制御する制御部（６）、受信されたメッセージを表示したり、操作のため
に必要な情報を表示するための表示部（７）、操作キーなどで構成され、携帯通信機器を
操作するための操作部（８）、音声通信のための音声を入力するマイク（９）、受信され
た音声信号を出力するためのスピーカ（２）、表示部側に取り付けられ、ＣＣＤなどで構
成されたカメラである撮像部１（１０）及び表示部と反対側に取り付けられた撮像部２（
１１）から構成されている。
【００１５】
次に、本願発明である携帯電話の外観図を図２に示す。図２に示すように、操作部（８）
は、テンキーの他に撮影ボタン（２１）、通話ボタン（２２）、ＴＶ電話ボタン（２３）
、十字キー（２４）、種々の機能を選択、実行するためのFキー（２５）から構成されて
おり、表示部（７）と同一面側に配置されている。また、ＣＣＤなどのカメラからなる撮
像部１（１０）が表示部（７）と同一面側に、撮像部２（１１）がその反対面側に配置さ
れている。この時の携帯電話の構造は、ストレート型でも折り畳み型であっても構わない
。
【００１６】
この携帯電話をＴＶ電話として使用する発呼する場合の動作を、図３のフローチャートに
沿って説明する。
【００１７】
まず待ち受け状態（S３０１）からTV電話をすることを決定する（S３０２）。Fキー（２
５）により、カメラ選択画面（図４）を表示する。カメラ選択画面において、両方のカメ
ラを同時に使用する場合は１、外側のカメラ（１１）を使用する場合は２、内側のカメラ
（１０）を使用する場合は３を選択する（S３０３）。このステップは省略することもで
き、省略した場合は、以前にカメラを使用した場合に選択されたカメラが自動的に選択さ
れるものとする。
【００１８】
次に、選択されたカメラからの画像を表示部（７）に表示する（S３０４）。本願発明は
、TV電話としての使用に関するので、一般的には内側のカメラ（１０）が選択される。そ
こで、ここでは内側カメラが選択されたものとして説明を続ける。
【００１９】
次に、発呼先の相手を指定する（S３０５）。指定方法は、通常の携帯電話における操作
と同じであり、テンキーにより電話番号を入力するか、電話帳データを使って選択するこ
とができる。電話帳データや入力された電話番号は、表示部（７）に表示される。この時
、表示部（７）には、カメラ画像上に重曹して表示しても構わないし、一時的にカメラ画
像を消して電話番号等を表示するようにしても構わない。発呼先が選択されると、TV電話
通話ボタン（２３）を押下することにより（S３０６）、指定した相手先に発呼する。相
手が応答することにより、通話が開始される（S３０７）。通話中の操作（A）については
、後述する。TV電話通話ボタン（２３）を操作することにより通話を終了する（S３０８
）。
【００２０】
また、TV電話ではなく、通常の電話として使用する場合は、通常の携帯電話と同様に相手
先を指定し、通話ボタン（２２）を押下することによって発呼することができる。
【００２１】
次に、着信があった場合についての動作を図５のフローチャートを用いて説明する。
【００２２】
まず待ち受け状態（S５０１）で着呼があったとする（Ｓ５０２）。この場合、発呼者が
ＴＶ電話を使用しているか、通常の電話を使用しているかはどちらでも構わない。TV電話
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として機能させて着呼に応答することを決定する（S５０３）。ＴＶ電話通話ボタン（２
３）を押下することによりＴＶ電話として着呼に応答し（Ｓ５０４）、通話が開始される
（Ｓ５０５）。ここで、ＴＶ電話に使用するカメラは、以前に使用したカメラが使用され
て、その画像が表示部（７）に表示されると同時に相手にも送信される（Ｓ５０８）。使
用するカメラを変更したい場合は（Ｓ５０６）、Fキー（２５）により、カメラ選択画面
（図４）を表示する。カメラ選択画面において、両方のカメラを同時に使用する場合は１
、外側のカメラ（１１）を使用する場合は２、内側のカメラ（１０）を使用する場合は３
を選択する（S５０７）。このように選択されたカメラからの画像を表示部（７）に表示
する（S５０８）。本願発明は、TV電話としての使用に関するので、一般的には内側のカ
メラ（１０）が選択される。そこで、ここでは内側カメラが選択されたものとして説明を
続ける。
【００２３】
このようにして開始されたＴＶ電話の通話を終了する場合は、ＴＶ電話通話ボタン（２３
）を操作することにより終了する（Ｓ５０９）
一方、通常の電話で応答する場合は、通話ボタン（２２）を押下することで着呼に応答す
ることで、従来と同様に通話を開始することができる（S５１０）。
【００２４】
次に、ＴＶ電話通話中の動作（A）について、説明する。通話が開始されると図６に示す
ような画面が表示部（７）に表示される。即ち、相手がＴＶ電話を使用している場合は、
相手から送ってきた画像を表示部に表示し、自分が送ろうとする画像がその相手の画像上
にウインドウを開く形式で表示される。この時、自分が通常の電話として使用している場
合は、カメラは動作していないので、自分の画像のウインドウは開かれない。一方、相手
が通常の電話として使用している場合は、相手の画像の代わりに相手の名前や電話番号が
表示部（７）に表示される。その時に自分がTV電話を使用していれば、上記と同様にカメ
ラの画像のウインドウが開いて表示される。
【００２５】
この時、使用されているカメラは動画撮影モードになっており、通話相手には、動画画像
が送信される。
【００２６】
このように、ＴＶ電話を使用している場合に、一時的に回りの風景など何か他の画像も送
りたくなる場合がある。それは、例えばＴＶ電話を使用して移動中に何か珍しい風景を見
たり、何か話題となっているものの画像を送りたいなどの状態が発生した場合である。こ
のような場合、ＴＶ電話を動作させたままの状態で、撮影ボタン（２１）を操作すること
により、もう一方のカメラ（ここでは、内側カメラがＴＶ電話に使用されているので外側
カメラ）による撮影をすることができる。
【００２７】
この場合の動作を、図７のフローチャートを基に説明する。
【００２８】
まずTVとして通話状態にある時（S７０１）、図６（ａ）の如く、内側のカメラの画像を
表示部（７）上にウインドウに表示する。このような時、何か撮って相手に送りたい風景
があったり、話題の中で送りたい写真や絵などがあった場合（S７０２）、撮影ボタン（
２１）を押すと（S７０３）、もう一方のカメラ（ここでは、内側のカメラがTV電話に使
用されているので外側のカメラ）が動作し（S７０４）、図６（ｂ）に示すように表示部
に外側カメラ用のウインドウが表示されてファインダとして使用できる（S７０５）。こ
のファインダを見ながら撮影ボタン（２１）を押すことで撮影をすることができる（S７
０６）。この時、撮影ボタン（２１）を押している時間撮影をすることができ、一定時間
以上の長押しをすると、その押下時間内の動画撮影をすることができる（S７０７）。一
定時間以下であれば、静止画が撮影される（S７０８）。撮影された映像は、表示の該当
するウインドウ内に表示される（S７０９）。このように、もう一方のカメラも使用した
場合、相手に2種類の画像を送信することができる。ここで、一定時間とは、例えば1秒と
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するが、これに限定されるものではなく、使用者が自由に設定できるようにしても構わな
い。
【００２９】
ここで、表示部（７）上の表示について、説明する。着信応答に場合であっても、発呼の
場合であっても、自分の使用するカメラを図４の如く選択することで、図６のような表示
になる。内側のカメラ又は外側のカメラのどちらか一方のカメラを選択した場合（図４の
２又は３を選択した場合）は、図６（ａ）の如く、表示部（７）の左下に選択されたカメ
ラからの映像が、ウインドウ表示される。このとき、上記のように、撮影ボタン（２１）
を押して、もう一方のカメラを動作させた場合は、図６（ｂ）の如く、表示部（７）の右
下に新たに動作したもう一方のカメラの画像がウインドウ表示される。一方、両方のカメ
ラを選択した場合（図４の１を選択した場合）、図６（ｃ）の如く、表示部（７）の左下
に内側カメラ（１０）の画像を、右下に外側カメラ（１１）の画像をウインドウ表示する
。しかし、ＴＶ電話として使用していない場合は、上記のような自分のカメラのウインド
ウ表示は行なわれない。
【００３０】
一方、相手から送られてくる画像については、図８のように表示される。相手が、内側の
カメラ又は外側のカメラのどちらか一方のカメラを選択している場合（図４の２又は３を
選択した場合）は、図８（ａ）の如く、表示部（７）の上部に選択されたカメラからの映
像が表示される。このとき、上記のように、相手が撮影ボタン（２１）を押して、もう一
方のカメラを動作させた場合は、図８（ｂ）の如く、表示部（７）の右上に、相手が新た
に動作させたもう一方のカメラの画像がウインドウ表示される。一方、相手が両方のカメ
ラを選択した場合（図４の１を選択した場合）、図８（ｃ）の如く、表示部（７）の上部
に内側カメラ（１０）の画像表示し、その右上に外側カメラ（１１）の画像をウインドウ
表示する。しかし、相手がＴＶ電話として使用していない場合は、上記のような画像は表
示されず、相手の名前もしくは電話番号が表示されるのみである。
【００３１】
次に、2個の表示部を有する携帯通信装置に関する第２の実施形態について説明する。
【００３２】
本発明に係る第２の実施形態におけるブロック図は図１と同様であり、表示部（７）に2
個の表示部が含まれる点が異なるのみであるため、ここでは説明を省略する。
【００３３】
次に、第2の実施形態の外観図を図９に示す。図９に示すように、操作部は、テンキー部
（９０６）と操作キー部（９０７）からなっており、操作キー部（９０６）には、撮影ボ
タン、通話ボタン（ＴＡＬＫ）、ＴＶ電話ボタン（ＴＶ）、Fキー（９０８）などから構
成されている。表示部（９０３）は、図９に示すように、スライド式に引き出すことがで
き、操作部と同じ側に第１表示部（９０４）と第２表示部（９０５）が配置されている。
また、ＣＣＤなどのカメラからなる撮像部１（９０２）が表示部（９０３）と同一面側に
、撮像部２（９０１）がその反対面側に配置されている。
【００３４】
この第２の実施形態においてＴＶ電話として使用し発呼する場合の動作は、図３のフロー
チャートに同じになるため、図３に沿って説明する。
【００３５】
まず待ち受け状態（S３０１）からTV電話をすることを決定する（S３０２）。Fキー（９
０８）により、カメラ選択画面（図４）を表示する。この場合、カメラ選択画面は、第１
表示部（９０４）及び第２表示部（９０５）のどちらであっても構わない。カメラ選択画
面において、両方のカメラを同時に使用する場合は１、外側のカメラ（９０１）を使用す
る場合は２、内側のカメラ（９０２）を使用する場合は３を選択する（S３０３）。この
ステップは省略することもでき、省略した場合は、以前にカメラを使用した場合に選択さ
れたカメラが自動的に選択されるものとする。
【００３６】
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次に、選択されたカメラからの画像を第１表示部（９０４）に表示する（S３０４）。本
願発明は、TV電話としての使用に関するので、一般的には内側のカメラ（９０２）が選択
される。そこで、ここでは内側カメラ（９０２）が選択されたものとして説明を続ける。
【００３７】
次に、発呼先の相手を指定する（S３０５）。指定方法は、通常の携帯電話における操作
と同じであり、テンキーにより電話番号を入力するか、電話帳データを使って選択するこ
とができる。電話帳データや入力された電話番号は、第2表示部（９０５）に表示される
。この時、第１表示部（９０４）において、カメラ画像上に重曹して表示しても構わない
し、一時的にカメラ画像を消して電話番号等を表示するようにしても構わない。発呼先が
選択されると、TV電話通話ボタン（TV）を押下することにより（S３０６）、指定した相
手先に発呼する。相手が応答することにより、通話が開始される（S３０７）。通話中の
操作（A）については、後述する。TV電話通話ボタン（TV）を操作することにより通話を
終了する（S３０８）。
【００３８】
また、TV電話ではなく、通常の電話として使用する場合は、通常の携帯電話と同様に相手
先を指定し、通話ボタン（TALK）を押下することによって発呼することができる。
【００３９】
次に、着信があった場合についての動作を図５のフローチャートを用いて説明する。
【００４０】
まず待ち受け状態（S５０１）で着呼があったとする（Ｓ５０２）。この場合、発呼者が
ＴＶ電話を使用しているか、通常の電話を使用しているかはどちらでも構わない。TV電話
として機能させて着呼に応答することを決定する（S５０３）。ＴＶ電話通話ボタン（TV
）を押下することによりＴＶ電話として着呼に応答し（Ｓ５０４）、通話が開始される（
Ｓ５０５）。ここで、ＴＶ電話に使用するカメラするカメラは、以前に使用したカメラが
使用されて、その画像が第２表示部（９０５）に表示されると同時に相手にも送信される
（Ｓ５０８）。使用するカメラを変更したい場合は（Ｓ５０６）、Fキー（９０８）によ
り、カメラ選択画面（図４）を表示する。カメラ選択画面は第１表示部（９０４）に表示
される。カメラ選択画面において、両方のカメラを同時に使用する場合は１、外側のカメ
ラ（９０１）を使用する場合は２、内側のカメラ（９０２）を使用する場合は３を選択す
る（S５０７）。このように選択されたカメラからの画像を第２表示部（９０５）に表示
する（S５０８）。本願発明は、TV電話としての使用に関するので、一般的には内側のカ
メラ（９０２）が選択される。そこで、ここでは内側カメラ（９０２）が選択されたもの
として説明を続ける。
【００４１】
このようにして開始されたＴＶ電話の通話を終了する場合は、ＴＶ電話通話ボタン（TV）
を操作することにより終了する（Ｓ５０９）
一方、通常の電話で応答する場合は、通話ボタン（TALK）を押下することで着呼に応答す
ることで、従来と同様に通話を開始することができる（S５１０）。
【００４２】
次に、ＴＶ電話通話中の動作（A）について、説明する。通話が開始されると図１０に示
すような画面が第１表示部（９０４）に、図１１に示すような画面が第２表示部（９０４
）に表示される。即ち、相手がＴＶ電話を使用している場合は、図１０（a）に示すよう
に相手から送ってきた画像を第１表示部（９０４）に表示する。相手が通常の電話を使用
している時は、相手に名前もしくは電話番号が表示される。相手が、途中でもう一方のカ
メラを動作させた場合は、図１０（ｂ）のように、もう一方の画像を第１表示部（９０４
）上でウインドウを開いて表示する。また、相手が両方のカメラを使用している場合は、
図１０（c）のように内側カメラ（９０２）の画像を第１表示部（９０４）に表示させ、
その上にウインドウを開いて外側のカメラ（９０１）の画像を表示する。
【００４３】
一方、自分が送ろうとする画像は、第２表示部（９０５）に表示される。この時、自分が
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通常の電話として使用している場合は、カメラは動作していないので、第２表示部（９０
５）には画像は表示されない。自分の画像のウインドウは開かれない。この時、使用され
ているカメラは動画撮影モードになっており、通話相手には、動画画像が送信されるもの
とするが、これに限定されず、静止画であっても構わない。
【００４４】
このように、ＴＶ電話を使用している場合に、一時的に回りの風景など何か他の画像も送
りたくなる場合がある。それは、例えばＴＶ電話を使用して移動中に何か珍しい風景を見
たり、何か話題となっているものの画像を送りたいなどの状態が発生した場合である。こ
のような場合、ＴＶ電話を動作させたままの状態で、撮影ボタンを操作することにより、
もう一方のカメラ（ここでは、内側カメラがＴＶ電話に使用されているので外側カメラ）
による撮影をすることができる。
【００４５】
この場合の動作を、第一の実施形態と同様に、図７のフローチャートを基に説明する。
【００４６】
まずTVとして通話状態にある時（S７０１）、図１０（ａ）の如く、内側のカメラの画像
を第２表示部（９０５）に表示する。このような時、何か撮って相手に送りたい風景があ
ったり、話題の中で送りたい写真や絵などがあった場合（S７０２）、撮影ボタンを押す
と（S７０３）、もう一方のカメラ（ここでは、内側のカメラがTV電話に使用されている
ので外側のカメラ）が動作し（S７０４）、図６（ｂ）に示すように第２表示部（９０５
）に外側カメラ用のウインドウが表示されてファインダとして使用できる（S７０５）。
このファインダを見ながら撮影ボタンを押すことで撮影をすることができる（S７０６）
。この時、撮影ボタンを押している時間撮影をすることができ、一定時間以上の長押しを
すると、その押下時間内の動画撮影をすることができる（S７０７）。一定時間以下であ
れば、静止画が撮影される（S７０８）。撮影された映像は、第２表示部（９０５）上の
ウインドウ内に表示される（S７０９）。このように、もう一方のカメラも使用した場合
、相手に2種類の画像を送信することができる。ここで、一定時間とは、例えば1秒とする
が、これに限定されるものではなく、使用者が自由に設定できるようにしても構わない。
【００４７】
ここで、表示部（９０３）上の表示について、説明する。着信応答の場合であっても、発
呼の場合であっても、自分の使用するカメラを図４の如く選択することで、図１１のよう
な表示になる。内側のカメラ又は外側のカメラのどちらか一方のカメラを選択した場合（
図４の２又は３を選択した場合）は、図１１（ａ）の如く、第２表示部（９０５）に画像
が表示される。このとき、上記のように、撮影ボタンを押して、もう一方のカメラを動作
させた場合は、図１１（ｂ）の如く、第2表示部（９０５）上に新たに動作したもう一方
のカメラの画像がウインドウ表示される。一方、両方のカメラを選択した場合（図４の１
を選択した場合）、図１１（ｃ）の如く、第２表示部（９０５）上に内側カメラ（９０２
）の画像を、第２表示部上に開かれたウインドウ内に外側カメラ（９０１）の画像を表示
する。しかし、ＴＶ電話として使用していない場合は、第２表示部には何も表示されない
。
【００４８】
一方、相手から送られてくる画像については、図１０のように表示される。相手が、内側
のカメラ又は外側のカメラのどちらか一方のカメラを選択している場合（図４の２又は３
を選択した場合）は、図１０（ａ）の如く、第１表示部（９０４）に選択されたカメラか
らの映像が表示される。このとき、上記のように、相手が撮影ボタンを押して、もう一方
のカメラを動作させた場合は、図１０（ｂ）の如く、第１表示部（９０４）上に、相手が
新たに動作させたもう一方のカメラの画像がウインドウ表示される。一方、相手が両方の
カメラを選択した場合（図４の１を選択した場合）、図１０（ｃ）の如く、第２表示部（
９０４）上に内側カメラ（９０２）の画像を表示し、第１表示部上に開かれたウインドウ
内に外側カメラ（９０１）の画像を表示する。しかし、相手がＴＶ電話として使用してい
ない場合は、上記のような画像は表示されず、相手の名前もしくは電話番号が表示される
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のみである。
【００４９】
また、第２の実施形態においては、第１表示部（９０４）又は第２表示部（９０５）のど
ちらかのみを使用し、第１の実施形態の如く、図６及び図８のような表示を行なうことも
できる。
【００５０】
また、TV電話としての使用だけでなく、チャットを行なう場合にも適用可能であり、その
場合、第１表示部（９０４）がチャット用のテキスト画面として動作し、第２表示部（９
０５）が画像表示とすることができる。その時、第２表示部（９０５）は、図６や図８の
如く表示され、チャット相手の画像と自分の送信画像を確認することができる。
【００５１】
また、本発明の携帯通信装置は、簡易TV会議システムとしても使用することができ、例え
ば、外側のカメラを選択してTV電話通話をすることで、その会議会場全体の画像を相手に
送信することができ、自分が発言する場合は撮影キーを押しながら話すことで、話してい
る人の画像がウインドウ表示されて相手に送信される。
【００５２】
このように、本願発明は、表示が１つの場合と2つの場合についての実施形態について説
明したが、これに限定されるものではない。2つの表示部の役割が入れ替わっても全く問
題ないし、2つの表示部の配置形態が如何なる形態であっても構わない。また、表示部が3
つ以上あっても、様々な表示形態が可能であり本願発明の思想を反映することができる。
【００５３】
【発明の効果】
本発明は、少なくとも第１カメラ部と第２カメラ部を含む複数のカメラ部で構成される撮
像部と、画像を表示可能な表示部と、撮影ボタンを有し、使用するカメラ部を選択するた
めの選択手段と、音声通信と共に画像の送受信も可能な通信方式を選択、開始するための
第一通話開始手段と、通信相手から音声通信と共に画像を受信した場合は該画像を、画像
を受信しない場合は通信相手を特定できる情報を上記表示部に表示でき、又は／及び上記
選択されたカメラ部より得られる画像を、上記表示部上に第一のウインドウ画面を開き、
該第一のウインドウ内に表示することができる表示手段とを有し、上記第一通話開始手段
を操作することにより、通信相手との通信を開始し、該カメラ部からの画像を通信相手に
送信することができると同時に通信相手からの画像を受信することができ、上記通信中に
おいて、上記撮影ボタンを操作することにより、選択されていないカメラ部が動作可能に
なり、該選択されていないカメラ部からの画像が、さらに、上記表示部上に第二のウイン
ドウ画面を開き、該第二のウインドウ内に表示することができると同時に通信相手に送信
される事を特徴とする携帯通信機器である。
【００５４】
このような携帯通信機器をTV電話として使用している場合に、周りの風景を撮って相手に
送りたくなれば、撮影ボタンを操作するのみ簡単に撮影することができると同時に、その
新たに撮影された画像を確認しながら相手に送信することができるという効果を得ること
ができる。また、TV会議システムとして使用し、会議上全体の画像を映している場合に、
撮影ボタンを押して発言者が発話することにより、相手には発言者の画像がウインドウ表
示され、誰が発言しているのかを容易に確認できるという使い方ができ、簡易TV会議シス
テムとても使用することができる。
【００５５】
また、本願発明は、少なくとも第１カメラ部と第２カメラ部を含む複数のカメラ部で構成
される撮像部と、画像を表示可能な少なくとも第１表示部と第２表示部を含む複数の表示
部と、撮影ボタンを有し、使用するカメラ部を選択するための選択手段と、音声通信と共
に画像の送受信も可能な通信方式を選択、開始するための第一通話開始手段と、通信相手
から音声通信と共に画像を受信した場合は該画像を、画像を受信しない場合は通信相手を
特定できる情報を上記第１表示部に表示でき、上記選択されたカメラ部より得られる画像
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を、上記第２表示部上に表示することができる表示手段とを有し、上記第一通話開始手段
を操作することにより、通信相手との通信を開始し、該カメラ部からの画像を通信相手に
送信することができると同時に通信相手からの画像を受信することができ、上記通信中に
おいて、上記撮影ボタンを操作することにより、選択されていないカメラ部が動作可能に
なり、該選択されていないカメラ部からの画像が、上記第２表示部上にウインドウ画面を
開き、該ウインドウ内に表示することができると同時に通信相手に送信される事を特徴と
する携帯通信機器である。
【００５６】
このような携帯通信機器をTV電話として使用している場合に、周りの風景を撮って相手に
送りたくなれば、撮影ボタンを操作するのみ簡単に撮影することができると同時に、その
新たに撮影された画像を確認しながら相手に送信することができるという効果を得ること
ができる。また、TV会議システムとして使用し、会議上全体の画像を映している場合に、
撮影ボタンを押して発言者が発話することにより、相手には発言者の画像がウインドウ表
示され、誰が発言しているのかを容易に確認できるという使い方ができ、簡易TV会議シス
テムとしても使用することができる。また、自分が送信している画像と相手から受信した
画像を別の表示部上に表示できるため、両方の画像を容易に区別することができる。
【００５７】
さらに、少なくとも第１カメラ部と第２カメラ部を含む複数のカメラ部で構成される撮像
部と、画像を表示可能な少なくとも第１表示部と第２表示部を含む複数の表示部と、撮影
ボタンを有し使用するカメラ部を選択するための選択手段と、データ通信と共に画像の送
受信も可能な通信方式を選択、開始するための第一通話開始手段と、通信相手からデータ
通信と共に画像を受信した場合は該画像を、画像を受信しない場合は通信相手を特定でき
る情報を上記第２表示部に表示でき、又は／及び上記選択されたカメラ部より得られる画
像を、上記第２表示部上に第一のウインドウ画面を開き、該第一のウインドウ内に表示す
ることができると同時に、テキストデータを含むデータ通信の情報を第１表示部上に表示
する表示手段とを有し、上記第一通話開始手段を操作することにより、通信相手との通信
を開始し、該カメラ部からの画像を通信相手に送信することができると同時に通信相手か
らの画像を受信することができ、上記通信中において、上記撮影ボタンを操作することに
より、選択されていないカメラ部が動作可能になり、該選択されていないカメラ部からの
画像が、さらに、上記第２表示部上に第二のウインドウ画面を開き、該第二のウインドウ
内に表示することができると同時に通信相手に送信される事を特徴とする携帯通信機器で
もある。
【００５８】
このような携帯通信機器でチャットを行ないたい場合に、一方の表示部をチャット用に使
用し、もう一方の表示部に相手の画像などを表示することができ、TVチャット機として動
作させることができるようになる。さらに、周りの風景を撮って相手に送りたくなれば、
撮影ボタンを操作するのみ簡単に撮影することができると同時に、その新たに撮影された
画像を確認しながら相手に送信することができるという効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のブロック図
【図２】本発明の外観図
【図３】本発明の発信時のフローチャート
【図４】カメラ選択画面の一実施例
【図５】本発明の着信時のフローチャート
【図６】本発明の第１の実施形態における送信画像に関する表示例
【図７】本発明の通信中のフローチャート
【図８】本発明の第１の実施形態における着信画像に関する表示例
【図９】本発明の第２の実施形態の外観図
【図１０】本発明の第２の実施形態における着信画像に関する表示例
【図１１】本発明の第２に実施形態における発信画像に関する表示例
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【図１２】従来技術のブロック図
【図１３】従来技術の第１の外観形状
【図１４】従来技術の第２の外観形状
【図１５】従来技術の第３の外観形状
【図１６】従来技術の第４の外観形状
【符号の説明】
１　　アンテナ
２　　スピーカ
３　　デュプレクサ
４　　受信部
５　　送信部
６　　制御部
7　　表示部
８　　操作部
９　　マイク
１０　撮像部１
１１　撮像部２
２１　撮影ボタン
２２　通話ボタン
２３　TV電話ボタン
２４　十字キー
２５　Fキー
１２１　撮像部
９０１　外側カメラ
９０２　内側カメラ
９０３　表示部
９０４　第１表示部
９０５　第２表示部
９０６　テンキー部
９０７　操作キー部
９０８　Fキー
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