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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１筐体と、
　操作部を備えた第２筐体と、
　前記第１筐体と前記第２筐体とを開閉可能に連結するヒンジ部と、
　前記第１筐体または前記第２筐体に設けられ、前記第１筐体と前記第２筐体が閉状態に
おいて露呈するカメラと、
　前記第１筐体の、前記操作部を設けた面と対向する面に設けられた第１表示部と、
　前記第１筐体の、前記第１表示部の背面に設けられた第２表示部と、
　前記第１筐体と前記第２筐体が閉状態におけるカメラ撮像時には前記第２表示部にのみ
撮像画像の鏡像を表示し、前記第１筐体と前記第２筐体が開状態におけるカメラ撮像時に
は前記第１表示部に撮像画像の正像を表示するとともに前記第２表示部に撮像画像の鏡像
を表示する制御部と、
　電話番号と氏名を含む属性情報を記憶する画像電話番号記憶部と、を備え、
　前記制御部は、前記カメラで撮像された撮像画像を前記画像電話番号記憶部における被
写体の属性情報に関連付けて記憶するとともに、前記被写体から着信があった場合には、
前記画像電話番号記憶部より前記被写体の前記撮像画像および関連付けられた前記属性情
報の一部を読み出して、前記第１表示部または前記第２表示部に表示することを特徴とす
る携帯電話。
【請求項２】
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　前記制御部は、前記被写体から着信があった際に、前記第１筐体と前記第２筐体が閉状
態である場合には前記第２表示部に、開状態である場合には前記第１表示部に、前記撮像
画像の正像及び関連付けられた前記属性情報の一部を表示することを特徴とする請求項１
に記載の携帯電話。
【請求項３】
　前記第２表示部は前記第１表示部より小さく、かつ、前記第２表示部には、前記第１表
示部に表示される画像の一部を拡大した画像が表示されることを特徴とする請求項１また
は請求項２に記載の携帯電話。
【請求項４】
　前記カメラ部は前記第２表示部と同一面上に設けられることを特徴とする請求項１から
請求項３のいずれかに記載の携帯電話。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、画像情報の処理機能をもつ携帯電話に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、第３世代の携帯電話端末は、大容量の画像通信を行うことができる。その携帯端
末は、風景や人物等を撮影できるカメラと、画像を無線通信により送受信する機能と、画
像を表示可能なディスプレイと、をもつ。
【０００３】
携帯電話端末では、画像処理機能は、画像通信（他の携帯端末に動画を配信するなど）の
他、他の特別の用途、例えば、ゲームの実行のために用いられる。
【０００４】
ゲームを楽しむための機能をもつ折り畳み式の携帯電話端末（２つの画像表示用ディスプ
レイを備える）は、下記特許文献１に記載されている。
【０００５】
また、モニタ付きのカメラ一体型ビデオカメラの一例は、下記特許文献２にッ記載されて
いる。
【０００６】
【特許文献１】
特開２００１－１３６２５０号公報（図１～図５等）。
【０００７】
【特許文献２】
特開平１０－２７１３７２号公報（図１，図２，図１０等）。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の発明者は、携帯電話端末に備わっている画像処理機能を、他の用途に利用できな
いかを検討した。すなわち、着信時に、通信相手の属性情報を、携帯電話端末のディスプ
レイ上に表示することを検討した。
【０００９】
着信時に、通信相手の電話番号を表示するサービスはすでに実現されている。
【００１０】
電話番号のみならず、相手の顔の画像をディスプレイに表示できるならば、発信者の特定
が、より容易となる。
【００１１】
ただし、顔の画像による、通信相手の特定を実現するためには、相手の顔の画像を自己の
携帯端末装置に予め登録しておく必要がある。
【００１２】
また、その顔の画像の登録に際しては、相手方のプライバシーや尊厳を、十分に尊重する
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必要がある。
【００１３】
本発明の目的の一つは、着信時に、携帯端末のディスプレイ上に表示するための他人の顔
の画像を、その他人のプライバシーや尊厳を尊重しつつ携帯端末に登録することに役立つ
機能を、携帯端末に付与することである。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　本発明の携帯電話は、第１筐体と、操作部を備えた第２筐体と、前記第１筐体と前記第
２筐体とを開閉可能に連結するヒンジ部と、前記第１筐体または前記第２筐体に設けられ
、前記第１筐体と前記第２筐体が閉状態において露呈するカメラと、前記第１筐体の、前
記操作部を設けた面と対向する面に設けられた第１表示部と、前記第１筐体の、前記第１
表示部の背面に設けられた第２表示部と、前記第１筐体と前記第２筐体が閉状態における
カメラ撮像時には前記第２表示部にのみ撮像画像の鏡像を表示し、前記第１筐体と前記第
２筐体が開状態におけるカメラ撮像時には前記第１表示部に撮像画像の正像を表示すると
ともに前記第２表示部に撮像画像の鏡像を表示する制御部と、電話番号と氏名を含む属性
情報を記憶する画像電話番号記憶部とを具備し、前記制御部は、前記カメラで撮像された
撮像画像を前記画像電話番号記憶部における被写体の属性情報に関連付けて記憶するとと
もに、前記被写体から着信があった場合には、前記画像電話番号記憶部より前記被写体の
前記撮像画像および関連付けられた前記属性情報の一部を読み出して、前記第１表示部ま
たは前記第２表示部に表示する構成を採る。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００２６】
（実施の形態１）
以下、携帯端末として、携帯電話端末を用いた例について説明する。
【００２７】
本実施例の携帯電話端末は、図１（ａ），図１（ｂ）に示すように、筐体（以下、筐体と
いう場合もある）１が折り畳み可能である。
【００２８】
そして、筐体１の上側部分のＡ面（主面）には、カメラ１０およびディスプレイ１１が設
けられている。同様に、筐体１の上側部分のＢ面（裏面）には、カメラ８およびディスプ
レイ７が設けられている。
【００２９】
カメラ１０またはカメラ１０で撮像した画像は、リアルタイムで、ディスプレイ１１およ
びディスプレイ７の双方に表示することができる。
【００３０】
ここで、男性Ｘが、友人である男性Ｙの顔写真を撮影し、自己の携帯電話端末内の画像メ
モリに登録する場合を想定する。
【００３１】
図２（ａ）に示されように、男性Ｘは、男性Ｙの許可を得て、カメラ１０で男性Ｙの顔を
撮像する。
【００３２】
撮像された男性Ｙの顔の画像は、ディスプレイ１１およびディスプレイ７の双方に表示さ
れる。撮像されている男性Ｙは、ディスプレイ１１により、自己の顔の画像を確認できる
。撮影している男性Ｘは、ディスプレイ７により、撮像されている男性Ｙの顔を確認する
ことができる。
【００３３】
ここで、注目するべき点は、ディスプレイ１１上に表示される画像は、男性Ｙから見て適
正な画像になるように、鏡像画像（左右が逆転した画像）となっていること、ならびに、
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ディスプレイ７には、男性Ｘから見て適正な画像となるように、通常の画像が表示される
ことである。
【００３４】
このように、本発明の携帯電話端末は、複数のディスプレイ上に、撮像される者の画像を
同時に撮像することができる。しかも、各ディスプレイ上には、その画像を見る者にとっ
て適正な画像となるように、左右や上下が自動的に反転された画像が表示される。これに
より、携帯電話端末の所有者と撮像される者が、同時に、共通の画像をチェックすること
ができる。
【００３５】
男性Ｙが、撮像画像の登録に同意したときに、男性Ｘは、筐体１に備えられている登録キ
ー（不図示）を操作する。
【００３６】
これにより、図２（ｂ）に示すように、男性Ｙの顔の画像（静止画像）が、筐体１に内蔵
されている画像登録メモリ２１に登録される。
【００３７】
この画像登録メモリ２１に登録された男性Ｙの顔の画像は、メモリ２２に登録されている
男性Ｙの属性情報（電話番号や氏名など）と関連付けされている。
【００３８】
図３に示すように、男性Ｙが、携帯電話端末１ａを用いて、男性Ｘの携帯電話端末１ｂに
呼び出しを行う場合を想定する。
【００３９】
男性Ｘの携帯電話端末１ｂが着信状態となると、発信者の電話番号と一致する電話番号が
、図２Ｂの電話番号メモリ２２に登録されていないかがチェックされる。
そして、一致する電話番号が登録されていると、その電話番号に対応する顔の画像が、図
２Ｂの画像登録メモリ２１から読み出される。
【００４０】
そして、読み出された顔の画像情報は、携帯電話端末１ｂのディスプレイ１１（ディスプ
レイ７でもよい）上に、属性情報（電話番号や氏名）と共に表示される。
【００４１】
これにより、男性Ｘは、発信者が男性Ｙであることを、正確に認識することができる。
【００４２】
本発明の携帯電話端末は、複数のディスプレイを備えており、各ディスプレイ毎に適切な
画像を表示させることができる。
【００４３】
このような、本発明の携帯電話端末がもつ機能を用いると、図４に示すように、携帯電話
が折り畳まれた状態であっても、適正な画像をディスプレイ上に表示することができる。
【００４４】
図４では、折り畳んだ状態の、本発明の携帯電話端末を用いて、“Ｆ”という文字を撮像
している。
【００４５】
この撮像画像は、左右が反転された鏡像画像として、ディスプレイ７上に表示される。す
なわち、正視に適した画像が、ディスプレイ７上に表示される。
【００４６】
図５は、図１（ａ），図１（ｂ）に示される本発明の携帯電話端末の、内部の構成例を示
すブロック図である。
【００４７】
携帯電話端末は、２つのカメラ８，１０を有する。セレクタ４６は、カメラ８で撮像され
た画像、またはカメラ１０で撮像された画像のいずれかを選択する。
【００４８】
スイッチ４０ａ，２つのバッファメモリ４２ａ，４２ｂ、スイッチ４０ｂは、ダブルバッ



(5) JP 4313560 B2 2009.8.12

10

20

30

40

50

ファリング方式の入力画像バッファを構成する。
【００４９】
セレクタ４６，スイッチ４０ａ，４０ｂは、スイッチ・セレクタ制御回路３２により制御
される。
【００５０】
入力された画像は、画像メモリ６０に、一旦、蓄積される。この画像メモリ６０への画像
データの書き込みアドレス、および画像メモリ６０からの画像データの読み出しアドレス
は、アドレス回路６２により決定される。
【００５１】
アドレス回路６２の動作は、アドレス制御回路３４により制御される。メモリ６０からの
画像データの読み出しアドレスを、適切に制御することにより、カメラ８，１０により撮
像された画像の左右や上下を反転させることが可能である。
【００５２】
アドレス制御回路３４には、携帯電話端末の本体に取り付けられたホール素子５０の開閉
検知信号（本体が折り畳まれているか否かを示す信号）が、与えられる。
【００５３】
メモリ６０から出力された画像データの行き先は、セレクタ４４により、制御される。セ
レクタ４４は、スイッチ・セレクタ制御回路３２により制御される。
【００５４】
すなわち、その画像データは、ディスプレイ７，１１に送られるか、あるいは、符号化回
路（画像圧縮回路）６３に送られる。
【００５５】
入力インタフェース６１は、画像登録キー（不図示）を含む。この画像登録キーが押され
ると、スイッチ・セレクタ制御回路３２は、セレクタ４４を制御して、画像メモリ６０か
ら出力される画像データを、符号化回路６３に送る。
【００５６】
符号化回路６２により符号化された画像データは、画像登録メモリ２１に記録される。
【００５７】
これにより、人物の顔の画像の登録がなされる。
【００５８】
上述したように、登録された画像は、その人物の属性情報（例えば、電話番号）と関連付
けされた状態で、画像登録メモリ２１に記録される。
【００５９】
すなわち、入力インタフェース６１から、登録対象の人物の電話番号情報が入力される。
【００６０】
登録制御回路７６は、画像登録メモリ２１に登録されている画像の番地と、その電話番号
情報とを相互に関連付けし、その関連を記録する。そして、電話番号情報は、電話番号メ
モリ２２に登録される。
【００６１】
次に、登録された画像を再生する場合について説明する。
【００６２】
受信機７２は、アンテナ７０を介して受信した信号の処理を行う。受信機７２は、発信者
の電話番号を認識する機能をもつ。
【００６３】
受信機７２は、登録制御回路７６に、発信者の電話番号を通知する。登録制御回路７６は
、通知された電話番号が、電話番号メモリ２２に登録されているかを検索する。
【００６４】
その電話番号が登録されていれば、画像登録メモリ２１の、その電話番号に対応する番地
から発信者の画像を出力させる。出力された画像は、復号化回路６６により復号化される
。
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【００６５】
そして、メモリ６０に画像データを一時的に蓄積し、読み出しアドレスを制御しつつメモ
リ６０からデータを読み出す。
【００６６】
読み出しアドレスの制御により、画像の上下反転あるいは左右の反転が可能である。そし
て、適正な画像を、ディスプレイ７またはディスプレイ１１上に表示する。
【００６７】
なお、図５において、スイッチ・セレクタ制御回路３２、アドレス制御回路３４、および
、登録制御回路７６は、制御部３０を構成する。
【００６８】
（実施の形態２）
図６は、本発明の実施の形態２に係る折畳式の携帯端末の開いた状態を示す正面図である
。図７は、携帯端末の開いた状態を示す右側面図である。図８は、携帯端末の開いた状態
を示す背面図である。図９（ａ）は、携帯端末の閉じた状態（折り畳んだ状態）を示す正
面図である。図９（ｂ）は、携帯端末の閉じた状態を示す右側面図である。
【００６９】
図１０は、携帯端末のハードウエア構成を示すブロック図である。
【００７０】
図６～図１０に示すように、本発明の実施の形態１に係る折畳式の携帯端末は、筐体１０
１、アンテナ１０２、送受信部１０３、受話部１０４、情報記憶部１０５、メモボタン１
０６、表示部１０７、第１の操作部１０８、送話部（マイクフォン）１０９、カメラ部１
１０、第２の操作部１１１及び制御部１１２を具備する。
【００７１】
アンテナ１０２、送受信部１０３、受話部１０４、情報記憶部１０５、メモボタン１０６
、表示部１０７、第１の操作部１０８、送話部（マイクフォン）１０９、カメラ部１１０
、第２の操作部１１１及び制御部１１２は、筐体１０１に設けられている。
【００７２】
また、筐体１０１には、永久磁石１１３、ホール素子１１４及び電池１１５が設けられて
いる。
【００７３】
図１０に示すように、送受信部１０３はアンテナ１０２に接続されている。制御部１１２
は、送受信部１０３、受話部１０４、情報記憶部１０５、メモボタン１０６、表示部１０
７、第１の操作部１０８、送話部１０９、カメラ部１１０、第２の操作部１１１及びホー
ル素子１１４に接続され、これらを制御する。制御部１１２は、電池１１５に接続され、
この電池１１５から電力を供給される。
【００７４】
アンテナ１０２は、無線信号を受信して受信信号を送受信部１０３に与える。送受信部１
０３は、アンテナ１０２からの受信信号を処理して受話部１０４に与える。
【００７５】
受話部１０４は、送受信部１０３からの受信信号に応答して音声を出力する。送話部１０
９は、音声を受けて送信信号に変換して送受信部１０３に与える。
【００７６】
送受信部１０３は、送話部１０９からの送信信号を処理してアンテナ１０２に与える。ア
ンテナ１０２は、送受信部１０３からの送信信号を受けて無線信号として送信する。
【００７７】
第１の操作部１０８は、文字、記号、数字及び操作信号等を入力するためのものである。
メモボタン１０６は、会話を録音し、かつ、録音された会話を再生実行するためのもので
ある。第２の操作部１１１は、カメラ部１１０を操作するためのものである。
【００７８】
図６～図９（ａ），図９（ｂ）に示すように、アンテナ１０２は、筐体１０１に設けられ
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た保持部１１６に引出し可能に設けられている。
【００７９】
筐体１０１は、第１及び第２の筐体部材１０１ａ、１０１ｂで構成される。
【００８０】
第１及び第２の筐体部材１０１ａ、１０１ｂは、ヒンジ部材１１７により開閉可能に連結
されている。
【００８１】
携帯端末装置の携帯時には、第１の筐体部材１０１ａが第２の筐体１０１ｂと隣接して対
向するように閉じられた状態（折り畳まれた状態）で用いられる。
【００８２】
送受信部１０２は、筐体１０１に内蔵されている。
【００８３】
表示部１０７は、第１及び第２の表示部１０７ａ、１０７ｂで構成される。
【００８４】
第１及び第２の表示部１０７ａ、１０７ｂは、液晶表示器により構成され、文字、記号、
数字及び画像等を表示する。
【００８５】
第１の表示部１０７ａは、第１及び第２の筐体部材１０１ａ、１０１ｂを開いた場合に露
呈する第１の筐体部材１０１ａの第１の面に設けられている。
【００８６】
第２の表示部１０７ｂは、第１の筐体部材１０１ａにおける第１の面とは反対側の第２の
面に設けられている。
【００８７】
カメラ部１１０は、第１の筐体部材ａの第１の面に設けられている。
【００８８】
カメラ部１１０は、第１の表示部１０７ａの前方を撮像するように配置されている。
【００８９】
永久磁石１１３は、第１の筐体部材１０１ａの第１の面に設けられている。
【００９０】
ホール素子１１４は、第１の筐体部材１０１ａと第２の筐体部材１０１ｂが閉じられた時
に第１の筐体部材１０１ａの第１の面と対向する第２の筐体部材１０１ｂの面に設けられ
ている。
【００９１】
第１の筐体部材１０１ａ及び第２の筐体部材１０１ｂが閉じられた時に永久磁石１１３が
ホール素子１１４に近接するから、ホール素子１１４が永久磁石１１３を検出して検出信
号を制御部１１２に与える。
【００９２】
また、第１の筐体部材１０１ａ及び第２の筐体部材１０１ｂが開かれた時に永久磁石１１
３がホール素子１１４から離隔されるから、ホール素子１１４が永久磁石１１３を検出で
きないから検出信号を生成しない。
【００９３】
制御部１１２は、ホール素子１１４からの検出信号を受けるか否かにより第１の筐体部材
１０１ａ及び第２の筐体部材１０１ｂの開閉状態を認識することができる。
【００９４】
次に、本実施の形態に係る携帯端末の動作について図５～図１０、ならびに図１１および
図１２を参照して説明する。
【００９５】
図１１は、携帯端末の機能を説明するための図である。図１２は、携帯端末の動作を説明
するためのフローチャートである。
【００９６】
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図１１に示すように、携帯端末装置に電源が投入された状態では、音声通信モードが開始
される。第１又は第２の操作部１０８、１１１を操作することでモード切替えが実行され
る。非音声通信モード又はカメラモードで各機能操作を行える。
【００９７】
音声通信モードでは、音声及び非音声の受信待受動作が開始される。音声の着信動作や発
信動作を行うことで相手と会話をすることができる。
【００９８】
非音声通信モードでは、受信待受状態を維持しながら第１の操作部１０８より入力した文
字情報を第２の表示部１０７ｂに表示させ、かつ、送信機能を用いて相手に送信すること
ができる。
【００９９】
また、文字情報又は画像情報を受信した時に、第１の表示部１０７ａ及び第２の表示部１
０７ｂに受信したことを報知するメッセージを表示し、かつ、所定の操作によって文字情
報又は画像情報を第１及び第２の表示部１０７ａ、１０７ｂに表示することができる。
【０１００】
なお、音声又は非音声通信を行うときに送信相手を確定するためには、電話帳機能を用い
て送信相手の選択して確定をすることができる。
【０１０１】
カメラモードでは、カメラ部１１０のレンズにより光電変換素子に投影された画像情報を
第１の表示部１０７ａ又は第２の表示部１０７ｂに表示し、画像情報を情報記憶部１０５
に格納することができる。
【０１０２】
携帯端末の動作を、図１２を参照して説明する。
【０１０３】
図１２に示すように、電源が投入されると、受信待受状態となる（ステップＳＴ８０１）
。
【０１０４】
次に、カメラ部１１０による撮影を開始するために第２の操作部１１１が１回押されたか
を制御部１１２が判断する（ステップＳＴ８０２）。
【０１０５】
ステップＳＴ８０２において第２の操作部１１１が１回押された時に、筐体１０１が開い
ているかをホール素子１１４からの検出信号の有無により制御部１１２が判断する（ステ
ップＳＴ８０３）。
【０１０６】
ステップＳＴ８０３において筐体１０１が閉じている時に、カメラ部１１０により生成さ
れた画像情報を第２の表示部１０７ｂに表示する（ステップＳＴ８０４）。
【０１０７】
ステップＳＴ８０３において筐体１０１が開いている時に、カメラ部１１０により生成さ
れた画像情報を第１及び第２の表示部１０７ａ、１０７ｂに表示する（ステップＳＴ８０
５）。
【０１０８】
ステップＳＴ８０４、８０５の後に、撮影を終了させるために第２の操作部１１１が一回
押されたかを制御部１１２が判断する（ステップＳＴ８０６）。
【０１０９】
ステップＳＴ８０６において第２の操作部１１１が一回押されてない時にステップＳＴ８
０３に戻る。
【０１１０】
ステップＳＴ８０６において第２の操作部１１１が一回押された時に撮影を終了して（ス
テップＳＴ８０７）、ステップＳＴ８０１に戻る。
【０１１１】
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第２の操作部１１１は、受信待受状態である時に押されるとカメラ部１１０による撮影を
開始させ、カメラ部１１０が動作中である時に押されるとカメラ部１１０の動作を終了さ
せる。
【０１１２】
次に、このような本発明の実施の形態１に係る折畳式の携帯端末装置の使用例について説
明する。
【０１１３】
使用者は、筐体１０１を閉じて使用する時に、携帯端末装置を手に持って撮影したい方向
にカメラ部１１０を向けると被写体を撮影できる。
【０１１４】
また、携帯端末装置により使用者自身を写す時に、筐体１０１を閉じた場合には使用者自
身にカメラ部１１０を向けて撮影を開始する。
【０１１５】
その時に、使用者自身がどのように写っているかは第２の表示部１０７ｂを見ることによ
り確認できる。
【０１１６】
また、使用者自身は、どのように写ったか、周囲がどの領域まで撮影されたかを、筐体１
０１を開いて第１の表示部１０７ａを見ても確認できる。
【０１１７】
また、携帯端末装置により使用者自身の前方にある風景や人物を撮影する場合は、筐体１
０１を開きカメラ部１１０を前方に向けると撮影ができ、かつ、画像情報を使用者自身に
向いている第１の表示部１０７ａを見て確認できる。
【０１１８】
したがって、被写体の中心及び倍率が使用者自身の思いと異なるかどうか等を確認できる
から、撮影画像の写り具合を撮影しながら確認できる。
【０１１９】
また、筐体１０１を開いた時に第１及び第２の表示部１０７ａ、１０７ｂの双方またはい
ずれか一つに撮影画像を表示させた場合、被写体が人物であれば、被写体自身が第２の表
示部１０７ｂに写し出された画像情報を確認できる。また、撮影者（使用者自身）も、第
１の表示部１０７ａに写し出された画像情報を確認できる。
【０１２０】
次に、本実施の形態にかかる携帯端末の表示部に表示された画像情報について図１３（ａ
），図１３（ｂ）を参照して説明する。
【０１２１】
図１３（ａ），図１３（ｂ）は、携帯端末の第１及び第２の表示部１０７ａ、１０７ｂ（
図６）に表示される画像情報を示す図である。
【０１２２】
図１３（ａ）に示すように、筐体１０１を開いた状態で前方の人物を撮影したときは、第
１の表示部１０７ａに、例えば、人物と背景が表示される。図１３（ａ）では、人物の顔
の画像と共に、背景の木々が表示されている。
【０１２３】
図９（ｂ）に示すように、第１の表示部１０７ａに画像を表示しないときは、電界強度を
表わすマークや時刻が表示される（図示せず）。
【０１２４】
第２の表示部１０７ｂに画像を表示するときは、第１の表示部１０７ａに表示されている
画像の中央付近の一部のみを、電界強度を表わすマークと共に表示する（図１３（ｂ））
。
【０１２５】
前述したように、撮像対象が人物である場合に、その撮像されている者が確認したいのは
、自身の表情や首が傾いているか等の写り具合である。
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【０１２６】
また、第２の表示部１０７ｂが大き過ぎると、携帯端末の携帯性を向上させるため、装置
の小型、軽量化が図れない。
【０１２７】
そこで、第１の表示部１０７ａの大きさは一定に維持し、かつ、第２の表示部１０７ｂは
第１の表示部１０７ａより小さくする。
【０１２８】
さらに、第２の表示部１０７ｂは、第１の表示部１０７ａにおける画像情報の一部を拡大
して表示する。
【０１２９】
これにより、撮像される人が第２の表示部１０７ｂの画像情報を見て確認するのが容易と
なる。また、装置の小型化も図れる。
【０１３０】
なお、筐体１０１が開かれた状態及び筐体１０１が閉じられた状態において、第２の表示
部１０７ｂに表示される画像情報の表示倍率は、同じでもよく、また、異なっていてもよ
い。
【０１３１】
また、第２の表示部１０７ｂに表示される画像は、鏡として使用したい人のために、鏡像
画像としてもよい。
【０１３２】
なお、本発明の実施の形態１は、折畳式の携帯端末以外の携帯端末にも適用可能である。
この場合には、表示部１０７は、筐体１０１の第１の面に設けられている第１の表示部１
０７ａと、筐体１０１の前記第１の面とは反対側の第２の面に設けられている第２の表示
部１０７ｂと、で構成される。
【０１３３】
本発明の実施の形態１によれば、人を撮像する時に使用者及び撮像される人が互いにカメ
ラ部１１０が撮影して生成する画像を見ることができる。よって、使用者及び撮像される
人がに互いに、撮影画像を、確認することができる。
【０１３４】
（実施の形態３）
次に、本発明の実施の形態３について、図１４～図１８（ａ），図１８（ｂ）を参照して
説明する。
【０１３５】
図１４～図１８（ａ），図１８（ｂ）において、前掲の図に示された構成要素と同じ構成
要素には同じ参照符号が付されている。
【０１３６】
図１４及び図１５に示される携帯電話端末の特徴点は、図６および図１０に示される携帯
端末に、画像電話番号記憶部１００１が追加されている点である。
【０１３７】
画像電話番号記憶部１００１は、筐体１０１に設けられている。
【０１３８】
画像電話番号記憶部１００１は、カメラ部１１０により生成された画像情報をこの画像情
報に係る撮影された人（発信者となる人）の電話番号と関連付けた画像電話番号情報を記
憶する。
【０１３９】
より具体的には、画像電話番号記憶部１００１は、カメラ部１１０からの画像情報、撮影
された人の電話番号及び氏名とが検索用の番号が付与されて記憶されている。また、撮影
された人のグループごとに分けて記憶されている。
【０１４０】
これらのグループは、使用者が任意に設定できるものであり、例えば、使用者の友人、仕
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事関係の人及び親族という種類ごとに分類される。
【０１４１】
図１６は、本実施の形態に係る携帯端末の動作を説明するためのフローチャートである。
【０１４２】
図１６に示すように、電源が投入されて受信待受状態であるか否かを制御部１１２が判断
する（ステップＳＴ１２０１）。
【０１４３】
受信待受状態である時に、図１７（ａ）に示すように筐体１０１が閉じられた状態では第
１の表示部１０７ａには何も表示されず、また、第２の表示部１０７ｂに図１７（ｂ）に
示すように電界強度を示すマーク及び時刻が表示される。
【０１４４】
なお、筐体１０１が開らかれた状態では第２の表示部１０７ｂに表示された画像情報を第
１表示部１０７ａにも表示すればよいが、ここではその図示を省く。
【０１４５】
次に、ステップＳＴ１２０２において着信があるか否かを制御部１１２が判断して、着信
がある時に発信者の電話番号が画像電話番号記憶部１００１に記憶された電話番号の中に
あるかを、制御部１１２が判断する（ステップＳＴ１２０３）。
【０１４６】
ステップＳＴ１２０３において発信者の電話番号が画像電話番号記憶部１００１に記憶さ
れた電話番号の中にない時に、ステップＳＴ１２０４において筐体１０１が開いているか
をホール素子１１４からの検出信号の有無により制御部１１２が判断する。
【０１４７】
ステップＳＴ１２０４において筐体１０１が開いていない時に、ステップＳＴ１２０５に
おいて第２の表示部１０７ｂに図１７（ｃ）に示すように「チャクシン」というメッセー
ジを表示する。
【０１４８】
次に、ステップＳＴ１２０６において表示が終了かを制御部１１２が判断し、表示が終了
である時にステップＳＴ１２０１に戻る。
【０１４９】
ステップＳＴ１２０４において筐体１０１が開いている時に、ステップＳＴ１２０７にお
いて、図１７（ｃ）、図１７（ｄ）に示すように、第１及び第２の表示部１０７ａ、１０
７ｂに「チャクシン」というメッセージを表示する。
【０１５０】
次に、ステップＳＴ１２０８において表示が終了かを制御部１１２が判断し、表示が終了
である時にステップＳＴ１２０１に戻る。
【０１５１】
ステップＳＴ１２０３において発信者の電話番号が画像電話番号記憶部１００１に記憶さ
れた電話番号の中にある時に、ステップＳＴ１２０９において筐体１０１が開いているか
を制御部１１２が判断する。
【０１５２】
ステップＳＴ１２０９において筐体１０１が開いていない時に、ステップＳＴ１２１０に
おいて第２の表示部１０７ｂに、図１８（ｂ）に示すように画像情報、発信者の電話番号
及び氏名を表示する。
【０１５３】
次に、ステップＳＴ１２１１において表示が終了かを制御１１２部が判断し、表示が終了
である時にステップＳＴ１２０１に戻る。
【０１５４】
ステップＳＴ１２０９において筐体１０１が開いている時に、ステップＳＴ１２１２にお
いて図１８（ａ）、図１８（ｂ）に示すように第１及び第２の表示部１０７ａ、１０７ｂ
に画像情報、発信者の電話番号及び氏名を表示する。
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【０１５５】
次に、ステップＳＴ１２１３において表示が終了かを制御部１１２が判断し、表示が終了
である時にステップＳＴ１２０１に戻る。
【０１５６】
一般に、使用者は、発信者の電話番号及び氏名見て発信者を特定するが、忘れてしまう場
合も有る。
【０１５７】
この時に、画像情報（顔）を見ることで思い出すこともある。
【０１５８】
そこで、着信時に発信者の電話番号と同一の電話番号が画像電話番号記憶部１００１に記
憶されていれば、その電話番号と関連付けされた画像情報を表示させるようにした。これ
により、発信者を、容易に特定することができる。
【０１５９】
本実施の形態においては、第１及び第２の表示部１０７ａ、１０７ｂに画像情報、電話番
号及び氏名を表示しているが、画像情報を表示すると共に電話番号及び氏名のいずれか１
つを表示してもよい。
【０１６０】
また、画像情報のみを表示してもよい。
【０１６１】
また、発信者の特定のために、自己の顔の画像が使用されるのが嫌な人もいるかもしれな
い。そういう場合には、着信時に、発信者の電話番号や氏名などの属性情報のみを表示す
る。
【０１６２】
画像を表示するか、画像と属性情報の双方を表示するか、あるいは属性情報のみを表示す
るか、を選択できれば都合がよい。
【０１６３】
また、本発明の実施の形態２においては、画像電話番号記憶部１００１に記憶されている
画像情報に記憶した日時を付与するようにすると、使用者が発信者を特定しやすい。
【０１６４】
また、カメラ部１１０で撮影した画像情報を用いたが、他の撮影機又はデジタルカメラな
どで撮影した画像情報を用いてもよい。また、パーソナルコンピュータから入力した画像
情報を用いてもよい。
【０１６５】
さらに、撮影機又はデジタルカメラなどで撮影した画像情報を基に擬似絵又は似顔絵を作
成するソフトを用いた編集画像などで作成した画像情報を用いてもよい。
【０１６６】
すなわち、本発明は、外部から入力された画像を携帯端末のディスプレイに表示する場合
にも応用可能である。
【０１６７】
また、表示部１０７は１つの表示部で構成してもよい。
【０１６８】
また、本発明は、折畳式の携帯端末装置以外の携帯端末装置にも適用される。この場合に
は、表示部１０７は、筐体１０１の第１の面に設けられている第１の表示部１０７ａと、
筐体１０１の前記第１の面とは反対側の第２の面に設けられている第２の表示部１０７ｂ
と、で構成される。
【０１６９】
以上説明したように、第１の表示部１０７ａ又は第２の表示部１０７ｂ上に、発信者の顔
の画像を、発信者の電話番号と共に表示することにより、発信者を容易に特定することが
できる。
【０１７０】
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（実施の形態４）
以下、図１９（ａ），図１９（ｂ），図１９（ｃ）ないし図２０を用いて、本発明の第４
の実施の形態について説明する。
【０１７１】
本実施の形態では、カメラ付き携帯端末の使用者が、被写体（人）を撮像したとき、使用
者および被写体となった人の双方が、正視に適した撮影画像を見ることができる。
【０１７２】
さらに、本体部が開閉いずれかの状態で録画された画像を再生してディスプレイ上に表示
させるときも、使用者側あるいは被写体側から見て、正視に適した画像をディスプレイ上
に表示する。
【０１７３】
また、表示部を鏡の代わりに使う場合（自分で自分の顔を写す場合など）に、鏡像表示を
行う場合の具体的な態様についても言及する。
【０１７４】
本実施の形態の基本的な内容は前掲の実施の形態に含まれている。
【０１７５】
すなわち、先に説明した図１０の制御部１１２が、正しい画像表示がなされるように、状
況に適応して表示画像の上下・左右を変更する。
【０１７６】
この場合、制御部１１２は、図１０の各部から与えられる情報に基づいて、どの表示部に
画像を表示するのか、カメラが取り付けられている面と表示部がある面とは同一の面であ
るのか、あるいは、画像の撮影時と表示時において、筐体の折り畳みの状態が異なってい
るか否かなどをリアルタイムで判定する。
【０１７７】
そして、その判定結果に基づいて、画像の左右や上下を、適宜、反転させて、見る者にと
って適切である画像を、常にディスプレイ上に表示する。
【０１７８】
また、本実施の形態は、前掲の実施の形態と同様に、撮影した画像を電話番号と関連付け
て適宜、表示する。
【０１７９】
すなわち、撮影画像を、電話番号情報と関連させて電話帳機能に格納させ、格納された電
話番号と一致する相手から着信が有った場合は、表示部に発信者の電話番号と関連付けさ
れた画像を表示する。これにより、使用者が、発信者を容易に特定することが可能となる
。
【０１８０】
以下、図面を参照して具体的に説明する。
【０１８１】
図１９（ａ），図１９（ｂ），図１９（ｃ）は、本実施の形態にかかる折畳式携帯電話機
の外観を示す図である。
【０１８２】
図１９（ａ）は閉じた状態の斜視図、図１９（ｂ）は開いた状態の正面方向の斜視図、図
１９（ｃ）は背面方向の斜視図である。
【０１８３】
図１９（ａ），図１９（ｂ）において、上筐体１と下筐体２とは各々の筐体１、２に形成
されたヒンジ部３よって互いが折畳み（開閉）可能に連結されて本体部４を形成している
。
【０１８４】
筐体がユーザーに携帯されるときは、上筐体１と下筐体２が対向するように閉じられ（折
畳まれ）、通話時は開いて用いられる。
【０１８５】
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上筐体１には、折畳まれたとき下筐体２と対向する対向面５とは反対側の反対面６側に、
文字や記号、数字、画像等を表示する略平坦な第1表示部７、レンズや光電変換素子、画
像処理部からなるカメラ部８、カメラ部８による撮影を開始するためにカメラモードへの
切替えを行う第１操作部（カメラボタン）９、対向面５には音声を出力する受話部１０、
文字や記号、数字、画像等を表示し、第１表示部７より縦、横方向ともに大きな第２表示
部１１、永久磁石１２等が収容されている。
【０１８６】
下筐体２には、折畳まれたとき上筐体１と対向する下筐体２の対向面１３側に文字や記号
、数字などが印刷され文字や記号、数字等を入力する機能等を有する第２操作部１４、上
筐体１と下筐体２が折畳まれたときに永久磁石１２と重畳する位置に設けられたホール素
子１５、送話部（マイク）１６などが収容されている。
【０１８７】
右側面側にはカメラ部８によって撮影された画像の録画を開始させたり終了させる第３操
作部（録画ボタン）１７、撮影画像を録画するとき、静止画または動画として録画するこ
とを選択する選択機能や、録画画像に名前（画像名）が付与されているとき、順次画像名
を切替え表示する切替え機能を有する第４操作部１８が設けてある。
【０１８８】
下筐体２の対向面１３とは反対側の反対面１９側には、本体部４に電源を供給する電池２
０が着脱可能に設けられている。
【０１８９】
また、上筐体１と下筐体２には送信部や受信部からなる無線回路部と、記録部やＩＣなど
からなる制御回路部が形成されたプリント基板（図示せず）が収容され、ヒンジ部３の中
で巻回されたフレキシブルプリント基板（図示せず）によって電気的に接続されている。
【０１９０】
なお、本体部４が折畳まれた状態か否かは、ホール素子によって検出される。筐体が折畳
まれる（閉じられる）と、永久磁石１２がホール素子１５に重なる。この重なりを、ホー
ル素子１５が検知し、検知信号を制御部１１２に通知する。これにより、制御部１１２は
、筐体が閉じられている状態であると認識できる。
【０１９１】
筐体が開かれている状態では、ホール素子１５から永久磁石１２が離れる。よって、ホー
ル素子１５から制御部１１２への検知信号の送出がが停止される。よって、制御部１１２
は、本体部４が開かれていると認識することができる。
このように、永久磁石１２とホール素子１５を用いて、本体部４の開閉状態が検出できる
。
【０１９２】
図２０は携帯電話端末の機能を説明するための図である。
【０１９３】
筐体に電源が投入された状態では、音声通信モードが開始される。第１又は第２操作部９
、１４を操作することでモード切替えを実行することができる。
【０１９４】
音声通信モード下では、音声、非音声の受信待受動作や、音声の着信動作や発信動作が実
行される。
【０１９５】
非音声通信モード下では、受信待受状態を維持しながら第２操作部１４より入力した文字
情報を第２表示部１１に表示させ、さらに送信機能を用いて相手に送信することができる
。
【０１９６】
また、文字情報や画像情報を受信した場合は、第１または第２表示部７、１１に受信した
ことを報知するメッセージを表示する。
【０１９７】



(15) JP 4313560 B2 2009.8.12

10

20

30

40

50

さらに所定の操作によって文字情報や画像情報を第１及び第２表示部７、１１に表示させ
ることができる。
【０１９８】
なお、音声、非音声通信を行うときに送信相手を確定するためには、電話帳機能を用いて
送信相手の選択、確定をすることができる。
【０１９９】
カメラモード下では、カメラ部８のレンズにより光電変換素子に投影された画像を第１及
び、または第２表示部７，１１に表示させたり、制御部の記録部に記録（格納）させるこ
とができる。
【０２００】
さらに、記録部に格納された録画画像を読み出し、第１や第２表示部７、１１に再生表示
することができる。
【０２０１】
次に、動作について説明する。
【０２０２】
図２１～図２３は、携帯電話端末の、カメラモードにおける動作を説明するためのフロー
チャートである。
【０２０３】
また、図２４～図２６は、図１９（ａ）～図１９（ｃ）に示される状況における、表示部
７、１１に表示される表示部を示している。つまり、図１９（ａ）～図１９（ｃ）では、
第１表示部７側には文字Ｆ（被写体１００ａ）、第２表示部１１側に文字Ｊ（被写体１０
０ｂ）が存在する。そして、これら文字“Ｆ”、“J"を撮影したとき各々の表示部７、１
１に表示される表示部が、図２４～図２６に示されている。
【０２０４】
なお、筐体が閉じられた状態では、ユーザーは、ヒンジ部３を上側に向け上筐体１の第１
表示部７が使用者側に向けられるように、筐体を持つ。
【０２０５】
一方、筐体を開いた状態では、ユーザーは、第２表示部１１が使用者側に向けられる上筐
体１の下側の下筐体２を手に持つ。
【０２０６】
図２１において、電源が投入（ステップ１と称し、以下、ステップはＳと記す）されると
、受信待受状態（Ｓ２）となる。
【０２０７】
次に、カメラ部８による撮影を開始する（カメラモードに切替える）ために第１操作部９
を所定時間継続して押す（長押し）（Ｓ３）と撮影が開始（Ｓ４）される。
【０２０８】
このとき、本体部４の開閉状態を検出し（Ｓ５）、開いた状態であれば第１表示部７と第
２表示部１１に撮影画像を表示する（Ｓ６、Ｓ７）。閉じた状態であれば、第１表示部７
にのみ撮影画像を表示する（Ｓ７）。このときの表示部を図２４に示す。
【０２０９】
図２４は、図１９（ａ）における文字Ｆまたは文字Ｊを撮影したときに第１及び第２表示
部７、１１に表示される表示部を示す。
【０２１０】
すなわち、筐体が閉じた状態では、文字Ｆが撮影され、第１表示部には、撮影した文字Ｆ
が表示される。
【０２１１】
筐体が開いた状態では、文字Ｊが撮影され、第１表示部７と第２表示部１１に夫々撮影し
た文字Ｊが表示される。
【０２１２】
撮影画像を録画する場合には、さらに第１操作部９を１回押すと（Ｓ８）、撮影画像が録
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画できる状態に切替わる（▲１▼へ）。
【０２１３】
さらに第１操作部９を１回押す（Ｓ９）と記録部に録画された録画画像を第１や第２表示
部７、１１に表示させることができる（▲３▼へ）。
【０２１４】
さらに、第１操作部９を１回押すと（Ｓ１０）、カメラ部８による撮影が再開され、所定
の時間だけ押した場合は（Ｓ１１）、撮影を終了し（Ｓ１２）、受信待受状態となる（Ｓ
１３）。
【０２１５】
次に、図２２を用いて撮影画像を録画する場合について説明する。
【０２１６】
第１操作部９を押して録画可能な状態にし（Ｓ８）、第３操作部１７を押して録画モード
に確定する（Ｓ１４）。これにより、録画しようとする画像が動画であるか静止画である
かを設定される。
【０２１７】
この設定動作を行うには、第４操作部１８を１回押す（Ｓ１５）。この動作により、動画
撮影モードから静止画撮影モードへ切替わる（Ｓ１７）。再び、第４操作部１８を１回押
すと（Ｓ１５）、動画モードへ切替わる（Ｓ１６）。このように、録画しようとする画像
は、第４操作部１８を押す（Ｓ１５）毎に、動画モードまたは静止画モードが選択される
。
【０２１８】
次に、本体部４が開いた状態であるか否かが検出される（Ｓ１８）。
【０２１９】
開かれていれば第１表示部７と第２表示部１１に撮影画像が表示される。さらに、録画さ
れる画像（撮影モード）が動画であることを報知するために文字「動画」が表示される（
Ｓ１９、２０）。
【０２２０】
本体部４が閉じられていれば、第１表示部７にのみ撮影画像と文字「動画」が表示される
（Ｓ２０）。
【０２２１】
静止画に設定した場合は文字「静止画」が表示される。
【０２２２】
「動画」と表示されているときに第３操作部１７を押すと（Ｓ２１）、録画が開始される
（Ｓ２２）。そして、再び、第３操作部１７が操作される（Ｓ２５）まで、動画の録画（
Ｓ２４）を継続し、撮影画像が、記録部に記録される（Ｓ２３）。記録された画像には、
同時に、本体部４の開閉状態を示す情報が付加される。
【０２２３】
また、「静止画」と表示されているときに、第３操作部１７を押すと（Ｓ２１）、静止画
が記録部に記録（Ｓ２３）される。この場合、第３操作部１７は、シャッターボタンとし
て動作する。
【０２２４】
次に、動画を撮影中であるかを判断する（Ｓ２４）。動画撮影がされていないときは、録
画が終了する（Ｓ２８）。動画撮影中であるときは、第３操作部を押すことにより（Ｓ２
５）、録画が終了する（Ｓ２６）。
【０２２５】
録画が終了すると、撮影画像に名前が付与される（Ｓ２７）。例えば、動画として録画し
た画像には、例えば、ＭＶ１、ＭＶ２、…という名前が付与される。静止画として録画し
た画像には、例えば、ＰＨＯＴＯ１、ＰＨＯＴＯ２、…という名前が付与される（Ｓ２７
）。次の撮影を行わないときは（Ｓ２８）、第１操作部９を押す（Ｓ２９）。
【０２２６】
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次に、図２３を用いて撮影画像を表示部に再生表示する場合について、説明する。
【０２２７】
第１操作部９を押して録画画像が再生可能な状態にする（Ｓ９）。次に、第３操作部１７
を押して、再生モードに確定（Ｓ３０）する。
【０２２８】
第１表示部７，第２表示部１１には、記録部に記録された画像名が表示される（Ｓ３１）
。
【０２２９】
次に、第４操作部１８を操作して順次表示される画像名を切替え（Ｓ３２）、再生したい
画像名を選択する。
【０２３０】
次に、第３操作部１７を操作する。これにより、再生される画像が確定される（Ｓ３３）
。
【０２３１】
次に、画像撮影時の筐体の開閉状態と、現在の筐体の開閉状態が同じであるか否かが判断
される（Ｓ３４）。異なっている場合には、現在の筐体の開閉状態に適合するように、再
生画像の向きを変更する（Ｓ３５）。次に、筐体４が開いた状態であるか否かが検知され
る（Ｓ３６）。開かれていれば、第１、第２表示部７、１１に録画画像が再生される（Ｓ
３７）。閉じられていれば、第１表示部７に再生された画像が表示される（Ｓ３８）。次
の再生画像を表示しない場合には（Ｓ３９）、画像の再生処理を終了する（Ｓ４０）。そ
して、第１操作部が押される（Ｓ４１）。
【０２３２】
以下、再生画像が、第１、第２表示部７、１１に表示されるときの動作について、図２４
～図２６を用いて説明する。
【０２３３】
図２５は、筐体を、閉じた状態で録画した画像が、再生されてディスプレイ上に表示され
るときの画像を示している。
【０２３４】
筐体４が閉じていれば、第１表示部７には図２４と同じ向き、すなわち撮影時に表示され
た状態と同じく表示される。
【０２３５】
筐体４が開かれるた状態で、第１及び第２表示部７、１１に再生画像を表示する場合を考
える。この場合の再生画像は、録画時の画像と比較して、上下、左右方向が反転してしま
う。
【０２３６】
これを防止するために、上下、左右方向を反転（或いは１８０度回転）させて表示する。
【０２３７】
また、図２６は、筐体を開いた状態で録画した画像が、再生されてディスプレイ上に表示
される画像を表している。
【０２３８】
筐体４が開いていれば、第１表示部７と第２表示部１１には図２４と同じ向き、すなわち
撮影時に表示された状態と同じく表示される。
【０２３９】
筐体４が閉じられると、第２表示部１１は隠れた状態となる。第１表示部７は、露出され
た状態を保つ。
【０２４０】
何の工夫もなくディスプレイ上に再生画像を表示すると、録画時の画像と、上下、左右方
向が反転してしまう。これを防止するため、本実施の形態では、上下、左右方向を反転（
或いは１８０度回転）させて表示する。
【０２４１】



(18) JP 4313560 B2 2009.8.12

10

20

30

40

50

すなわち、録画された画像を記憶部から読み出し、表示部に再生表示させるときの筐体の
状態が、画像を録画したときの筐体の状態（開状態／閉状態）と異なるときは、記録され
ていた画像の上下、あるいは左右を反転させて、見る者にとって適正な画像に変換して、
ディスプレイ上に表示する。
【０２４２】
従って、画像を見る人は、機器を反転させる必要はない。つまり、正常な画像（正視に適
した画像）が、常に、所望のディスプレイ上に表示される。
【０２４３】
次に、他の使用例について説明する。
【０２４４】
使用者は、閉じて撮影する場合、本体部４を手に持って撮影したい方向にカメラ部８を向
けると、カメラ部８が向いている方向を撮影できる。
【０２４５】
使用者自身を写す場合は、閉じた場合は使用者自身にカメラ部７を向けると撮影できる。
【０２４６】
そのとき、使用者自身がどのように写っているかは第１表示部７を見ることで確認できる
。
【０２４７】
続いて、第３、４操作部１７、１８を押圧操作すると、第１表示部７に表示された画像が
動画または静止画として録画される。
【０２４８】
また、本体部４を開いて使用者自身の前方にある風景や人物を撮影する場合は、カメラ部
７を前方に向けると撮影ができる。
【０２４９】
しかも撮影画像は、使用者自身に向いている第２表示部１１を見て確認できる。
【０２５０】
撮像されている者は、自己の姿を第１表示部７によりり確認できる。つまり、撮影画像の
写り具合は、携帯電話端末の使用者および撮像される者の双方が、確認できる。
【０２５１】
さらに、録画された画像を再生して表示するとき、筐体が閉じた状態であっても、第１表
示部７に表示される再生画像は、見る者にとって適正な画像となっている。筐体が開いた
状態であっても、同様に、第１表示部７と第２表示部１１に表示される画像は、それぞれ
の画像を見る者にとって、適正な画像である。
【０２５２】
また、本発明では、電話帳機能に静止画を関連付けさせることができる。電話帳機能とは
、名前と電話番号と静止画とを関連付けさせて構成された電話番号情報を記憶部に登録し
たり、検索する機能である。
【０２５３】
発信者の電話番号と同一の電話番号がメモリに登録されていれば、第１表示部７や第２表
示部１１に発信者の電話番号やこの電話番号と関連付けされた名前や画像などの情報が表
示される。
【０２５４】
以下、図２７，図２８，図２９を用いて説明する。
【０２５５】
図２７において、筐体を閉じた状態で、男性（名前：松下太郎さん）の顔を撮影、録画（
静止画）したとき、第１表示部７にのみ静止画が表示される。
【０２５６】
また、筐体を開いた状態で、女性（名前：杉山直子さん）を撮影し、録画（静止画）した
とき、第１表示部７と第２表示部１１に静止画が表示される。これら静止画は、名前（氏
名）や電話番号で関連付けさせて電話帳メモリに記録（登録）することができる。
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【０２５７】
なお、ここでは、電話帳メモリへの登録方法についての説明は省く。
【０２５８】
次に、電話帳メモリに登録された電話番号をもつ相手から発信された電話が携帯電話端末
に着信した場合について説明する。
【０２５９】
発信者が松下太郎さんの場合について、図２８を用いて説明する。
【０２６０】
図２８は本発明の折畳式携帯電話機に着信したときの、表示部の様子を示す図である。
【０２６１】
本体部４が閉じられている場合、第１表示部７には松下太郎さんの名前と電話番号ととも
に顔画像が表示される。
【０２６２】
このとき、本体部４は静止画撮影時と同じ状態（閉じた状態）なので、顔画像は撮影時に
表示された方向と同方向に向けられて表示される。
【０２６３】
本体部４が開かれた状態で着信すると、第１表示部７と第２表示部１１には松下太郎さん
の名前と電話番号とともに顔画像が表示される。
【０２６４】
本体部４は撮影時と異なる状態（開いた状態）であり、名前、電話番号とともに顔画像は
上下、左右方向が反転して表示される。
【０２６５】
次に、発信者が杉山直子さんの場合について、図２９を用いて説明する。
【０２６６】
図２９は、本発明の折畳式携帯電話機に着信したときの表示部の様子を示す図である。
【０２６７】
本体部４が開かれている場合、第１表示部７と第２表示部１１には杉山直子さんの名前と
電話番号とともに顔画像が表示される。
【０２６８】
このとき、本体部４は撮影時と同じ状態（開いた状態）なので、顔画像は撮影時に表示さ
れた方向と同方向に向けられて表示される。
【０２６９】
本体部４が閉じた状態で着信すると、第１表示部７には杉山直子さんの名前と電話番号と
ともに顔画像が表示される。
【０２７０】
本体部４は、撮影時と異なる状態（閉じた状態）なので、名前、電話番号とともに顔画像
は上下左右方向を反転して表示される。
【０２７１】
すなわち、顔画像は上下左右方向が反転して表示されないので、開閉いずれの状態で着信
した場合でも、第１、第２表示部７、１１には静止画像の上下左右方向が反転せずに表示
される。よって、使用者は正常に見るためにわざわざ機器を反転させずともよく、一目で
発信者を容易に特定することができる。
【０２７２】
次に、表示部を鏡として使用する場合について説明する。
【０２７３】
図３０は、図２４に示される画像の鏡像を示している。このとき、第１、第２表示部７、
１１に表示された再生画像は、図２５、図２６と同じである。
【０２７４】
図３０において、カメラ部８が前方の文字を撮影、録画し、閉じた状態では第１表示部７
に文字Ｆが鏡像として表示され、開いた状態では第１表示部７には文字Ｊが鏡像として表
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示される。
【０２７５】
録画した画像を再生表示する場合は、図２５、図２６と同じである。本体部４が閉じられ
ている場合（本体部４の開閉状態が撮影時と同じ場合）、第１表示部７には、撮影、録画
時に第１表示部７に表示された画像の左右方向を反転して再生表示される。
【０２７６】
本体部４が開いた状態で画像を再生するときは、本体部４の開閉状態が、撮影時と異なる
。このことを考慮して、記録画像の上下、左右方向を反転して再生画像を生成し、その再
生画像が表示部に表示される。よって、第２表示部１１には、第１表示部に表示された再
生画像と同じ画像が表示される。
【０２７７】
また、本体部４が開かれているとき（本体部４の開閉状態が撮影、録画時と同じとき）、
第１表示部７には、撮影、録画時に第１表示部７に表示された画像の左右方向を反転した
画像が表示される。
【０２７８】
第２表示部１１には、撮影、録画時に第１表示部７に表示された画像と同じ画像が表示さ
れる。
【０２７９】
本体部４が閉じられた状態で画像を再生する場合、本体部４の開閉状態が、撮影時と異な
る。したがって、この場合には、記録画像の上下、左右方向を反転して再生画像が生成さ
れ、その再生画像が表示部に表示される。なお、第２表示部１１は隠れた状態となるため
、第２表示部には、何も表示されない。
【０２８０】
従って、ディスプレイ上に鏡像表示をするときでも、本体部の開閉状態が撮影時と異なっ
ているかいなかに関係なく、常に、正視に適した画像がディスプレイ上に表示される。
【０２８１】
なお、本実施の形態では、本体部を開いた状態で第１と第２表示部に再生画像が表示でき
るようにしたが、使用者によっては開いた状態で第１表示部に表示された画像が他人に見
られるのを拒みたいと思う人もいる。
【０２８２】
よって、第２操作部を操作し、筐体を開いた状態のときには、第１表示部に再生画像が表
示されないように設定できるようにしてもよい。
【０２８３】
本発明は種々、変形可能である。
【０２８４】
実施の形態の説明では、筐体が折り畳たまれた状態でも撮影を可能とするべく、筐体の外
側の面にカメラを設けていたが、筐体を開いた状態(折り畳まない状態)でのみ撮影を行う
のであれば、筐体の内側の面にカメラを設けてもよい。
【０２８５】
また、上述の実施の形態では、ディスプレイが複数ある場合について説明したが、本発明
の技術は、ディスプレイが一つの場合にも適用可能である。
【０２８６】
すなわち、図３１（ａ），３１（ｂ）に示される携帯端末３００は、ディスプレイを一つ
しか有さない。
【０２８７】
つまり、筐体が開いた状態で露呈するＡ面にディスプレイ１１が設けられ、Ａ面の反対側
の面であるＢ面には、図１（ｂ）に示される携帯端末とは異なり、ディスプレイが設けら
れていない（図１（ｂ）に示される携帯端末では、Ｂ面にはディスプレイ７が設けられて
いる）。
【０２８８】



(21) JP 4313560 B2 2009.8.12

10

20

30

40

50

図３１（ｃ）に示すように、筐体を閉じた状態であっても、カメラ８を用いて、人物（男
性Ｚ）を撮像することができる。この状態では、ディスプレイ１１は隠れているため、こ
のディスプレイ１１には画像を表示しない。
【０２８９】
次に、図３１（ｄ）のように、筐体を開いた状態とする。そして、カメラ８を用いて撮像
した男性Ｚの顔の画像をディスプレイ１１上に表示させる。
【０２９０】
ここで、図１（ｂ）のように、Ｂ面にディスプレイ７が設けられている場合を想定する。
図３１（ｄ）の右下に示されるように、筐体を閉じた状態で男性Ｚを撮像した場合には、
男性Ｚの鏡像が、ディスプレイ７上に、表示されるはずである。
【０２９１】
図３１（ｄ）のディスプレイ１１上に表示される男性Ｚの顔の画像は、仮想的ディスプレ
イ７上に表示されるはずの画像の上下を反転した画像である。
【０２９２】
このように、ディスプレイが仮に一つであっても、記録された画像を再生して表示する場
合には、その画像を見る者にとって適正な画像となるように、画像の向き（上下など）が
自動的に調整される。
【０２９３】
このような制御は、図５に示される制御部３０により行われる。
【０２９４】
また、図３１（ｅ）に示されるように、携帯端末１１の筐体が開いた状態では、カメラ１
０を用いて男性Ｚを撮像し、その撮像した画像を、リアルタイムでディスプレイ１１上に
表示させることができる。
【０２９５】
このとき表示される画像は、鏡像である。つまり、男性Ｚが自己の顔を確認するのに適し
た画像となっている。
【０２９６】
このように、ディスプレイが一つしかない場合でも、撮影された者が、自己の画像をチェ
ックすることができる。
【０２９７】
また、上述の実施例では、筐体を折り畳むことが可能な携帯端末を例にとり説明したが、
これに限定されるものではない。
【０２９８】
図３２（ａ）～図３２（ｄ）に、上側筐体を、下側筐体に対して回転させることにより、
筐体が開いた状態を実現させる携帯端末を示す。
【０２９９】
図３２（ａ）は、上側筐体９００ａと下側筐体９００ｂがぴったりと重なっている状態（
閉状態）を示している。上側筐体９００ａのＡ面には、液晶ディスプレイ９１０とカメラ
９２０が備えられている。
【０３００】
図３２（ｂ）は、上側筐体９００ａを、下側筐体９００ｂに対して回転させている状態を
示している。
【０３０１】
図３２（ｃ）は、上側筐体９００ａが１８０度回転した状態（開状態）を示している。
【０３０２】
図３２（ｄ）に示すように、開状態では、上側筐体９００ａのＢ面（Ａ面の反対の面）に
は、液晶ディスプレイ９３０が露呈する。
【０３０３】
本発明は、このような携帯端末にも適用することができる。
【０３０４】
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前掲の実施の形態では、携帯端末として、携帯電話を例にとって説明を行った。ただし、
その例に限定されるものではない。本発明における携帯端末には、携帯電話端末のほか、
ＰＤＡ（パーソナル・デジタルアシスタンス）や、デジタルカメラなどが含まれる。
【０３０５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明は、人物の画像（特に、顔の画像）を撮影し、その画像を内
部メモリに記録し、その後、繰り返し利用することを前提としている。最も好適な例では
、その記録画像を、携帯電話の発信者の特定に利用する。
【０３０６】
人物の記録画像は、その人のプライバシーや尊厳に密接に関係する。よって、本人の顔の
画像が隠し撮りされたり、あるいは、本人の本意でない不適な画像が記録されることを防
止する必要がある。
【０３０７】
この対策が実現されなければ、携帯電話の着信時に、発信者を特定するための画像（例え
ば、発信者の顔の画像）を表示するサービスを、安心して利用することができない。
【０３０８】
そこで、本発明では、記録される画像（人物に関する画像）が、記録に適した画像である
かを、その画像の撮影中に、あるいは、事後的に、適正な画像を用いて確認できるように
した。
【０３０９】
つまり、本発明により、携帯端末に、人物認証や人物の特定に用いられる画像の適／不適
をチェックする機能が付与されたことになる。
【０３１０】
本発明によれば、人を撮像する時に使用者及び撮像される人は互いにカメラ部が撮影して
生成する画像情報を見ることができるから、使用者及び撮像される人がに互いに撮影画像
を確認することができる。
【０３１１】
また、本発明によれば、受信時において発信者の電話番号が画像電話番号記憶部に記憶さ
れた電話番号と一致した時に当該電話番号に対応する画像情報を表示部に表示するから、
発信者の特定が容易となる。
【０３１２】
また、本発明では、閉じているときにはカメラが撮影した撮影画像を表示部に表示し、開
いているときには撮影画像を両方の表示部に表示したので、開閉いずれの状態でも撮影が
でき、しかも、その撮影画像の上下方向が反転されずに表示部に表示させて見ることがで
きる。
【０３１３】
特に、前方の人を写すときは使用者（撮影者）と被写体（人）がともに撮影画像を確認で
きる。
【０３１４】
また、録画された画像を表示部に再生表示させた場合でも、再生画像の上下方向或いは上
下左右方向が反転されずに表示部に表示させて見ることができるので、撮影時及び画像再
生時ともに正視に適した画像となり、機器を反転させたり持ち直しをしなくて済む。
【０３１５】
また、鏡像の表示も可能であるため、例えば、携帯端末を、身だしなみをチェックするた
めの鏡代わりに使うことができる。
【０３１６】
また、電話帳の中に電話番号と関連付けされた撮影画像がある人から着信があれば、着信
時、本体部が開閉いずれの状態であっても、表示部には撮影画像の上下方向が反転されず
に適切な方向で表示されるため、撮影画像を見た使用者は容易に発信者の特定ができる。
【０３１７】
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本発明では、特に、被写体としての人物の撮影画像が、その後の利用（例えば、着信時に
、発信者を特定するために、過去に撮影したその発信者の顔を表示する）に耐え得る品質
のものであるかどうかを、その撮影時に、その被写体の人物がリアルタイムでチェックす
ることができる。
【０３１８】
そして、そのチェック時、あるいは発信者の表示時の双方において、筐体の折り畳み状態
とは関係なしに、正しい方向の人物画像が表示されるため、チェックや発信者の特定を、
容易に行うことができる。
【０３１９】
また、発信者表示に使用する画像を、撮影された本人が、撮影時にチェックできるため、
自己の不本意な画像が発信者表示用の画像として用いられる心配がない。したがって、着
信時に発信者の画像を表示する機能を安心して利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）本発明の携帯端末（携帯電話端末）の、一つの方向からみた斜視図
（ｂ）本発明の携帯端末（携帯電話端末）の、他の方向からみた斜視図
【図２】（ａ）男性Ｙの画像を、男性Ｘの所有する携帯端末（携帯電話端末）に登録する
処理を説明するための図
（ｂ）人の属性情報と撮像画像とが関連付けられて登録された状態を示す図
【図３】男性Ｙ（発信者）が、男性Ｘ（受信者）に携帯電話をかけて呼び出しを行ってい
る状態を示す図
【図４】本発明の携帯端末（携帯電話端末）が折り畳まれた状態で、被写体をカメラで撮
像し、その撮像画像を、鏡像画像としてディスプレイ上に表示している状態を示す図
【図５】本発明の携帯端末（携帯電話端末）の内部構成の一例を示す図
【図６】本発明の折畳式の携帯端末装置（筐体が折り畳まれていない状態）の一例の正面
図
【図７】本発明の折畳式の携帯端末装置（筐体が折り畳まれていない状態）の一例の右側
面図
【図８】本発明の折畳式の携帯端末装置（筐体が折り畳まれていない状態）の一例の背面
図
【図９】（ａ）本発明の折畳式の携帯端末装置（筐体が折り畳まれた状態）の一例を示す
正面図
（ｂ）本発明の折畳式の携帯端末装置（筐体が折り畳まれた状態）の一例を示す右側面図
【図１０】本発明の折畳式の携帯端末装置の一例のハードウエア構成を示すブロック図
【図１１】本発明の折畳式の携帯端末装置の一例における、動作モードを説明するための
図
【図１２】本発明の折畳式の携帯端末装置の一例の動作を説明するためのフローチャート
【図１３】（ａ）本発明の折畳式の携帯端末装置の一例の第１のディスプレイに表示され
る画像を示す図
（ｂ）本発明の折畳式の携帯端末装置の一例の第２のディスプレイに表示される画像を示
す図
【図１４】本発明の携帯端末装置の他の例の正面図
【図１５】本発明の携帯端末装置の他の例のハードウエア構成を示すブロック図
【図１６】本発明の携帯端末装置の他の例の動作を説明するためのフローチャート
【図１７】（ａ）、本発明の携帯端末装置の他の例における、第１のディスプレイ上の表
示の一例を示す図
（ｂ）本発明の携帯端末装置の他の例における、第２のディスプレイ上の表示の一例を示
す図
（ｃ）本発明の携帯端末装置の他の例における、第１のディスプレイ上の表示の他の例を
示す図
（ｄ）本発明の携帯端末装置の他の例における、第２のディスプレイ上の表示の他の例を
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【図１８】（ａ）本発明の携帯端末装置の他の例における、第１のディスプレイ上の表示
のさらに他の例を示す図
（ｂ）本発明の携帯端末装置の他の例における、第２のディスプレイ上の表示のさらに他
の例を示す図
【図１９】（ａ）本発明の折畳式携帯電話機のさらに他の例における、筐体を折り畳んだ
状態の外観を示す斜視図
（ｂ）本発明の折畳式携帯電話機のさらに他の例における、筐体を折り畳たたまない状態
の、一方向から見た斜視図
（ｃ）本発明の折畳式携帯電話機のさらに他の例における、筐体を折り畳たたまない状態
の、他の方向から見た斜視図
【図２０】本発明の折畳式の携帯端末装置のさらに他の例における、動作モードを説明す
るための図
【図２１】撮影開始から終了までの基本的な手順を説明するためのフローチャート
【図２２】撮像画像を録画する場合の手順を説明するためのフローチャート
【図２３】撮影画像を表示部に再生表示するための手順を説明するためのフローチャート
【図２４】本発明の携帯端末（図１９（ａ））により、文字Ｆ、Ｊを撮影している最中に
おける各表示部に表示される画像の例を示す図
【図２５】筐体を折り畳んだ状態（図１９（ａ））で撮影した画像が再生されるときの各
表示部に表示される画像を示す図
【図２６】筐体を折り畳たまない状態（図１９（ｂ），（ｃ））で撮影した画像が再生さ
れるときの各表示部に表示される画像を示す図
【図２７】筐体を折り畳んだ状態で、男性の顔または女性の顔を撮影している最中におい
て、各表示部に表示される画像を示す図
【図２８】筐体を折り畳んだ状態で撮影された画像が再生されるときの各表示部に表示さ
れる画像を示す図
【図２９】筐体を折り畳たまない状態で撮影した画像が再生されるときの各表示部に表示
される画像を示す図
【図３０】文字Ｆ、Ｊを撮影しているときに、各々の表示部に表示される画像の例（鏡像
表示）を示す図
【図３１】（ａ）本発明の変形例にかかる携帯端末の斜視図（筐体が閉じられている状態
を示す図）
（ｂ）本発明の変形例にかかる携帯端末の斜視図（筐体が開かれている状態を示す図）
（ｃ）本発明の変形例にかかる携帯端末（筐体が閉じられている状態）を用いて、人物を
撮像している様子を示す図
（ｄ）本発明の変形例にかかる携帯端末（筐体が開かれている状態）の表示部に、撮像さ
れた画像を表示している様子を示す図
（ｅ）は、本発明の変形例における携帯端末（筐体が開かれている状態）を用いて、人物
を撮像している様子を示す図
【図３２】（ａ）本発明の変形例における携帯端末の閉状態を示す斜視図
（ｂ）携帯端末の上側筐体を、下側筐体に対して回転させている途中の状態を示す斜視図
（ｃ）本発明の変形例における携帯端末の開状態を示す斜視図
（ｄ）携帯端末を裏側から見た場合の斜視図
【符号の説明】
１　携帯端末装置
８，１０　カメラ部
７，１１　表示部
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