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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＴＶ電話機能とＳＭＳ(Short Message Service)機能を有し、マナーモードの設定・解
除が可能な携帯型ＴＶ電話の送受信方法であって、
　前記マナーモードが設定された状態で前記ＴＶ電話機能による通信を実行するときに、
前記無線携帯端末の送話用マイクによる音声入力と受話用スピーカによる音声出力を禁止
するとともに前記ＳＭＳ機能をＴＶ電話機能と並行して起動し、該端末のキー入力部から
入力された文字データを前記ＳＭＳ機能によりＳＭＳサーバ経由で送信し、該端末の表示
部に、ＴＶ電話機能により受信した相手端末からの画像および前記ＳＭＳ機能により受信
した相手端末からのメッセージを表示することを特徴とする携帯型ＴＶ電話の送受信方法
。
【請求項２】
　前記ＴＶ電話機能による通信中に、第３者からのＳＭＳを受信したときには、該第３者
からのＳＭＳメッセージの表示を、前記ＴＶ電話機能による通信が終了するまで禁止する
ことを特徴とする請求項１に記載の携帯型ＴＶ電話の送受信方法。
【請求項３】
　ＴＶ電話機能と電話帳機能と電子メール機能を有し、マナーモードの設定・解除が可能
な携帯型ＴＶ電話の送受信方法であって、
　前記マナーモードが設定された状態で前記ＴＶ電話機能による通信を実行するときに、
前記無線携帯端末の送話用マイクによる音声入力と受話用スピーカによる音声出力を禁止
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するとともに前記電話帳機能と電子メール機能をＴＶ電話機能と並行して起動し、該端末
のキー入力部から入力された文字データを前記電話帳機能で検索したメールアドレスに対
して電子メール機能によりメールサーバ経由で送信し、該端末の表示部に、ＴＶ電話機能
により受信した相手端末からの画像および前記電子メール機能により受信した相手端末か
らのメッセージを表示することを特徴とする携帯型ＴＶ電話の送受信方法。
【請求項４】
　ＴＶ電話機能と文字データを音声信号に変換して送信する機能及び受信した音声信号を
文字データに変換する機能を有し、マナーモードの設定・解除が可能な携帯型ＴＶ電話の
送受信方法であって、
　前記マナーモードが設定された状態で前記ＴＶ電話機能による通信を実行するときに、
前記無線携帯端末の送話用マイクによる音声入力と受話用スピーカによる音声出力を禁止
するとともに前記文字データを音声データに変換して送信する機能及び受信した音声デー
タを文字データに変換する機能を前記ＴＶ電話機能と並行して起動し、該端末のキー入力
部から入力された文字データを音声信号に変換して送信し、該端末の表示部に、ＴＶ電話
機能により受信した相手端末からの画像と受信した相手端末からの音声信号を文字データ
に変換したメッセージを表示することを特徴とする携帯型ＴＶ電話の送受信方法。
【請求項５】
　前記メッセージを、ＴＶ電話機能により受信した相手端末からの画像にオーバーレイさ
せて、吹き出し形式で表示することを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の携帯型
ＴＶ電話の送受信方法。
【請求項６】
　ＴＶ電話機能とＳＭＳ(Short Message Service)機能を備え、マナーモード設定・解除
手段を有する携帯無線端末において、
　前記マナーモード設定・解除手段がマナーモードを設定している状態で前記ＴＶ電話機
能による通信が実行されるときに、前記無線携帯端末の送話用マイクによる音声入力と受
話用スピーカによる音声出力を禁止するとともに前記ＳＭＳ機能をＴＶ電話機能と並行し
て起動する手段と、該端末のキー入力部から入力された文字データを前記ＳＭＳ機能によ
りＳＭＳサーバ経由で送信する手段と、該端末の表示部に、ＴＶ電話機能により受信した
相手端末からの画像および前記ＳＭＳ機能により受信した相手端末からのメッセージを表
示する手段を備えていることを特徴とする携帯無線端末。
【請求項７】
　前記ＴＶ電話機能による通信中に、第３者からのＳＭＳを受信したときには、該第３者
からのＳＭＳメッセージの表示を、前記ＴＶ電話機能による通信が終了するまで禁止する
手段を備えていることを特徴とする請求項６に記載の携帯無線端末。
【請求項８】
　ＴＶ電話機能と電話帳機能と電子メール機能を備え、マナーモード設定・解除手段を有
する携帯無線端末において、
　前記マナーモード設定・解除手段がマナーモードを設定している状態で前記ＴＶ電話機
能による通信が実行されるときに、前記無線携帯端末の送話用マイクによる音声入力と受
話用スピーカによる音声出力を禁止するとともに前記電話帳機能と電子メール機能をＴＶ
電話機能と並行して起動する手段と、該端末のキー入力部から入力された文字データを前
記電話帳機能で検索したメールアドレスに対して電子メール機能によりメールサーバ経由
で送信する手段と、該端末の表示部に、ＴＶ電話機能により受信した相手端末からの画像
および前記電子メール機能により受信した相手端末からのメッセージを表示する手段を備
えていることを特徴とする携帯無線端末。
【請求項９】
　ＴＶ電話機能と文字データを音声信号に変換する文字データ・音声機能と音声信号を文
字データに変換する音声・文字データ変換機能を備え、マナーモード設定・解除手段を有
する携帯無線端末において、
　前記マナーモード設定・解除手段がマナーモードを設定している状態で前記ＴＶ電話機
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能による通信が実行されるときに、前記無線携帯端末の送話用マイクによる音声入力と受
話用スピーカによる音声出力を禁止するとともに前記文字データ・音声変換機能及び音声
・文字データ変換機能をＴＶ電話機能と並行して起動する手段と、該端末のキー入力部か
ら入力された文字データを前記文字データ・音声変換機能により音声信号に変換して送信
し、該端末の表示部に、ＴＶ電話機能により受信した相手端末からの画像と受信した相手
端末からの音声信号を前記音声・文字データ変換機能により文字データに変換したメッセ
ージを表示する手段を備えていることを特徴とする携帯無線端末。
【請求項１０】
　前記メッセージを、ＴＶ電話機能により受信した相手端末からの画像にオーバーレイさ
せて、吹き出し形式で表示する手段を備えていることを特徴とする請求項５または６に記
載の携帯無線端末。
【請求項１１】
　前記携帯無線端末はイヤホン端子を備えており、前記マナーモードが設定されている状
態においても前記イヤホン端子に接続されたイヤホンにより相手端末からの音声を受信可
能に構成されていることを特徴とする請求項６～１０のいずれかに記載の携帯無線端末。
【請求項１２】
　前記マナーモード設定・解除手段は、予め指定された特定信号が受信される圏内で、該
携帯無線端末を自動的にマナーモードに設定し、前記特定信号受信圏外へ移行したとき前
記マナーモードを解除する手段を備えていることを特徴とする請求項６～１１のいずれか
に記載の携帯無線端末。
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯型テレビ（ＴＶ）電話端末に関し、特にマナーモード設定時における携
帯型ＴＶ電話の送受信方法、および携帯型ＴＶ電話端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年ＴＶ電話機能付き携帯電話が普及しつつある。例えば特許文献１に記載の携帯無線
式ＴＶ電話では、携帯端末装置本体のキー操作部から液晶モニター等の表示部で視認しな
がら相手側電話番号を入力し、装置本体の制御・無線回路およびアンテナを介して無線信
号を発信して発呼動作を行い、相手側の端末と無線での回線が接続された後、音声・画像
・文字信号を、無線信号を媒体として端末間で送受信する。相手側端末へ送信する音声情
報はマイクにより音声入力され、画像情報は内蔵のカメラで撮像されて相手側に伝送され
る。相手側端末から受信される音声情報はスピーカあるいはイヤホンを介して音声出力さ
れ、画像・文字情報は表示部に映像として表示される。
【０００３】
　また、特許文献２に記載の携帯テレビ電話端末は、画像を取り入れる撮像手段と、表示
手段と、音声入力手段と、音声出力手段と、各種操作及び文字データの入力の際に操作さ
れる操作手段と、音声データ、文字データ及び画像データの通信を行う通信手段と、操作
手段の操作により入力された文字からメールを作成するメール作成手段と、前記操作手段
からの画像付メールの作成指示を受けて前記メール作成手段で作成した文字データに例え
ば送信者の顔などの画像データを添付した画像付メールを作成し、前記操作手段からの画
像付メールの送信指示を受けて前記通信手段によりこの画像付メールを送信する制御手段
を備えている。
【０００４】
　また、特許文献３～４に記載のテレビ電話システムでは、通信事業者網を介して互いに
接続された中継局と、映像、音声及び通信データが多重化された多重データを、無線網及
び通信事業者網を介して回線交換で互いに通信する携帯テレビ電話端末と、通信事業者網
を回線交換で通信中の多重データからインターネット網への通信データを分離し、分離し
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た通信データをインターネット網へ送出するとともに、この通信データに対するインター
ネット網からの応答データを多重データに多重化するデータ多重分離装置と、通信事業者
網とインターネット網とを接続するインターネットゲートウェイと、データ多重分離装置
にて分離された通信データに対する応答データを作成するサービスプロバイダとを備え、
携帯テレビ電話端末において、携帯テレビ電話用アプリケーションとインターネット網へ
のアクセスアプリケーションとを並行して動作させることにより、携帯テレビ電話で通話
をしながら、同時にインターネットにアクセスしてホームページ等の閲覧やメール送受信
を行うことを可能にしている。
【０００５】
【特許文献１】特開平６－２９２１９５号公報
【特許文献２】特開２０００－３３２９０４号公報
【特許文献３】特開２００２－１１８６４９号公報
【特許文献４】特開２００３－２０４３７８号公報
【特許文献５】特開２００３－３２７４６号公報
【特許文献６】特表２００２－５０２５７０号公報
【特許文献７】特表２００３－３４８００８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来、電車内あるいは劇場内等のように周りに音を出すことが憚られるような状況にお
ける携帯電話の使用に対してマナーモードを設定する手段を設け、マナーモードが設定さ
れた携帯電話による通信を制限する方法が種々提案されており（例えば特許文献５参照）
、マナーモードが設定されている状態で着信があった場合には、発呼側に対して通話がで
きない旨等のメッセージが送信される。
【０００７】
　一方、携帯テレビ電話システムの場合、例えば特許文献２に記載のように画像付メール
による送受信を行えば、周囲に音を出すことなく通信をすることは可能であるが、この方
法は、データ量の多い画像データもメールとしてメールサーバ経由で送信する必要があり
、本来のＴＶ電話機能が有効に利用されていないという問題がある。
【０００８】
　また、特許文献３～４に記載の携帯ＴＶ電話端末を用いれば、ＴＶ電話機能を用いた通
信を行いながら並行してメールの送受信を行うことが可能であり、テレビ電話では音声に
よる通話をお互いに自粛してメールの送受信により通話を行えば、周囲に音を出すことな
く相手から送られた画像及びメールを見ながら通信を行うことは不可能ではないが、テレ
ビ電話機能とは別に、電子メールアプリケーションを立ち上げるための操作を行う必要が
あり、また相手のメールアドレスを別途入力しなければならない等、操作が面倒である。
【０００９】
　本発明の目的は、上記問題点に鑑み、マナーモード設定時に、比較的簡単な方法及び操
作で画像と文字メッセージによるＴＶ電話を可能にする手段を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の実施形態による携帯型ＴＶ電話の送受信方法は、ＴＶ電話機能とＳＭＳ
(Short Message Service)機能とマナーモード設定・解除機能を利用し、前記マナーモー
ドが設定された状態で前記ＴＶ電話機能による通信を実行するときに、前記無線携帯端末
の送話用マイクによる音声入力と受話用スピーカによる音声出力を禁止するとともに前記
ＳＭＳ機能をＴＶ電話機能と並行して起動し、該端末のキー入力部から入力された文字デ
ータを前記ＳＭＳ機能によりＳＭＳサーバ経由で送信し、該端末の表示部に、ＴＶ電話機
能により受信した相手端末からの画像および前記ＳＭＳ機能により受信した相手端末から
のメッセージを表示することを特徴とする。
【００１１】
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　また本発明の第２の実施形態による携帯型ＴＶ電話の送受信方法は、ＴＶ電話機能と電
話帳機能と電子メール機能とマナーモード設定・解除機能を利用し、前記マナーモードが
設定された状態で前記ＴＶ電話機能による通信を実行するときに、前記無線携帯端末の送
話用マイクによる音声入力と受話用スピーカによる音声出力を禁止するとともに前記電話
帳機能と電子メール機能をＴＶ電話機能と並行して起動し、該端末のキー入力部から入力
された文字データを前記電話帳機能で検索したメールアドレスに対して電子メール機能に
よりメールサーバ経由で送信し、該端末の表示部に、ＴＶ電話機能により受信した相手端
末からの画像および前記電子メール機能により受信した相手端末からのメッセージを表示
することを特徴とする。
【００１２】
　また本発明の第３の実施形態による携帯型ＴＶ電話の送受信方法は、ＴＶ電話機能と文
字データを音声信号に変換して送信する機能及び受信した音声信号を文字データに変換す
る機能と、マナーモード設定・解除機能を利用し、前記マナーモードが設定された状態で
前記ＴＶ電話機能による通信を実行するときに、前記無線携帯端末の送話用マイクによる
音声入力と受話用スピーカによる音声出力を禁止するとともに前記文字データを音声デー
タに変換して送信する機能及び受信した音声データを文字データに変換する機能を前記Ｔ
Ｖ電話機能と並行して起動し、該端末のキー入力部から入力された文字データを音声信号
に変換して送信し、該端末の表示部に、ＴＶ電話機能により受信した相手端末からの画像
と受信した相手端末からの音声信号を文字データに変換したメッセージを表示することを
特徴とする。
【００１３】
　また本発明の第１の実施形態による携帯無線端末は、ＴＶ電話機能とＳＭＳ(Short Mes
sage Service)機能とマナーモード設定・解除手段を備え、前記マナーモードが設定され
た状態で前記ＴＶ電話機能による通信が実行されるときに、前記無線携帯端末の送話用マ
イクによる音声入力と受話用スピーカによる音声出力を禁止するとともに前記ＳＭＳ機能
をＴＶ電話機能と並行して起動する手段と、該端末のキー入力部から入力された文字デー
タを前記ＳＭＳ機能によりＳＭＳサーバ経由で送信する手段と、該端末の表示部に、ＴＶ
電話機能により受信した相手端末からの画像および前記ＳＭＳ機能により受信した相手端
末からのメッセージを表示する手段を備えていることを特徴とする。
【００１４】
　また本発明の第２の実施形態による携帯無線端末は、ＴＶ電話機能と電話帳機能と電子
メール機能とマナーモード設定・解除手段を有し、前記マナーモードが設定された状態で
前記ＴＶ電話機能による通信が実行されるときに、前記無線携帯端末の送話用マイクによ
る音声入力と受話用スピーカによる音声出力を禁止するとともに前記電話帳機能と電子メ
ール機能をＴＶ電話機能と並行して起動する手段と、該端末のキー入力部から入力された
文字データを前記電話帳機能で検索したメールアドレスに対して電子メール機能によりメ
ールサーバ経由で送信する手段と、該端末の表示部に、ＴＶ電話機能により受信した相手
端末からの画像および前記電子メール機能により受信した相手端末からのメッセージを表
示する手段を備えていることを特徴とする。
【００１５】
　また本発明の第３の実施形態による携帯無線端末は、ＴＶ電話機能と文字データを音声
信号に変換する文字データ・音声機能と音声信号を文字データに変換する音声・文字デー
タ変換機能と、マナーモード設定・解除手段を有し、前記マナーモード設定・解除手段が
マナーモードを設定している状態で前記ＴＶ電話機能による通信が実行されるときに、前
記無線携帯端末の送話用マイクによる音声入力と受話用スピーカによる音声出力を禁止す
るとともに前記文字データ・音声変換機能及び音声・文字データ変換機能をＴＶ電話機能
と並行して起動する手段と、該端末のキー入力部から入力された文字データを前記文字デ
ータ・音声変換機能により音声信号に変換して送信し、該端末の表示部に、ＴＶ電話機能
により受信した相手端末からの画像と受信した相手端末からの音声信号を前記音声・文字
データ変換機能により文字データに変換したメッセージを表示する手段を備えていること
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を特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、電車内あるいは劇場内などのように周りに音を出すことが憚られるよ
うな状況において、マナーモードに設定した状態で携帯端末によるＴＶ電話を行うと、自
動的に画像とＳＭＳ等を用いた文字メッセージによる送受信とすることができるので、比
較的簡単な操作で、音声出力を行わず相手の顔を見ながらリアルタイムにメッセージの送
受信を行うことが可能となる。
【００１７】
　また、本発明によれば、周囲に電話による会話を聞かれたくないような状況のときにも
、手動によりマナーモードを設定すれば、自動的に画像と文字メッセージによるＴＶ電話
に切替えることができるので、周囲に気兼ねすることなくＴＶ電話を掛けることができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１は、本発明の第１の実施形態を示す携帯型ＴＶ電話システムの全体構成図であり、
携帯ＴＶ電話端末１０、１１、ＳＭＳサーバ２０、ＴＶ電話交換機３０、基地局４１、４
２からなる。また、図２～図３は、本実施形態のＴＶ電話機能およびＳＭＳ機能を備えた
携帯ＴＶ電話端末１０、１１の一例を示す外観図及びブロック図であり、カメラ１０１、
ＴＶ電話画像／ＳＭＳ表示部１０２、操作部１０３、アンテナ１０４、マイク１０５、ス
ピーカ１０６、メモリ１０７、制御部１０８、信号処理部１０９、無線部１１０、マナー
モード設定・解除部１１１等を有する。
【００１９】
　制御部１０８は、操作部１０３等からの指示に従ってメモリ１０７に格納されている各
種制御プログラムを読み込み、その制御プログラムに従って、携帯ＴＶ電話端末の各種動
作を制御する。本実施形態においては、メモリ１０７にはＳＭＳアプリケーションプログ
ラムも格納されており、制御部１０８は外部からの指示等に従って、適宜このＳＭＳアプ
リケーションプログラムをメモリ１０７から読み込んでＳＭＳ機能を実行する。また、制
御部１０８は、マナーモード設定・解除部１１１からマナーモード設定信号を受けたとき
には、携帯ＴＶ電話端末１０に対する着信音を抑制して例えばバイブレータによる着信通
知に切り替え、かつ送話用マイク１０５による音声入力と受話用スピーカ１０６による音
声出力を禁止する制御を行う。
【００２０】
　なお、ＳＭＳシステムについては、例えば特許文献６～７等に記載されているように当
業者に周知であるのでその詳細説明は省略する。また、マナーモード設定・解除部１１１
は、マナーが求められる場所において特定の電波、音波あるいは光を受信した際に当該携
帯ＴＶ電話端末にマナーモードを自動設定し、特定電波受信圏外に移行した際にマナーモ
ードを自動解除する等の適宜の自動マナーモード設定・解除手段、あるいは手動によりマ
ナーモードを設定・解除する手段によって構成可能である。携帯無線電話機にマナーモー
ド設定・解除手段を設けること自体は当業者に周知であるので、その詳細説明は省略する
。
【００２１】
　図４～図５は、本実施形態の携帯ＴＶ電話端末による発呼または着呼時の動作を示すフ
ローチャートである。以下、図１～図５を参照して本実施形態の動作について説明する。
【００２２】
　本実施形態の携帯ＴＶ電話端末１０から携帯ＴＶ電話端末１１に対して発呼動作の開始
が指示されると、携帯ＴＶ電話端末１０の制御部１０８は、マナーモード設定・解除部１
１１により携帯ＴＶ電話端末１０にマナーモードが設定されているか否かを判定し、マナ
ーモードが解除されているときには、通常のＴＶ電話機能として動作するように制御する
。なお、このとき携帯ＴＶ電話端末１０が備えているＳＭＳ機能をキー操作部１０３によ
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り起動してＴＶ電話機能と並行してＳＭＳ機能を動作させることも可能である。
【００２３】
　一方、マナーモード設定・解除部１１１により携帯ＴＶ電話端末１０にマナーモードが
設定されているときには、携帯ＴＶ電話端末１０の動作を制御する制御部１０８は、携帯
ＴＶ電話端末１０の送話用マイク１０５による音声入力と受話用スピーカ１０６による音
声出力を禁止する制御を行うとともに前記ＳＭＳ機能をＴＶ電話機能と並行して動作させ
るために、メモリ１０７にアクセスしてＳＭＳアプリケーションの自動立ち上げを行う。
その際、表示部１０２に、マナーモードが設定されているために音声による通話は不可で
あることを表示させてもよい。
【００２４】
　次に、携帯ＴＶ電話端末１１の電話番号が入力されて発呼が指示されると、無線により
基地局４１に対して携帯ＴＶ電話端末１１との接続要求が送信される。この接続要求の中
に、ＳＭＳを利用した文字データで通信することを示す情報を挿入し、携帯ＴＶ電話端末
１１が応答した際にその旨を伝達する構成とすることもできる。
【００２５】
　携帯ＴＶ電話端末１１からの応答があると、携帯ＴＶ電話端末１０と１１間の回線が接
続されて通信可能状態となり、携帯ＴＶ電話端末１１の表示部１０２にはＴＶ電話交換機
３０経由で携帯ＴＶ電話端末１０から送信された画像データが表示され、携帯ＴＶ電話端
末１０の表示部１０２にはＴＶ電話交換機３０経由で携帯ＴＶ電話端末１１から送信され
た画像データが表示される。次に携帯ＴＶ電話端末１０のキー入力部１０３を操作してＳ
ＭＳメッセージを作成し、送信キーを押下すると、このメッセージデータは、基地局４１
を介してＳＭＳサーバ２０へ送られる。
【００２６】
　ＳＭＳサーバ２０は、携帯ＴＶ電話端末１０からのメッセージデータに含まれている携
帯ＴＶ電話端末１０の電話番号及び送信先端末１１の電話番号に従って、このＳＭＳメッ
セージを基地局４２経由で携帯ＴＶ電話端末１１に送信する。携帯ＴＶ電話端末１１は、
受信したメッセージが携帯ＴＶ電話端末１０からのものであることを確認して、表示部１
０２の所定位置に文字データとして表示する。
【００２７】
　携帯ＴＶ電話端末１０からのメッセージに対して、携帯ＴＶ電話端末１１側でもＳＭＳ
アプリケーションを起動し、ＳＭＳメッセージを作成して送り返すと、そのメッセージは
携帯ＴＶ電話端末１０の表示部１０２の所定位置に文字データとして表示される。このよ
うにして、各端末では相手から送信された画像データを表示部１０２に表示させた状態で
ＳＭＳメッセージのみによる通話を行うことが可能になる。
【００２８】
　なお、携帯ＴＶ電話端末１０にイヤホン端子を備え、マナーモード設定時であってもイ
ヤホンによる相手側音声の受信は可能となるように構成してもよい。その場合、携帯ＴＶ
電話端末１０からのＳＭＳメッセージに対して、携帯ＴＶ電話端末１１は、通常のＴＶ電
話機能により携帯ＴＶ電話端末１１の送話用マイク１０５からの音声を携帯ＴＶ電話端末
１０へ送信し、携帯ＴＶ電話端末１０ではイヤホン端子に接続されたイヤホンにより受話
することができる。
【００２９】
　また図５に示すように、本実施形態の携帯ＴＶ電話端末１０に対して着信があった場合
には、携帯ＴＶ電話端末１０の制御部１０８は、マナーモード設定・解除部１１１により
携帯ＴＶ電話端末１０にマナーモードが設定されているか否かを判定し、マナーモードが
解除されているときには、通常のＴＶ電話機能として動作するように制御する。
【００３０】
　一方、マナーモード設定・解除部１１１により携帯ＴＶ電話端末１０にマナーモードが
設定されているときには、発呼側の電話番号が通知されているか否かを判定し、発呼側が
番号非通知でＴＶ電話発信した場合には、相手電話番号が不明であるのでＳＭＳアプリケ
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ーションの自動立ち上げを行わずに、現在マナーモードが設定されているので応答できな
い旨のメッセージを送信して、通信を終了する。
【００３１】
　発呼側の電話番号が通知されている場合には、携帯ＴＶ電話端末１０の動作を制御する
制御部１０８は、携帯ＴＶ電話端末１０の送話用マイク１０５による音声入力と受話用ス
ピーカ１０６による音声出力を禁止する制御を行うとともに前記ＳＭＳ機能をＴＶ電話機
能と並行して動作させるために、メモリ１０７にアクセスしてＳＭＳアプリケーションの
自動立ち上げを行い、ＳＭＳによるメッセージを送出する。
【００３２】
　その際、最初のＳＭＳによるメッセージは、発呼端末に対して予め登録されているメッ
セージ、例えば、発呼端末に対して音声による通話が不可能であるためＳＭＳによる通信
を行うことを知らせるメッセージを予め登録しておき、それを送信してもよい。それ以降
の動作は、発呼の場合と同様である。
【００３３】
　図６～図９は、本実施形態の携帯ＴＶ電話端末による発呼または着呼時において表示部
１０２の表示形態の概略を示す図である。
【００３４】
　図６のように携帯端末１０から携帯端末１１へ番号通知でＴＶ電話発信したとき、携帯
端末１１にマナーモードが設定されている場合には、携帯端末１１から携帯端末１０へＳ
ＭＳが送信される。ＳＭＳを受信した携帯端末１０は、現在通話中の携帯端末１１の電話
番号とＳＭＳの送信元の電話番号を比較する。同じ電話番号であれば相手からのＳＭＳの
メッセージであるから、そのメッセージ（今電車の中です）をＴＶ電話中の携帯端末１０
の画面に表示する。
【００３５】
　また、図７に示すように携帯端末１０から携帯端末１１へ番号非通知でＴＶ電話発信し
、携帯端末１０から携帯端末１１へＳＭＳを送信した場合、携帯端末１１はＴＶ電話中の
相手端末が不明なためＳＭＳのメッセージはＴＶ電話中の画面には表示されない。従って
、携帯端末１０にマナーモードが設定されている場合には、携帯端末１１には発呼者の画
像データが表示されるだけであって、通話はできない。
【００３６】
　また、図８に示すように携帯端末１０と携帯端末１１がＴＶ電話中に、携帯端末１１に
他の携帯端末からＳＭＳが送信されてきた場合、携帯端末１１は現在通話中の携帯端末１
０の電話番号と送信されてきたＳＭＳの送信元電話番号を比較した結果が異なるため、携
帯端末１０からの画像データが表示されている現在ＴＶ電話中の画面にはこのＳＭＳメッ
セージは出力されない。
【００３７】
　即ち、携帯端末のＴＶ電話中に本発明によるＳＭＳメッセージの送受信を行っていると
きに、この送受信とは関係のない第３者のＳＭＳメッセージを受信した場合には、画面に
はそのメッセージを表示しないように制御される。これにより関係のない第３者のＳＭＳ
メッセージによって通話が混乱することがなくなり、利便性が一層向上する。
【００３８】
　図９は、表示画面上に表示されるメッセージ表示形態の他の例を示しており、図９に示
すように表示部１０２に表示される相手の画像を認識し、表示されている人物の口の位置
を推定して吹き出しを設定し、相手画像にオーバーラップする形でメッセージを出力して
もよい。その際、文字が多い場合はボタン押下により吹き出しを適宜入れ替えながら出力
することによって長いメッセージも表示可能となる。また、例えば人物の口の部分にＸ印
を重ねて表示する信号を送信し、音声による通話ができない場所であることを伝達しても
よい。この映像に特定の文字や画像を重ねる手段は、端末側で適宜ＯＮ／ＯＦＦできるよ
うに設定される。
【００３９】
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　なお、上記実施形態では、マナーモード設定時にＴＶ電話とＳＭＳを組み合わせて通話
を行う例について説明したが、第２の実施形態として、携帯端末に、ＳＭＳ機能の代わり
に電話帳機能と電子メール機能を備え、ＳＭＳの代わりに電子メールを利用して文字メッ
セージの送受信を行うことによって実現することもできる。
【００４０】
　例えばマナーモードが設定されている携帯端末１０から携帯端末１１へ発呼する場合に
は、メッセージの送信は、電話帳から発呼相手の電子メールアドレスを検索してメール送
信によって行い、あるいは送信元の電子メールアドレスから電話帳を検索し、ＴＶ電話中
の相手であればメッセージを表示する。これによりマナーモードが設定された状態でＴＶ
電話中の相手とメッセージのやりとりが可能となる。
【００４１】
　また、第３の実施形態として、携帯端末を、ＴＶ電話機能と文字データを音声信号に変
換して送信する機能及び受信した音声信号を文字データに変換する機能を有する構成とし
、マナーモードが設定されている時のＴＶ電話通信には、この音声と文字データの変換機
能を起動させることにより、文字メッセージによる通話を行うこともできる。
【００４２】
　例えばマナーモードが設定されている携帯端末１０から携帯端末１１へ発呼する場合に
は、この文字データを音声データに変換して送信する機能及び受信した音声データを文字
データに変換する機能をＴＶ電話機能と並行して起動し、携帯端末１０のキー入力部１０
３から入力された文字データを文字データ・音声変換機能により音声信号に変換して携帯
端末１１へ送信し、また携帯端末１０の表示部１０２には、ＴＶ電話機能により携帯端末
１１から受信した画像を表示するとともに、受信した音声信号を音声・文字データ変換機
能により文字データに変換して表示する。これによりマナーモードが設定された状態でＴ
Ｖ電話中の相手と文字によりメッセージのやりとりを行う。
【００４３】
　この文字データを音声データに変換して送信する機能及び受信した音声データを文字デ
ータに変換する機能は、例えば、制御部１０８と協働するソフトウェア（音声合成プログ
ラムと音声認識プログラム）をメモリ１０７に格納しておき、音声と文字データの変換機
能を起動したときに、ＴＶ電話機能と並行して動作させることにより実現可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の第１の実施形態を示す全体構成図である。
【図２】本実施形態のＴＶ電話機能およびＳＭＳ機能を備えた携帯ＴＶ電話端末の一例を
示す外観図である。
【図３】本実施形態のＴＶ電話機能およびＳＭＳ機能を備えた携帯ＴＶ電話端末の一例を
示す概略ブロック図である。
【図４】本実施形態の携帯ＴＶ電話端末による発呼時の動作を示すフローチャートである
。
【図５】本実施形態の携帯ＴＶ電話端末による着呼時の動作を示すフローチャートである
。
【図６】本実施形態の携帯ＴＶ電話端末による発呼または着呼時における表示形態の概略
を示す図である。
【図７】本実施形態の携帯ＴＶ電話端末による発呼または着呼時における表示形態の概略
を示す図である。
【図８】本実施形態の携帯ＴＶ電話端末による発呼または着呼時における表示形態の概略
を示す図である。
【図９】本実施形態の携帯ＴＶ電話端末による発呼または着呼時における表示形態の概略
を示す図である。
【符号の説明】
【００４５】
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　１０，１１　携帯端末
　２０　ＳＭＳサーバ
　３０　ＴＶ電話交換機
　４１，４２　基地局
　１０１　カメラ
　１０２　表示部
　１０３　キー操作部
　１０４　アンテナ
　１０５　マイク
　１０６　スピーカ
　１０７　メモリ
　１０８　制御部
　１０９　信号処理部
　１１０　無線部
　１１１　マナーモード設定・解除部
　

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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