
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

画面表示を行う表示手段と、
　 携帯電話と通信可能に接続する接続手段と、
　前記接続手段を介して接続された前記携帯電話と連携して前記ネットワーク上の情報を
取得し、該取得した情報を閲覧するための画面を前記表示手段に表示する情報閲覧手段と
、
　前記接続手段を介して接続された前記携帯電話の前記操作ボタンの操作を、前記情報閲
覧手段による情報の閲覧に関する操作として入力する操作入力手段と
　

を備えることを特徴とする携帯型情報端末。
【請求項２】
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表示画面、ネットワーク上の情報を閲覧するためのブラウザおよび操作ボタンを有する
携帯電話の前記表示画面より解像度が大きな

前記

、
前記ネットワークにアクセスが必要なときのみに、前記携帯電話を介してネットワーク

接続を行うように制御するネットワーク接続制御手段と

拡大光学系を介して、表示画面、ネットワーク上の情報を閲覧するためのブラウザおよ
び操作ボタンを有する携帯電話の前記表示画面より解像度が大きな画面表示を行う表示手
段と、

前記携帯電話と通信可能に接続する接続手段と、
前記接続手段を介して接続された前記携帯電話と連携して前記ネットワーク上の情報を

取得し、該取得した情報を閲覧するための画面を前記表示手段に表示する情報閲覧手段と



　

　

【請求項３】
　

　
　

　

　
　

　

【請求項４】
　

　

　

　

　
　

　

【請求項５】
　 ことを特徴とする請求項 記載の
携帯型情報端末。
【請求項６】
　

ことを特
徴とする請求項 に記載の携帯型情報端末。
【請求項７】
　

ことを特徴とする請求項 記載の携帯型
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、
前記接続手段を介して接続された前記携帯電話の前記操作ボタンの操作を、前記情報閲

覧手段による情報の閲覧に関する操作として入力する操作入力手段と、
前記ネットワークにアクセスが必要なときのみに、前記携帯電話を介してネットワーク

接続を行うように制御するネットワーク接続制御手段と
を備えることを特徴とする携帯型情報端末。

表示画面、ネットワーク上の情報を閲覧するためのブラウザおよび操作ボタンを有する
携帯電話の前記表示画面より解像度が大きな画面表示を行う表示手段と、

前記携帯電話と通信可能に接続する接続手段と、
前記接続手段を介して接続された前記携帯電話と連携して前記ネットワーク上の情報を

取得し、該取得した情報を閲覧するための画面を前記表示手段に表示する情報閲覧手段と
、

前記接続手段を介して接続された前記携帯電話の前記操作ボタンの操作を、前記情報閲
覧手段による情報の閲覧に関する操作として入力する操作入力手段と、

前記携帯電話と独立して前記ネットワークに接続するための通信手段と、
前記通信手段を介して前記ネットワーク上の情報を取得し、該取得した情報を閲覧する

ための画面を前記表示手段に表示するブラウザ手段と、
前記接続手段を介して接続された前記携帯電話から該携帯電話で現在閲覧している情報

の接続先情報を取り込み、該取り込んだ接続先情報を前記ブラウザ手段に設定する接続先
情報設定手段と
を備えることを特徴とする携帯型情報端末。

拡大光学系を介して、表示画面、ネットワーク上の情報を閲覧するためのブラウザおよ
び操作ボタンを有する携帯電話の前記表示画面より解像度が大きな画面表示を行う表示手
段と、

ネットワーク上の情報を閲覧するためのブラウザおよび操作ボタンを有する携帯電話と
通信可能に接続する接続手段と、

前記接続手段を介して接続された前記携帯電話と連携して前記ネットワーク上の情報を
取得し、該取得した情報を閲覧するための画面を前記表示手段に表示する情報閲覧手段と
、

前記接続手段を介して接続された前記携帯電話の前記操作ボタンの操作を、前記情報閲
覧手段による情報の閲覧に関する操作として入力する操作入力手段と、

前記携帯電話と独立して前記ネットワークに接続するための通信手段と、
前記通信手段を介して前記ネットワーク上の情報を取得し、該取得した情報を閲覧する

ための画面を前記表示手段に表示するブラウザ手段と、
前記接続手段を介して接続された前記携帯電話から該携帯電話で現在閲覧している情報

の接続先情報を取り込み、該取り込んだ接続先情報を前記ブラウザ手段に設定する接続先
情報設定手段と
を備えることを特徴とする携帯型情報端末。

前記拡大光学系は接眼型拡大光学系である ２または４に

前記表示手段の拡大光学系は半透過型光学系からなり、該半透過型光学系は、前記情報
閲覧手段により表示される画面と外界からの光線を重畳して観察位置へ結像する

２または４

前記表示手段、前記情報閲覧手段、前記接続手段および前記操作入力手段を一体化して
、頭部に装着可能にした １乃至４のいずれか１つに



情報端末。
【請求項８】
　

　
　

　

　

【請求項９】
　

　
　

　

　

　

　

【請求項１０】
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表示画面、ネットワーク上の情報を閲覧するためのブラウザおよび操作ボタンを有する
携帯電話と、前記携帯電話と通信可能に接続する接続手段および拡大光学系を介して前記
携帯電話の前記表示画面より解像度が大きな画面表示を行う表示手段を備える携帯型情報
端末とを連携させて、前記ネットワーク上の情報を前記携帯情報端末の前記表示手段で閲
覧するための情報閲覧方法であって、

前記接続手段を介して前記携帯型情報端末を前記携帯電話と接続し、
前記携帯型情報端末により、前記接続手段を介して接続された前記携帯電話と連携して

前記ネットワーク上の情報を取得し、該取得した情報を閲覧するための画面を前記表示手
段に表示し、

前記携帯型情報端末により、前記携帯電話における前記操作キーの操作を、前記情報の
閲覧に関する操作として入力し、

前記携帯型情報端末により、前記ネットワークにアクセスが必要なときのみに、前記携
帯電話を介してネットワーク接続を行うように制御する
ことを特徴とする情報閲覧方法。

表示画面、ネットワーク上の情報を閲覧するためのブラウザ手段および操作ボタンを有
する携帯電話と、前記携帯電話と通信可能に接続する接続手段、拡大光学系を介して前記
携帯電話の前記表示画面より解像度が大きな画面表示を行う表示手段および前記携帯電話
と独立して前記ネットワークに接続するための通信手段を備える携帯型情報端末とを連携
させて、前記ネットワーク上の情報を前記携帯情報端末の前記表示手段で閲覧するための
情報閲覧方法であって、

前記接続手段を介して前記携帯型情報端末を前記携帯電話と接続し、
前記携帯型情報端末により、前記接続手段を介して接続された前記携帯電話と連携して

前記ネットワーク上の情報を取得し、該取得した情報を閲覧するための画面を前記表示手
段に表示し、

前記携帯型情報端末により、前記携帯電話における前記操作キーの操作を、前記情報の
閲覧に関する操作として入力し、

前記携帯電話と独立して、前記携帯型情報端末を、前記通信手段を介して前記ネットワ
ークに接続し、

前記携帯型情報端末により、前記通信手段を介して前記ネットワーク上の情報を取得し
、該取得した情報を閲覧するための画面を前記表示手段に表示し、

前記携帯型情報端末により、前記接続手段を介して接続された前記携帯電話から該携帯
電話で現在閲覧している情報の接続先情報を取り込み、該取り込んだ接続先情報を前記ブ
ラウザ手段に設定する
ことを特徴とする情報閲覧方法。

表示画面、ネットワーク上の情報を閲覧するためのブラウザおよび操作キーを有する携
帯電話と通信可能に接続する接続手段、および拡大光学系を介して前記携帯電話の前記表
示画面より解像度が大きな画面表示を行う表示手段を備える携帯型情報端末上で実行され
る、前記ネットワーク上の情報を前記表示手段で閲覧するためのプログラムであって、

前記接続手段を介して接続された前記携帯電話と連携して前記ネットワーク上の情報を
取得し、該取得した情報を前記表示手段に閲覧可能に表示するための情報閲覧モジュール
と、

前記接続手段を介して接続された前記携帯電話における前記操作キーの操作を、前記情
報閲覧モジュールによる情報の閲覧に関する操作として入力する操作入力モジュールと、

前記ネットワークにアクセスが必要なときのみに、前記携帯電話を介してネットワーク
接続を行うように制御するネットワーク接続制御モジュールと
を有することを特徴とするプログラム。



【請求項１１】
　

　

　

　

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話と連携して情報を大画面で閲覧することが可能な携帯型情報端末、情
報閲覧方法およびプログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
小型液晶パネルとプリズムなどの拡大光学系を用いた接眼型表示装置の代表的なものとし
て、例えば、ＨＭＤ（ Head Mounted Display）がある。このＨＭＤでは、大画面表示を比
較的小型の装置で実現することができるという利点があり、さらなる小型化のための開発
が進められている。
【０００３】
また、携帯電話やＰＤＡ（ Personal Digital Assistants）などの携帯情報端末において
は、高機能化が進められる一方で、通信インフラの充実やコンテンツの充実が図られ、こ
れらの端末を用いてインターネットなどのネットワーク上のコンテンツ閲覧を容易に行う
ことが可能な環境が整いつつある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、ＨＭＤを装着しながら情報機器を操作することは視野の制限などがあるた
め困難で、特に屋外でのインタラクションにおいては操作が限られるという弊害がある。
【０００５】
また、携帯電話やＰＤＡなどの情報端末は、携帯性や操作性などの利便性に優れ、屋外で
の使用には適しているが、端末自体の大きさが制限されるために、表示装置を大きくする
ことができず、デスクトップのパーソナルコンピュータ（ＰＣ）のような大きさの画面を
表示することは困難で、かつ文字入力など端末のインタラクションも制約される。
【０００６】
　本発 目的は、携帯性および操作性を損うことなく、大画面を用いてネットワーク上
の情報の閲覧を行うことができる携帯型情報端末、情報閲覧方法およびプログラムを提供
することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　 は、

画面表示を行う表示手段と、 携帯電
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表示画面、ネットワーク上の情報を閲覧するためのブラウザおよび操作キーを有する携
帯電話と通信可能に接続する接続手段、拡大光学系を介して前記携帯電話の前記表示画面
より解像度が大きな画面表示を行う表示手段、および前記携帯電話と独立して前記ネット
ワークに接続するための通信手段を備える携帯型情報端末上で実行される、前記ネットワ
ーク上の情報を前記表示手段で閲覧するためのプログラムであって、

前記接続手段を介して接続された前記携帯電話と連携して前記ネットワーク上の情報を
取得し、該取得した情報を前記表示手段に閲覧可能に表示するための情報閲覧モジュール
と、

前記接続手段を介して接続された前記携帯電話における前記操作キーの操作を、前記情
報閲覧モジュールによる情報の閲覧に関する操作として入力する操作入力モジュールと、

前記通信手段を介して前記ネットワーク上の情報を取得し、該取得した情報を閲覧する
ための画面を前記表示手段に表示するブラウザモジュールと、

前記接続手段を介して接続された前記携帯電話から該携帯電話で現在閲覧している情報
の接続先情報を取り込み、該取り込んだ接続先情報を前記ブラウザ手段に設定する接続先
情報設定モジュールと
を有することを特徴とするプログラム。

明の

本発明 表示画面、ットワーク上の情報を閲覧するためのブラウザおよび操作ボタン
を有する携帯電話の表示画面より解像度が大きな 前記



話と通信可能に接続する接続手段と、前記接続手段を介して接続された前記携帯電話と連
携して前記ネットワーク上の情報を取得し、該取得した情報を閲覧するための画面を前記
表示手段に表示する情報閲覧手段と、前記接続手段を介して接続された前記携帯電話の前
記操作ボタンの操作を、前記情報閲覧手段による情報の閲覧に関する操作として入力する
操作入力手段と

を備えることを特
徴とする。
【０００９】
　 は、

ことを特徴とする。
【００１０】
　 は、

こと
を特徴とする。
【００１１】
　 は、

ことを特徴とする。
【００１２】
　 は、
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、前記ネットワークにアクセスが必要なときのみに、前記携帯電話を介し
てネットワーク接続を行うように制御するネットワーク接続制御手段と

本発明 拡大光学系を介して、表示画面、ネットワーク上の情報を閲覧するためのブ
ラウザおよび操作ボタンを有する携帯電話の前記表示画面より解像度が大きな画面表示を
行う表示手段と、前記携帯電話と通信可能に接続する接続手段と、前記接続手段を介して
接続された前記携帯電話と連携して前記ネットワーク上の情報を取得し、該取得した情報
を閲覧するための画面を前記表示手段に表示する情報閲覧手段と、前記接続手段を介して
接続された前記携帯電話の前記操作ボタンの操作を、前記情報閲覧手段による情報の閲覧
に関する操作として入力する操作入力手段と、前記ネットワークにアクセスが必要なとき
のみに、前記携帯電話を介してネットワーク接続を行うように制御するネットワーク接続
制御手段とを備える

本発明 表示画面、ネットワーク上の情報を閲覧するためのブラウザおよび操作ボタ
ンを有する携帯電話の前記表示画面より解像度が大きな画面表示を行う表示手段と、前記
携帯電話と通信可能に接続する接続手段と、前記接続手段を介して接続された前記携帯電
話と連携して前記ネットワーク上の情報を取得し、該取得した情報を閲覧するための画面
を前記表示手段に表示する情報閲覧手段と、前記接続手段を介して接続された前記携帯電
話の前記操作ボタンの操作を、前記情報閲覧手段による情報の閲覧に関する操作として入
力する操作入力手段と、前記携帯電話と独立して前記ネットワークに接続するための通信
手段と、前記通信手段を介して前記ネットワーク上の情報を取得し、該取得した情報を閲
覧するための画面を前記表示手段に表示するブラウザ手段と、前記接続手段を介して接続
された前記携帯電話から該携帯電話で現在閲覧している情報の接続先情報を取り込み、該
取り込んだ接続先情報を前記ブラウザ手段に設定する接続先情報設定手段とを備える

本発明 拡大光学系を介して、表示画面、ネットワーク上の情報を閲覧するためのブ
ラウザおよび操作ボタンを有する携帯電話の前記表示画面より解像度が大きな画面表示を
行う表示手段と、ネットワーク上の情報を閲覧するためのブラウザおよび操作ボタンを有
する携帯電話と通信可能に接続する接続手段と、前記接続手段を介して接続された前記携
帯電話と連携して前記ネットワーク上の情報を取得し、該取得した情報を閲覧するための
画面を前記表示手段に表示する情報閲覧手段と、前記接続手段を介して接続された前記携
帯電話の前記操作ボタンの操作を、前記情報閲覧手段による情報の閲覧に関する操作とし
て入力する操作入力手段と、前記携帯電話と独立して前記ネットワークに接続するための
通信手段と、前記通信手段を介して前記ネットワーク上の情報を取得し、該取得した情報
を閲覧するための画面を前記表示手段に表示するブラウザ手段と、前記接続手段を介して
接続された前記携帯電話から該携帯電話で現在閲覧している情報の接続先情報を取り込み
、該取り込んだ接続先情報を前記ブラウザ手段に設定する接続先情報設定手段とを備える

本発明 表示画面、ネットワーク上の情報を閲覧するためのブラウザおよび操作ボタ
ンを有する携帯電話と、前記携帯電話と通信可能に接続する接続手段および拡大光学系を
介して前記携帯電話の前記表示画面より解像度が大きな画面表示を行う表示手段を備える
携帯型情報端末とを連携させて、前記ネットワーク上の情報を前記携帯情報端末の前記表
示手段で閲覧するための情報閲覧方法であって、前記接続手段を介して前記携帯型情報端



ことを特徴とする。
【００１３】
　 は、

ことを特徴とする。
【００１４】
　 は、

ことを特徴
とする。
【００１５】
　 は、

ことを特
徴とする。
【００２３】

10

20

30

40

50

(6) JP 3894546 B2 2007.3.22

末を前記携帯電話と接続し、前記携帯型情報端末により、前記接続手段を介して接続され
た前記携帯電話と連携して前記ネットワーク上の情報を取得し、該取得した情報を閲覧す
るための画面を前記表示手段に表示し、前記携帯型情報端末により、前記携帯電話におけ
る前記操作キーの操作を、前記情報の閲覧に関する操作として入力し、前記携帯型情報端
末により、前記ネットワークにアクセスが必要なときのみに、前記携帯電話を介してネッ
トワーク接続を行うように制御する

本発明 表示画面、ネットワーク上の情報を閲覧するためのブラウザ手段および操作
ボタンを有する携帯電話と、前記携帯電話と通信可能に接続する接続手段、拡大光学系を
介して前記携帯電話の前記表示画面より解像度が大きな画面表示を行う表示手段および前
記携帯電話と独立して前記ネットワークに接続するための通信手段を備える携帯型情報端
末とを連携させて、前記ネットワーク上の情報を前記携帯情報端末の前記表示手段で閲覧
するための情報閲覧方法であって、前記接続手段を介して前記携帯型情報端末を前記携帯
電話と接続し、前記携帯型情報端末により、前記接続手段を介して接続された前記携帯電
話と連携して前記ネットワーク上の情報を取得し、該取得した情報を閲覧するための画面
を前記表示手段に表示し、前記携帯型情報端末により、前記携帯電話における前記操作キ
ーの操作を、前記情報の閲覧に関する操作として入力し、前記携帯電話と独立して、前記
携帯型情報端末を、前記通信手段を介して前記ネットワークに接続し、前記携帯型情報端
末により、前記通信手段を介して前記ネットワーク上の情報を取得し、該取得した情報を
閲覧するための画面を前記表示手段に表示し、前記携帯型情報端末により、前記接続手段
を介して接続された前記携帯電話から該携帯電話で現在閲覧している情報の接続先情報を
取り込み、該取り込んだ接続先情報を前記ブラウザ手段に設定する

本発明 表示画面、ネットワーク上の情報を閲覧するためのブラウザおよび操作キー
を有する携帯電話と通信可能に接続する接続手段、および拡大光学系を介して前記携帯電
話の前記表示画面より解像度が大きな画面表示を行う表示手段を備える携帯型情報端末上
で実行される、前記ネットワーク上の情報を前記表示手段で閲覧するためのプログラムで
あって、前記接続手段を介して接続された前記携帯電話と連携して前記ネットワーク上の
情報を取得し、該取得した情報を前記表示手段に閲覧可能に表示するための情報閲覧モジ
ュールと、前記接続手段を介して接続された前記携帯電話における前記操作キーの操作を
、前記情報閲覧モジュールによる情報の閲覧に関する操作として入力する操作入力モジュ
ールと、前記ネットワークにアクセスが必要なときのみに、前記携帯電話を介してネット
ワーク接続を行うように制御するネットワーク接続制御モジュールとを有する

本発明 表示画面とネットワーク上の情報を閲覧するためのブラウザおよび操作キー
を有する携帯電話と通信可能に接続する接続手段、拡大光学系を介して前記携帯電話の前
記表示画面より解像度が大きな画面表示を行う表示手段、および前記携帯電話と独立して
前記ネットワークに接続するための通信手段を備える携帯型情報端末上で実行される、前
記ネットワーク上の情報を前記表示手段で閲覧するためのプログラムであって、前記接続
手段を介して接続された前記携帯電話と連携して前記ネットワーク上の情報を取得し、該
取得した情報を前記表示手段に閲覧可能に表示するための情報閲覧モジュールと、前記接
続手段を介して接続された前記携帯電話における前記操作キーの操作を、前記情報閲覧モ
ジュールによる情報の閲覧に関する操作として入力する操作入力モジュールと、前記通信
手段を介して前記ネットワーク上の情報を取得し、該取得した情報を閲覧するための画面
を前記表示手段に表示するブラウザモジュールと、前記接続手段を介して接続された前記
携帯電話から該携帯電話で現在閲覧している情報の接続先情報を取り込み、該取り込んだ
接続先情報を前記ブラウザ手段に設定する接続先情報設定モジュールとを有する



【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ながら説明する。
【００２４】
（第１の実施形態）
図１は本発明の第１の実施形態に係る携帯型情報端末がユーザに装着されている状態を示
す図である。本実施形態では、携帯型情報端末として、ユーザの頭部に装着して使用され
るＭＨＤを例にして説明する。
【００２５】
携帯型情報端末（以下、情報端末という）１は、図１に示すように、眼鏡と同じように、
ユーザの顔に装着されて使用されるＭＨＤとして構成される。ユーザは、情報端末１から
携帯電話２を介してネットワークにアクセスし、該ネットワーク上のコンテンツを情報端
末１の表示手段で閲覧することができる。情報端末１と携帯電話２は、近距離無線通信に
より双方向のデータ通信が可能である。ユーザは閲覧に必要な操作を携帯電話２のボタン
で行い、この携帯電話２のボタンの操作情報は情報端末１へ入力されて各種動作が起動さ
れる。
【００２６】
次に、情報端末１の構成について図２および図３を参照しながら説明する。図２は図１の
情報端末１の構成を示すブロック図、図３は図２の表示手段１１におけるバックライト１
１３、ＬＣＤ１１２および自由曲面プリズム１１１の配置を模式的に示す図である。
【００２７】
情報端末１は、図２に示すように、ＲＯＭ（リードオンリメモリ）１５に格納されている
プログラムに従い装置全体を制御するためのＣＰＵ１２と、ＣＰＵ１２の作業領域を提供
するＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）１４と、表示手段１１の表示を制御する表示制御
回路１３と、表示手段１１に表示する画面データを蓄えるＶＲＡＭ（ビデオＲＡＭ）１１
４とを備える。ＣＰＵ１２、ＲＡＭ１４、ＲＯＭ１５および表示制御回路１３は、ＣＰＵ
バス２１を介して接続されている。
【００２８】
表示手段１１は、情報を表示するための複数の画素を有する１対の液晶表示装置（以下、
ＬＣＤという）１１２と、ＬＣＤ１１２の表示画面を照明する１対のバックライト１１３
と、ＬＣＤ１１２の表示画面を拡大する１対の自由曲面プリズム１１１とを有し、各ＬＣ
Ｄ１１２、バックライト１１３および自由曲面プリズム１１１は、それぞれユーザの左右
の目に対応するように設けられている。ＬＣＤ１１２は、例えば大きさが１インチ以下で
２４ｂｉｔ、フルカラー、画素数８００Ｘ６００のいわゆるＳＶＧＡの解像度を有するも
のである。このようなＬＣＤは一般にマイクロディスプレイと呼ばれ、ＣＭＤ社やＫＯＰ
ＩＮ社など各社のものが使用することが可能である。この表示手段１１においては、図３
に示すように、バックライト１３がユーザの観察位置からみてＬＣＤ１１２の裏側に配置
されている。また、自由曲面プリズム１１１は、楔形形状のプリズム１１１ａとプリズム
１１１ｂの２つの光学部材を接合したものである。各光学部材１１１ａ，１１１ｂの接合
面は半透過の曲面であり、各光学部材１１１ａ，１１１ｂは、ＬＣＤ１１２から入射され
た光を図中の二点鎖線ａ，ｂ，ｃで示すような光路を経て観察位置へ導く。また、外界か
らの光は二点鎖線ｄ，ｃの光路を経て上記観察位置へ導かれる。この自由曲面プリズム１
１１により、ユーザは上記観察位置において、ＬＣＤ１１２の拡大像と外界の景色（例え
ば手元の携帯電話２のボタンなど）を重ね合わせて見ることができる。これらの光学系の
技術に関しては、既に特開平９－２７４１４４号や特開２０００－１０５０２号公報など
に開示されている。これらの技術を利用することにより、上述したようにユーザは情報端
末１を装着した状態で、携帯電話２のボタンを操作し、情報を大画面で閲覧することが可
能となる。
【００２９】
また、ＣＰＵ１２には、図２に示すように、Ｉ／Ｏバス２０を介して近距離無線通信制御
回路１７と入力制御回路１８とが接続されている。近距離無線通信制御回路１７は、ＣＰ
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Ｕ１２からの命令に従い、本情報端末１と外部機器間でデータの送受信を行うための近距
離無線通信デバイス１６を制御する。この近距離無線通信デバイス１６は、スペクトラム
拡散通信の周波数ホッピング方式を用いたブルートゥース（ Bluetooth）と呼ばれる近距
離通信用規格に従った無線通信を行う。このブルートゥースは、具体的には、２．４ＧＨ
ｚ帯の周波数を利用して約１０ｍの距離が離れた相手との間で１Ｍｂｐｓ程度のデータ転
送速度でデータ通信を行うことが可能である。また、ブルートゥース（ Bluetooth）の無
線方式に代えて、同じ２．４ＧＨｚ帯を利用する無線ＬＡＮ方式のＩＥＥＥ８０２．１１
ｂなどの方式を利用することも可能である。入力制御回路１８は、入力デバイス１９から
の入力信号をＣＰＵ１２に入力する。本実施形態では、入力デバイスを電源スイッチ（図
示せず）とする。
【００３０】
情報端末１におけるソフトウェアはＲＯＭ１５に格納されており、ＲＯＭ１５に格納され
ているソフトウェアには、メモリや入出力デバイスなどのハードウェアの管理を行うため
のＯＳ、近距離無線通信を通じて他の端末とデータ通信するためのソフトウェア、ＨＴＭ
Ｌ（ Hyper Text Markup Languge）を用いて記述されたホームページを閲覧するブラウザ
ソフト、ソフトウェアを起動したり，各種の設定を変更したりするための操作ソフトウェ
アなどが含まれる。
【００３１】
次に、情報端末１の内部構成について図４を参照しながら説明する。図４（ａ）は図１の
情報端末１を正面側から見た透視図、同図（ｂ）は図１の情報端末１を底面側から見た透
視図である。
【００３２】
表示手段１１を構成する自由曲面プリズム１１１、ＬＣＤ１１２、バックライト１１３は
、図４（ａ），（ｂ）に示すように、水平に配置され、ＬＣＤ１１２、バックライト１１
３は、自由曲面プリズム１１１より耳側に位置する。すなわち、図３に示す光学系を横方
向に用いることにより、表示手段１１の上下方向の厚みが減らされ、電気回路基板（後述
するメイン基板１５１、表示制御基板１５２）を表示手段１１の上部へ実装可能にしてい
る。情報端末１の上部には、近距離無線通信デバイス１６、ＣＰＵ１２などが搭載されて
いるメイン基板１５１、および表示制御回路１３などが搭載されている表示制御基板１５
２が配置され、さらに左右の自由曲面プリズム１１１間には、バッテリー１５３が配置さ
れている。これにより、情報端末１は全体としてユーザの頭部に装着可能な大きさのもの
に実現されている。
【００３３】
次に、近距離無線通信デバイス１６を介して情報端末１と通信を行う携帯電話２の構成に
ついて図５を参照しながら説明する。図５は図１の携帯電話２の構成を示すブロック図で
ある。
【００３４】
携帯電話２は、図５に示すように、ＲＯＭ２１５に格納されているプログラムに従い装置
全体を制御するためのＣＰＵ２１２と、ＣＰＵ２１２の作業領域を提供するＲＡＭ２１４
と、２．２インチ程度の液晶パネル（ＬＣＤ２５２とバックライト２５３から構成される
）の表示を制御する表示制御回路２１３と、ＰＤＣやＩＭＴ－２０００方式に従って移動
体通信網に接続するための通信手段（携帯電話網通信制御回路２１９と携帯電話網通信デ
バイス２１８から構成される）と、情報端末１と通信可能なブルートゥース（ Bluetooth
）などの近距離通信用規格に従った無線通信を行う近距離無線通信手段（近距離無線通信
制御回路２１７と近距離無線通信デバイス２１６から構成される）とを備える。
【００３５】
この携帯電話２においては、音声がマイク２２２に入力されてアナログ音声信号に変換さ
れ、この音声信号はアンプ２２６で増幅された後にマイク制御回路２２３に入力される。
マイク制御回路２２３は入力された音声信号を音声データにデジタル化し、この音声デー
タはＣＰＵ２１２へ入力される。また、音声の出力の際は、ＣＰＵ２１２からの音声デー
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タがスピーカ制御回路２２５で音声信号にアナログ化され、この音声信号はアンプ２２６
で増幅された後にスピーカ２２４から出力される。また、携帯電話２は、複数の操作ボタ
ンを含む入力ボタン群２２０を有し、入力ボタン群２２０からの入力は入力制御回路２２
１を介してＣＰＵ２１２へ入力される。
【００３６】
携帯電話２のＲＯＭ２１５に格納されているソフトウェアには、メモリや入出力デバイス
などのハードウェアの管理を行うためのＯＳ、携帯電話網を通じてインターネット接続す
るための通信ソフトウェア、近距離無線通信網を通じて他の端末（例えば本情報端末１）
とデータ通信するためのソフトウェアなどが含まれる。さらに、 c-HTMLや XHTML-Basicな
どの携帯電話用記述言語を用いて記述されたホームページを閲覧するブラウザソフト、こ
れらのソフトウェアを起動したり，各種の設定を変更したりするための操作ソフトウェア
が含まれている。この携帯電話２のＯＳは、同時に複数のソフトウェアモジュールを実行
するマルチスレッドやマルチプロセスに対応しており、この結果、例えば、移動体通信網
と近距離無線通信網の同時接続などが可能である。これらのソフトウェアは、通常、工場
出荷時にＲＯＭ２１５に記録されるが、携帯電話本体を、外部接続端子を介して専用のメ
ンテナンス機器に接続し、メンテナンス機器から上記ソフトウェアの内容を更新すること
もできる。また、ハードウェアにＳＤカードやメモリースティック（登録商標）などの小
型メモリカード用のスロットを設けることによって、ユーザ自らが更新することも可能で
ある。また、 Java（登録商標） VMを搭載した携帯電話が既に発売されており、ネットワー
ク経由で手軽に Java（登録商標）アプレットをダウンロードすることが可能である。この
ような手段を用いて、携帯電話を制御するソフトウェアを更新することもできる。
【００３７】
次に、情報端末１と携帯電話２とを用いてネットワーク上の情報を閲覧する場合に構築さ
れる通信ネットワークについて図６を参照しながら説明する。図６は図１の情報端末１と
携帯電話２とを用いてネットワーク上の情報を閲覧する場合に構築される通信ネットワー
クの構成図である。
【００３８】
本実施の形態においては、図６に示すように、情報端末１が携帯電話２と近距離無線通信
で接続され、携帯電話２が携帯電話網およびＩＳＰ（インターネットサービスプロバイダ
）ゲートウェイサーバ３２０を介してインターネットへ接続される。情報端末１は、上記
経路を経てインターネット上のＷＷＷサーバ３３０にアクセスし、ＷＷＷサーバ３３０が
保持する情報を取得して情報端末１のブラウザ３４０で表示手段１１に表示する。情報端
末１と携帯電話２間の近距離無線通信では、上述したインターネットとのデータ通信のた
めのコネクションの他に、携帯電話２で入力した文字情報を情報端末１に送るための別の
コネクションが設定される。その接続はブルートゥースの場合、シリアルポート・プロフ
ァイルやジェネリック・オブジェクト・エクスチェンジ・プロファイルなどを通じて行わ
れる。また、ダイアルアップネットワーキング・プロファイルを用いて、ダイヤルアップ
接続により携帯電話網（移動体通信網）およびＩＳＰゲートウェイサーバ３２０を介して
インターネットと接続する。
【００３９】
次に、ネットワーク上の情報を閲覧する際の動作について図７および図８を参照しながら
説明する。図７は図１の携帯電話２に表示される画面例およびキー配列を示す図、図８は
図１の情報端末１に表示されるＷＷＷブラウザ画面の一例を示す図である。
【００４０】
情報端末１を用いてネットワーク上の情報を閲覧する場合、ユーザはまず情報端末１の入
力デバイス１９（電源スイッチ）を押下して電源をオンにし、表示手段１１の画面が見え
るように情報端末１を頭部に装着する。次に、ユーザは、図７（ａ）に示す入力ボタン群
２２０のうち、メニューボタン「Ｍ」を押下する。ここで、携帯電話２の電源は既に投入
されているものとする。メニューボタン「Ｍ」が押下されると、携帯電話２のＬＣＤ２５
２には、図７（ａ）に示すような処理メニュー画面が表示される。この処理メニュー画面
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上で、カーソル移動／選択ボタン２６０を用いて所望の項目を選択することによって、各
種処理が起動される。ここで、情報端末（ＨＭＤ）の項目を選択したとすると、携帯電話
２のＬＣＤ２５２には、図７（ｂ）に示すような画面が現れる。この画面上において、ダ
イヤルアップで接続するＩＳＰの電話番号、ユーザＩＤ、パスワードを設定し、ＯＫボタ
ンを押下すると、情報端末１と携帯電話２間の通信および携帯電話２とＩＳＰゲートウェ
イサーバ３２０間の通信が行われ、情報端末１の表示手段１１には、図８に示すようなＷ
ＷＷブラウザ画面が表示される。この時点で、携帯電話２のボタン入力の結果は情報端末
１への入力となり、情報端末１の画面に反映される。情報端末１のブラウザ３４０は、パ
ーソナルコンピュータ（ＰＣ）で標準的に用いられるものとほぼ同等の機能を有するもの
である。
【００４１】
このＷＷＷブラウザ画面は、図８に示すように、ブラウザの操作を行うためのメニュー領
域とボタン配置領域を含む領域４１０と、ファイルの場所およびファイル名を示すＵＲＬ
（ Uniform Resource Locator）を表示／入力する領域４２０と、ＨＴＭＬで記述されたコ
ンテンツを表示する領域４３０とを含む。この画面には、当該画面上での操作位置を示す
カーソル４４０が表示される。このカーソル４４０は携帯電話２のカーソル移動／選択ボ
タン２６０により操作され、また、このカーソル移動／選択ボタン２６０を用いて、所望
の動作の起動／選択を実行することができる。このボタン２６０はプッシュボタン付４方
向タクトスイッチなどからなり、４方向スイッチを画面の４方向へのカーソル移動に、プ
ッシュボタンを起動／選択にそれぞれ割り当てることで、１つのボタンで容易に構成可能
である。従って、カーソル４４０はＷＷＷブラウザ画面上をユーザのボタン操作で移動さ
れ、領域４１０ではボタンアイコンやメニューコンテンツ選択操作、領域４２０ではＵＲ
Ｌの入力が入力ボタン群２２０から行われ、領域４３０ではアンカータグの選択操作や文
字データの入力などが行われる。入力ボタン群２２０には、図７（ａ）に示すように、複
数の数字ボタンが含まれているが、これらのボタンにアルファベットやかなを割り当てて
文字入力する方法はよく知られている。
【００４２】
以上述べたようにユーザは、携帯電話２の入力ボタン群２２０（ボタン２６０を含む）を
用いて情報端末１のブラウザ画面を操作して所望の情報を得ることができる。
【００４３】
ブラウザ画面での操作が終了した時点でユーザが入力ボタン群２２０のメニューボタン「
Ｍ」を押下すると、すべての通信処理が完了し、情報端末１の電源が切られる。また、携
帯電話２のＬＣＤ２５２には、図７（ａ）に示す処理メニュー画面が再び表示される。こ
の時点で携帯電話の入力ボタン群２２０の押下操作は携帯電話２に反映されるようになる
ので、入力ボタン群２２０の押下操作により、処理メニュー中の他の処理を選択したり、
メニューを終了して通常の通話待ちの状態に復帰することが可能である。
【００４４】
以上述べた動作の詳細について図９ないし図１３を参照しながら説明する。図９は図１の
携帯電話２での処理手順を示すフローチャート、図１０は図９のダイヤルアッププロセス
（ステップＳ１４００）の詳細手順を示すフローチャート、図１１は図９のボタン入力プ
ロセス（ステップＳ１６００）の詳細手順を示すフローチャート、図１２は図１の情報端
末１での処理手順を示すフローチャート、図１３は携帯電話２とＷＷＷサーバ３３０間で
のＨＴＴＰによる転送シーケンスを示す図である。
【００４５】
携帯電話２では、ユーザによりメニューボタン「Ｍ」が押下されると、図９に示すように
、まずステップＳ１０００において、ＬＣＤ２５２に図７（ａ）に示す処理メニュー画面
を表示する。ここで、処理メニュー画面上でユーザによって所望の項目が選択されると、
選択された項目に応じた処理が起動される。例えば、「メール」の項目が選択されると、
ステップＳ１１１０で、メール処理を実行し、そして、ステップＳ１０００に戻る。「Ｗ
ｅｂ」の項目が選択されると、ステップＳ１１２０で、携帯電話２でのＷｅｂ処理を実行
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し、そして、ステップＳ１０００に戻る。「その他」の項目が選択されると、ステップＳ
１１３０で、その他の処理を実行し、そして、ステップＳ１０００に戻る。「終了」の項
目が選択されると、処理を終了し、通常の通話持ち受け状態へ戻る。
【００４６】
上記項目として「情報端末（ＨＭＤ）」が選択されると、ステップＳ１１００で、ダイヤ
ルアップ設定を行う。ここでは、図７（ｂ）に示す画面が表示され、この画面上で所定の
項目が入力され、「実行」か「キャンセル」かが選択される。「キャンセル」が選択され
た場合、再度ダイヤルアップ設定が行われる。「実行」が選択された場合、ステップＳ１
２００において、近距離無線接続を行う。ここでは、近距離無線通信可能な端末を探して
接続を確立する。情報端末１との接続が確立すると、ステップＳ１３００で、ステップＳ
１４００のダイヤルアッププロセスとステップＳ１６００のボタン入力プロセスの２つの
子プロセスを生成し、並列に実行する。オペレーティングシステム（ＯＳ）によっては、
プロセスではなくスレッドを用いることもあるが、以下の実施形態でプロセスをスレッド
に置き換えても処理フローは変更なく全く同様の効果が得られる。
【００４７】
ステップＳ１４００のダイヤルアッププロセスでは、図１０に示すように、まずステップ
Ｓ１４１０において、携帯電話網接続処理を行う。この携帯電話網接続処理では、上記ス
テップＳ１１００で入力されたデータに基づき携帯電話網を介してＩＳＰゲートウェイサ
ーバ３２０への接続を行う。ここで、認証が成立すると、ＩＳＰゲートウェイサーバ３２
０とのコネクションが設定される。同時に近距離無線通信で接続されている情報端末１と
の間でも、ＩＳＰゲートウェイサーバ３２０とのデータ転送のためのコネクションが設定
される。
【００４８】
次いで、ステップＳ１４２０において、通信制御処理すなわち上記ステップＳ１４１０で
設定されたコネクションを用いたデータ転送の制御を行う。情報端末１とＩＳＰゲートウ
ェイサーバ３２０の間では、図１３に示すように、ＨＴＴＰプロトコルに基づくデータが
やり取りされる。これらのデータを下位層すなわち近距離無線通信網および携帯電話網の
通信プロトコルに従ったパケット化／フレーム化を行うことによって、通信が行われる。
例えば、ＩＳＰゲートウェイサーバ３２０は、データをＰＰＰプロトコルのＰＰＰフレー
ムで送信するので、ブルートゥースの場合は、ＰＰＰフレームのデータをＬ２ＣＡＰなど
のパケットデータに構成し直し、情報端末１に送る。情報端末１からのデータに対しては
、逆の変換を行ってＩＳＰゲートウェイサーバ３２０に送信する。また、ブルートゥース
に代えて IEEEE８０２．１１などの無線ＬＡＮが用いられている場合には、ＰＰＰフレー
ムのデータをＭＡＣフレームのデータへ変換して情報端末１へ送り、情報端末１からのデ
ータに対しては逆の変換を行ってＩＳＰゲートウェイサーバ３２０に送信する。
【００４９】
次いで、ステップＳ１４３０において、ボタン入力プロセス（ステップＳ１６００）から
の終了通知を待ち、ボタン入力プロセスの終了通知を受け取るまで上記処理を繰り返し行
う。ボタン入力プロセスの終了通知を受け取ると、ステップＳ１４４０に進む。ステップ
Ｓ１４４０では、携帯電話網の切断処理を行い、続くステップＳ１４５０で、ダイヤルア
ッププロセスの終了通知を親プロセスに対し行い、本処理を終了する。そして、ステップ
Ｓ１８００に進む。
【００５０】
ステップＳ１８００では、近距離無線通信で設定されている情報端末１と携帯電話２のコ
ネクションを全て終了し、近距離無線通信の切断を行う。そして、上記ステップＳ１００
０に戻る。
【００５１】
上記ダイヤルアッププロセスと並行して実行されるボタン入力プロセス（ステップＳ１６
００）では、図１１に示すように、まずステップＳ１６１０において、情報端末１との間
に、ボタン入力データを送信するためのコネクションを設定し、通信用ポートを定める。
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そして、ステップＳ１６２０において、携帯電話２の入力ボタン群２２０からの入力を待
ち、入力ボタン群２２０からの入力があると、ステップＳ１６３０に進む。ステップＳ１
６３０では、押下されたボタンのコードをボタン入力通信用ポートへ書き込んで情報端末
１へ送信し、続くステップＳ１６４０で、押下されたボタンがメニューボタン「 M」であ
るか否かを判定する。ここで、押下されたボタンがメニューボタン「 M」でないときには
、上記ステップＳ１６２０に戻る。押下されたボタンがメニューボタン「 M」であるとき
には、ステップＳ１６５０に進む。
【００５２】
ステップＳ１６５０では、情報端末１とのボタン入力通信のコネクションを終了し、プロ
セスの終了をダイヤルアッププロセスへ通知してボタン入力プロセスを終了する。
【００５３】
次に、情報端末１の処理について図１２を参照しながら説明する。
【００５４】
情報端末１に電源が投入されると、図１２に示すように、まずステップＳ２０００におい
て、初期化を行う。ここでは、ＲＯＭ１５に格納されているプログラムを読み出し、バッ
クライト１１２を点灯し、ＬＣＤ１１３に図８に示すＷＷＷブラウザ画面を表示する。そ
して、ステップＳ２１００において、近距離無線通信の接続準備を行い、携帯電話２から
の接続要求を待つ。ここで、携帯電話２からの接続要求があると、ステップＳ２２００に
おいて、携帯電話２からの接続要求に従って近距離無線の通信路を設定し、ボタン入力デ
ータを受け付けるためのボタン入力コネクションとインターネット上のサーバとのデータ
の交換を行うためのダイヤルアップコネクションを設定する。
【００５５】
次いで、ステップＳ２３００において、上記ステップＳ２２００で設定されたボタン入力
コネクションへのデータの到着を待ち、データが到着すると、このデータをイベントとし
て受け取り、ステップＳ２４００に進む。ステップＳ２４００では、上記ステップＳ２３
００で受け取ったイベントを解釈して各種処理に割り振る。ここで、上記イベントがメニ
ューボタン「Ｍ」のイベントの場合はステップＳ２５００へ、ＵＲＬ処理要求の場合はス
テップＳ２６００へ、その他の処理の場合はステップＳ２７００へ進む。
【００５６】
ステップＳ２５００では、メニューボタンイベント処理を開始し、続くステップＳ２５１
０で、携帯電話２との近距離無線のコネクションを全て終了させる。そして、ステップＳ
２５２０において、保存が必要なデータをＲＡＭ１４からＲＯＭ１５へ書き込み、電源を
オフにして終了する。
【００５７】
ステップＳ２６００では、ＵＲＬデータ要求を開始する。ここで、典型的なＵＲＬ処理要
求イベントの例としては、
（１）予めユーザが保存しておいたＵＲＬを図８の表示領域４１０のお気に入りメニュー
から一覧表示させて選択ボタンを用いた（本実施形態ではボタン２６０のプッシュが押さ
れた）場合
（２）コンテンツ表示領域４３０においてリンク先が示されているアンカータグにカーソ
ルが存在している状態で選択ボタンが押された場合
（３）アドレス表示領域４２０においてユーザがＵＲＬを直接入力した後に選択ボタンが
押された場合
がある。
【００５８】
これらの場合、ステップＳ２６００以下のＵＲＬデータ処理が行われる。ステップＳ２６
１０においては、指定されたＵＲＬ情報の解析の結果に基づき指定されたＵＲＬが自情報
端末内に存在するデータに対応するＵＲＬであるか否かを判定する。指定されたＵＲＬが
自情報端末内に存在するデータに対応するＵＲＬであると、ステップＳ２６４０において
、指定されたＵＲＬに対応する自端末内のＨＴＭＬファイルをＲＯＭ１５から読み出して
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ＲＡＭ１４へ格納し、続くステップＳ２６６０で、ＲＡＭ１４に格納されたＨＴＴＰデー
タを解析し、画面表示用データへ変換する。そして、ステップＳ２８００で、処理された
データをＶＲＡＭ１１４へ転送して表示手段１１に表示し、上記ステップＳ２３００に戻
る。
【００５９】
上記ステップＳ２６１０で指定されたＵＲＬが自情報端末内に存在するデータに対応する
ＵＲＬでないと判定されると、ステップＳ２６２０において、ＨＴＴＰデータ交換を行う
ためのダイヤルアップコネクションを通して、ＵＲＬ情報を図１３に示すようなＨＴＴＰ
プロトコルとして送信し、ＩＳＰゲートウェイサーバ３２０を介してＷＷＷサーバ３３０
と接続する。そして、ステップＳ２６３０で、ＵＲＬで指定されたファイルを取得してＲ
ＡＭ１４へ格納する。次いで、ステップＳ２６６０において、ＲＡＭ１４に格納されたＨ
ＴＴＰデータを解析し、画面表示用データへ変換する。そして、ステップＳ２８００で、
処理されたデータをＶＲＡＭ１１４へ転送して表示手段１１に表示し、上記ステップＳ２
３００に戻る。
【００６０】
ステップＳ２７００では、その他の処理を開始する。その他の処理としては、例えばカー
ソル移動／選択ボタン２６０の四方向矢印ボタンによるカーソル移動、画面のスクロール
バー領域でのカーソル移動／選択ボタン２６０のプッシュの押下による画面スクロール、
入力ボタン群２２０の数字／文字ボタンによる文字入力などの場合の処理などがある。次
いで、ステップＳ２７１０において、カーソル移動、文字入力などそれぞれのイベントに
対応した処理を行い、続くステップＳ２８００で、処理されたデータをＶＲＡＭ１１４へ
転送して表示手段１１に表示し、上記ステップＳ２３００に戻る。
【００６１】
このように、本実施の形態では、携帯性および操作性を損うことなく、大画面を用いてネ
ットワーク上の情報の閲覧を行うことができる。
【００６２】
本実施形態では、情報端末１と携帯電話２間の通信に近距離無線通信を用いているが、こ
れに代えて、例えば IrDAなどの赤外線通信方式を用いてもよい。
【００６３】
（第２の実施形態）
次に、本発明の第２の実施形態について図１４ないし図１６を参照しながら説明する。図
１４および図１５は本発明の第２の実施形態に係る携帯型情報端末の処理手順を示すフロ
ーチャート、図１６は本発明の第２の実施形態に係る携帯型情報端末と接続される携帯電
話の処理手順を示すフローチャートである。本実施形態は、基本的に第１の実施形態の構
成と同じ構成を有し、本実施形態の説明においては、第１の実施形態の構成を流用し、異
なる構成部分だけを説明する。
【００６４】
第１の実施形態においては、ユーザが携帯電話２から情報端末１との接続を指示したとき
に、携帯電話２と情報端末１間の近距離無線通信および携帯電話２とＩＳＰゲートウェイ
サーバ３２０間の携帯電話網が接続され、この接続は全体の操作の終了指示があるまで（
メニューボタン「Ｍ」が押されるまで）保持される。これに対し、本実施形態は、携帯電
話網との接続コストを下げるために、情報端末１からインターネットへのアクセス指示が
あったときにのみ携帯電話網に接続するように構成されている。この場合、インターネッ
トオフラインの状態で、携帯電話２のボタン入力により情報端末１で文書作成や表計算を
行うなどの作業が可能であり、必要に応じてインターネットへアクセスしてデータを取得
する。これにより、より多様な使い方が可能になる。
【００６５】
これらの動作について説明する。まず、情報端末１の処理について図１４および図１５を
参照しながら説明する。ここで、図１４および図１５において、図１２（第１の実施形態
）と異なるのは、ステップＳ２１１０、ステップＳ２６１５およびステップＳ２６３５で
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ある。ステップＳ２１１０では、図１４に示すように、携帯電話２からの接続要求に従っ
て近距離無線の通信路を設定し、ボタン入力データを受け付けるためのコネクションを設
定する。そして、ステップＳ２３００に進む。
【００６６】
また、図１５に示すように、ステップＳ２６１０でＵＲＬデータ要求のあったデータが自
機内に無いと判定された場合、ステップＳ２６１５に進む点で異なる。このステップＳ２
６１５では、情報端末１と携帯電話２間に既に設定されている近距離無線通信路にインタ
ーネット上のＷＷＷサーバ３３０とデータのやり取りをするコネクションを設定するため
の要求を携帯電話２に対して行い、ダイヤルアップコネクションを確立する。このとき、
図７（ｂ）に示されるようなメニューを情報端末１に表示し、ダイヤルアップ情報を情報
端末１から入力できるようにすることで、ユーザの利便性を確保することができる。次い
で、ステップＳ２６２０において、第１の実施形態と同様に、ＵＲＬにより指示されたＷ
ＷＷサーバ３４０に接続し、続くステップＳ２６３０で、ＷＷＷサーバ３４０からデータ
を取得する。そして、ステップＳ２６３５において、上記ステップＳ２６１５で設定され
たダイヤルアップコネクション終了要求を携帯電話２へ送り、コネクションを終了させて
ステップＳ２６６０に進む。
【００６７】
次に、携帯電話２の処理について図１６を参照しながら説明する。本実施形態の携帯電話
２の処理においては、ダイヤルアッププロセスが、第１の実施形態に対し、図９のダイヤ
ルアッププロセス（Ｓ１４００）と異なる。具体的には、本実施形態のダイヤルアッププ
ロセスでは、図１６に示すように、まずステップＳ１４０５において、情報端末１からの
ダイヤルアップ接続要求を待ち、この接続要求があると、ステップＳ１４１１に進む。ス
テップＳ１４１１では、情報端末１からダイヤルアップ情報を受け取り、携帯電話網に接
続し、続くステップＳ１４１５で、情報端末１から切断要求があるか否かを判定する。こ
こで、情報端末１から切断要求がないときには、ステップＳ１４３０において、ボタン入
力プロセス（ステップＳ１６００）からの終了通知を待ち、ボタン入力プロセスの終了通
知を受け取らなければ、ステップＳ１４２０において、第１の実施形態と同様な通信制御
処理を行い、上記ステップＳ１４１５に戻る。上記情報端末１から切断要求がない状態で
は、ボタン入力プロセス（ステップＳ１６００）からの終了通知を受け取るまで上記通信
制御処理が繰り返し行われる。
【００６８】
上記ステップＳ１４１５で情報端末１から切断要求があると、ステップＳ１４４０におい
て、携帯電話網の切断処理を行い、上記ステップＳ１４０５に戻る。
【００６９】
上記ステップＳ１４３０でボタン入力プロセスの終了通知を受け取ると、ステップＳ１４
４５において、携帯電話網の切断処理を行い、続くステップＳ１４５０で、ダイヤルアッ
ププロセスの終了通知を親プロセスに対し行い、本処理を終了する。そして、ステップＳ
１８００に進む。
【００７０】
（第３の実施形態）
次に、本発明の第３の実施形態について説明する。
【００７１】
本実施形態においては、情報端末１に、携帯電話やＰＨＳ（ Personal Handyphone System
）で用いられている移動体通信網でのデータプロトコルを内蔵し、情報端末１から移動体
通信網に直接接続することが可能である。また、情報端末１と携帯電話２間は、上述の第
１の実施形態と同様に、近距離無線通信で接続される。
【００７２】
ここで、携帯電話２においてメニューボタン「Ｍ」を押下し、ＬＣＤ２５２に図７（ａ）
に示す処理メニュー画面を表示し、この画面からＷｅｂを選択することで、予め搭載され
ているＷＷＷブラウザを用いることができる。携帯電話２のブラウザで所望のＵＲＬの情
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報を閲覧すると同時に、現在閲覧中のＵＲＬを逐一情報端末１に送信する。このとき情報
端末１においては、自身でインターネットに接続し、携帯電話２から受信したＵＲＬにア
クセスし、この情報を取得してＷＷＷブラウザ画面に表示する。すなわち、携帯電話２と
情報端末１では、常に同じＵＲＬのコンテンツを表示することができ、情報端末１側では
高解像度の表示画面を用いて、一度に多くの内容を表示することができる。これは画像や
地図などを表示する場合に特に有効である。特に、ＰＣ用に作られたページを携帯電話２
で見た場合、この携帯電話２では、このページを製作者が意図した画面通りに見ることは
できないが、本実施形態のように、携帯電話２と情報端末１の両者において同時に同じＵ
ＲＬのコンテンツを見ることができるので、ＰＣ用に作られたコンテンツと携帯電話２用
に作られたコンテンツの両方を快適に見ることができる。
【００７３】
このとき、近距離無線通信ではＵＲＬデータ通信のためのコネクションが設定されていれ
ばよい。なお、本実施形態においては、情報端末１が移動体通信網に直接接続することが
可能な通信手段を内蔵するが、情報端末１が無線 LANのインターフェースを内蔵して直接
ＩＰ接続してインターネットにアクセス可能なように構成することもできる。
【００７４】
（第４の実施形態）
次に、本発明の第４の実施形態について図１７および図１８を参照しながら説明する。図
１７は本発明の第４の実施形態に係る携帯型情報端末の外観図であって、同図（ａ）は斜
視図、同図（ｂ）は正面図、同図（ｃ）はユーザの手に保持された状態を示す図、図１８
は図１７の携帯型情報端末の光学系の構成を示す図断面図である。
【００７５】
本実施形態の情報端末１００は、図１７（ａ）に示すように、携帯電話（図示せず）と連
携してネットワーク上のコンテンツを表示手段（図１８に示す）で閲覧する機能を有し、
電源として電池（図示せず）を使用する。この情報端末１００においては、図１７（ａ）
，（ｂ）に示すように、本体左側面の上部に操作スイッチ１００ａが、その下部に電源ス
イッチ１００ｂがそれぞれ設けられている。また、情報端末１００は、図１７（ｃ）に示
すように、ユーザの右手で握ることが可能な程度の大きさの外形を有し、本図に示すよう
に、操作スイッチ１００ａは情報端末１００を握る右手の人差し指で操作可能な位置に配
置されている。操作スイッチ１００ａは、ＬＣＤ１１３に表示された WWWブラウザ画面（
図８に示す）上でのカーソル４４０の移動、項目の選択などの操作を行ためのスイッチで
あり、操作スイッチ１００ａの操作に伴い入力イベントが発生する。すなわち、本実施形
態は、携帯電話の入力ボタン群または操作スイッチ１００ａを用いて各種操作を行うこと
が可能なように構成されている。さらに、ユーザは情報端末１００を例えば右手で握りな
がら窓３１に左右のいずれか一方の目を近づけて覗き込むことにより、窓３１を介して表
示手段に表示された情報を見ることができる。
【００７６】
ここで、本実施形態における表示手段は、接眼型拡大光学系を介して大画面表示を行う手
段である。この表示手段は、図１８に示すように、バックライト１１３、ＬＣＤ１１２お
よび自由曲面プリズム１１１から構成されている。ここで、本実施形態においては、自由
曲面プリズム１１１が楔形形状のプリズムからなり、窓３１を介して覗き込むユーザの目
にＬＣＤ１１２からの光を導くように構成されている。すなわち、本実施の形態は、第１
の実施形態と異なり、外からの光線を透過させるプリズム１１１ｂを省き、ＬＣＤ１１２
の表示画面のみを見ることができる自由曲面プリズム１１１を用いている。また、自由曲
面プリズム１１１の後方には、電気回路基板１６０（第１の実施形態におけるメイン基板
１５１、表示制御基板１５２などに相当する基板）が配置されている。
【００７７】
このように、本実施形態においては、ユーザが情報端末１００を右手で握りながら窓３１
に目を近づけて覗き込み、画面を見ていない方の目で携帯電話のボタン操作を確認すると
いう形態で、情報端末１００が使用される。
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【００７８】
また、図１８に示す光学系を片目にのみ装着可能なＨＭＤのように構成してもよい（図示
せず）。この場合でも、本発明の趣旨が損なわれることはない。
【００７９】
なお、本発明は、前述した各実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコード
を記録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコ
ンピュータ（ＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行
することによっても達成され得る。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコー
ド自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶し
た記憶媒体は本発明を構成することになる。プログラムコードを供給するための記憶媒体
としては、例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光ディスク、光
磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、不揮発性のメモ
リカード、ＲＯＭなどを用いることができる。
【００８０】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば 帯性および操作性を損うことなく、大画面を
用いてネットワーク上の情報の閲覧を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る携帯型情報端末がユーザに装着されている状態を
示す図である。
【図２】図１の情報端末１の構成を示すブロック図である。
【図３】図２の表示手段１１におけるバックライト１１３、ＬＣＤ１１２および自由曲面
プリズム１１１の配置を模式的に示す図である。
【図４】（ａ）は図１の情報端末１を正面側から見た透視図、同図（ｂ）は図１の情報端
末１を底面側から見た透視図である。
【図５】図１の携帯電話２の構成を示すブロック図である。
【図６】図１の情報端末１と携帯電話２とを用いてネットワーク上の情報を閲覧する場合
に構築される通信ネットワークの構成図である。
【図７】図１の携帯電話２に表示される画面例およびキー配列を示す図である。
【図８】図１の情報端末１に表示されるＷＷＷブラウザ画面の一例を示す図である。
【図９】図１の携帯電話２での処理手順を示すフローチャートである。
【図１０】図９のダイヤルアッププロセス（ステップＳ１４００）の詳細手順を示すフロ
ーチャートである。
【図１１】図９のボタン入力プロセス（ステップＳ１６００）の詳細手順を示すフローチ
ャートである。
【図１２】図１の情報端末１での処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】携帯電話２とＩＳＰゲートウェイサーバ３２０間でのＨＴＴＰによる転送シー
ケンスを示す図である。
【図１４】本発明の第２の実施形態に係る携帯型情報端末の処理手順を示すフローチャー
トである。
【図１５】本発明の第２の実施形態に係る携帯型情報端末の処理手順を示すフローチャー
トである。
【図１６】本発明の第２の実施形態に係る携帯型情報端末と接続される携帯電話の処理手
順を示すフローチャートである。
【図１７】本発明の第４の実施形態に係る携帯型情報端末の外観図であって、同図（ａ）
は斜視図、同図（ｂ）は正面図、同図（ｃ）はユーザの手に保持された状態を示す図であ
る。
【図１８】図１７の携帯型情報端末の光学系の構成を示す図断面図である。
【符号の説明】
１，１００　携帯型情報端末
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２　携帯電話
１１　表示手段
１２　ＣＰＵ
１３　表示制御回路
１４　ＲＡＭ
１５　ＲＯＭ
１６　近距離無線通信デバイス
１７　近距離無線通信制御回路
１１１　自由曲面プリズム
１１２　ＬＣＤ
１１３　バックライト
２１２　ＣＰＵ
２１３　表示制御回路
２１４　ＲＡＭ
２１５　ＲＯＭ
２１６　近距離無線通信デバイス
２１７　近距離無線通信制御回路
２１８　携帯電話無線通信デバイス
２１９　携帯電話無線通信制御回路
２２０　入力ボタン群
２５２　ＬＣＤ
２６０　カーソル移動／選択ボタン
３２０　ＩＳＰゲートウエイサーバ
３３０　 WWWサーバ
３４０　ブラウザ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

(20) JP 3894546 B2 2007.3.22



【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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