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(57)【要約】
ユーザが音声通話中にデータメッセージ（例えば、写真
／画像）を構成して送信することができる携帯電話機器
用のコンピュータ方法およびシステムに関する。データ
メッセージは、画像データ、オーディオパケット、電子
カレンダ・エントリ／カレンダ・イベント、連絡先情報
、ＨＴＭＬ、テキスト・ベースのデータ、ビデオデータ
、マルチメディアなどのうちのいずれか１つまたは複数
である。ユーザと受信者との音声通話セッションの間、
送受話器を使用するユーザは、少なくとも１つのデータ
要素を得る。送受話器は、少なくとも１つのデータ要素
を含むデータメッセージを自動的に構成して、音声通話
セッションの通話相手に送信する。本発明の送受話器は
、通話相手とユーザとの間の言葉による対話を表す音声
データの音声通話セッションを維持して続行する。
【選択図】図２Ｃ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声通話における音声データを補完する方法であって、
　　ユーザと通話相手との音声通話セッションの間、ユーザは送受話器を使用し、（ａ）
ユーザはこの送受話器を使用して少なくとも１つのデータ要素を得ることができ、（ｂ）
コンテンツとして前記少なくとも１つのデータ要素を含むデータメッセージを構成して、
このメッセージを前記送受話器から通話相手に送信するコンピュータで実行される工程と
、
　　前記送受話器を介して、通話相手とユーザとの間の言葉による対話を表す音声データ
で、前記音声通話セッションを続行するコンピュータで実行される工程とを備えた、音声
データの補完方法。
【請求項２】
　請求項１において、前記データメッセージを構成する工程が、前記音声通話セッション
に基づいて、前記データメッセージを前記通話相手に自動的に宛先指定する、音声データ
の補完方法。
【請求項３】
　請求項１において、前記（ａ）の工程が、
　　前記送受話器に結合されたカメラを前記ユーザに提供し、
　　前記送受話器の対話モード動作を中断することなく、前記送受話器による前記カメラ
の作動を可能にする、音声データの補完方法。
【請求項４】
　請求項３において、さらに、前記送受話器の対話モード作動を中断することなく、前記
通話相手を選択して、その通話相手に送信するために、画像データ、テキスト・ベースの
データ、マルチメディアデータ、音楽データ、およびカレンダ・イベントデータのいずれ
かを含む格納されたデータへのユーザアクセスを可能にする、音声データの補完方法。
【請求項５】
　請求項１において、前記データメッセージを構成する工程が、前記通話相手の移動電話
番号または電子メールアドレスに自動的にデフォルト設定することによって、前記データ
メッセージの宛先指定を行う、音声データの補完方法。
【請求項６】
　請求項１において、前記送受話器が携帯電話、移動電話、または個人用携帯情報端末で
ある、音声データの補完方法。
【請求項７】
　請求項１において、前記データ要素が、画像データ、マルチメディアデータ、オーディ
オデータ、音楽データ、テキスト・ベースのデータ、およびビデオデータのいずれかであ
る、音声データの補完方法。
【請求項８】
　音声電話における音声データを補完するコンピュータ装置であって、
　　ユーザと通話相手との音声通話セッションの間、ユーザは送受話器を使用し、ユーザ
がこの送受話器を使用して少なくとも１つのデータ要素を得ることができるようにする、
データ・セレクタと、
　　コンテンツとして少なくとも１つのデータ要素を含むデータメッセージを構成して、
このメッセージを送受話器から通話相手に送信する、メッセージング部と、
　　通話相手とユーザとの間の言葉による対話を表す音声データの交換が、送受話器を介
して、前記データ・セレクタおよび前記メッセージング部の動作中に続行されるように、
前記音声通話セッションを維持する電話ルーチンとを備えたコンピュータ装置。
【請求項９】
　請求項８において、前記メッセージング部が、前記音声通話セッションに基づいて、前
記データメッセージを前記通話相手に自動的に宛先指定する、コンピュータ装置。
【請求項１０】
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　請求項９において、前記自動的な宛先指定が、前記通話相手の移動電話番号または電子
メールアドレスを使用する、コンピュータ装置。
【請求項１１】
　請求項８において、前記データ・セレクタが、
　前記送受話器に結合されたカメラであって、前記送受話器の対話モード動作を中断する
ことなく、前記送受話器による作動が可能にされるカメラを有する、コンピュータ装置。
【請求項１２】
　請求項１１において、前記データ・セレクタが、さらに、前記送受話器の対話モード動
作を中断することなく、前記通話相手を選択して、その通話相手に送信するために、画像
データ、テキスト・ベースのデータ、マルチメディア、音楽データ、カレンダ・イベント
データ、およびオーディオデータのいずれかを含む格納されたデータへのユーザアクセス
を可能にする、コンピュータ装置。
【請求項１３】
　請求項８において、前記送受話器が携帯電話、移動電話、および個人用携帯情報端末の
いずれかである、コンピュータ装置。
【請求項１４】
　請求項８において、前記データ要素が、画像データ、マルチメディアデータ、オーディ
オデータ、音楽データ、テキスト・ベースのデータ、およびビデオデータのいずれかであ
る、コンピュータ装置。
【請求項１５】
　ユーザと通話相手との音声通話セッションを有し、ユーザは送受話器を使用する電話シ
ステム内のコンピュータ装置であって、
　　ユーザが、送受話器を使用して少なくとも１つのデータ要素を得ることができるよう
にする、データ選択手段と、
　　少なくとも１つのデータ要素を含むデータメッセージを構成して、このメッセージを
送受話器から通話相手に送信する、メッセージ手段と、
　　ユーザが前記少なくとも１つのデータ要素を取得している間、および前記メッセージ
手段が前記データメッセージを構成している間、前記音声通話セッションを続行する電話
処理手段とを備えたコンピュータ装置。
【請求項１６】
　請求項１５において、前記メッセージ手段が、前記通話相手者の移動電話番号または電
子メールアドレスを使用して、前記データメッセージを前記通話相手に自動的に宛先指定
する、コンピュータ装置。
【請求項１７】
　請求項１５において、前記データ選択手段が、さらに、前記通話相手を選択して、この
通話相手に送信するために、前記データメッセージ内に画像データ、テキスト・ベースの
データ、マルチメディア、音楽データ、カレンダ・イベントデータ、およびオーディオデ
ータのいずれかを含む格納されたデータへのユーザアクセスを可能にしている、コンピュ
ータ装置。
【請求項１８】
　請求項１５において、前記送受話器が携帯電話、移動電話、および個人用携帯情報端末
のいずれかである、コンピュータ装置。
【請求項１９】
　請求項１５において、前記データ要素が、画像データ、マルチメディアデータ、オーデ
ィオデータ、音楽データ、テキスト・ベースのデータ、およびビデオデータのいずれかで
ある、コンピュータ装置。
【請求項２０】
　コンピュータ読み取り可能なプログラムを有するコンピュータで使用可能な媒体を備え
たコンピュータプログラム製品であって、
　前記コンピュータ読み取り可能なプログラムがコンピュータプロセッサ上で実行される
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と、このコンピュータプロセッサは、
　ユーザと通話相手との音声通話セッションの間、ユーザは機器を使用し、（ａ）ユーザ
はこの機器を使用して少なくとも１つのデータ要素を得ることができ、（ｂ）各得られた
データ要素を前記機器から通話相手を宛先指定して送信し、
　データ要素を取得して宛先指定する間中、前記機器上の前記通話相手と前記ユーザとの
間の前記音声通話セッションを維持し、
　前記通話相手と前記ユーザとの間の言葉による対話を、前記音声通話セッションの間中
可能にする、コンピュータプログラム製品。
 
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本出願は、2004年12月3日出願の米国特許仮出願第60/633,287号の利益を主張するもの
であり、前記出願の全内容は参照により本明細書に引用したものとする。
【背景技術】
【０００２】
　携帯、無線の電話器の進歩に伴い、このような電話器の利用に対して様々な追加機能が
開発されつつある。このような追加機能の１つは、ビデオ・シェアリングである。ビデオ
・シェアリングによって、携帯無線電話（cellular phone）／移動電話（mobile phone）
の当事者は、電話中にライブビデオまたはビデオクリップをリアルタイムで見ることがで
きる。Nokia.comウェブサイトのNokia Video Sharing，Symbian.comウェブサイトおよびM
obilemag.comウェブサイトの双方向ビデオ会議を参照のこと。
【０００３】
　しかし、電話／音声通話中のデータの共有に関しては以下のような問題がある。図１Ａ
のステップＡでは、移動電話（携帯電話）を用いて、Harry（ハリー）１０がKaren（カレ
ン）１２の移動電話／機器に電話し、ステップＢにおいて２人は相互に対話する。Karen
がテキストまたは画像データをHarry１０に送りたい場合、KarenはステップＣで電話を切
り、Harryとの間の別の接続を確立して、移動電話メッセージ・アプリケーション（messa
ging application）を利用してデータを送信する（ステップＤ）。Karenが元々の電話接
続（ステップＡ、Ｂ）の間にデータを送信できる場合であっても、手動でメッセージを構
成して、Harryの電子メールアドレスをキー入力／エンターする必要がある。
【発明の開示】
【０００４】
　本発明は、ユーザが、電話／音声通話中にデータメッセージ（例えば、写真）を構成し
て送信できる新規かつ非自明な方法およびシステムに関する。「データメッセージ」には
、画像データ、オーディオ（音楽）データパケット、カレンダ・エントリ（カレンダで入
力された日付）もしくはカレンダ・イベント、連絡先情報、ＨＴＭＬ、テキスト・ベース
のパケット、ビデオクリップ、マルチメディアセグメントなどが含まれる。
【０００５】
　好ましい実施形態においては、電話／音声通話の音声データを補完する本発明のシステ
ムおよび方法は、以下のコンピュータ実行ステップを備える。
　　ユーザと通話相手との音声通話セッションの間、ユーザは対象の送受話器（ハンドセ
ット）を使用して、（ａ）ユーザは対象の送受話器を使用して少なくとも１つのデータ要
素を得ることができ、（ｂ）そのコンテンツとして少なくとも１つのデータ要素を含むデ
ータメッセージを構成して、そのメッセージを対象の送受話器から通話相手に送信するス
テップと、
　　対象の送受話器を介して、通話相手とユーザとの間の言葉による対話を表す音声デー
タで、音声通話セッションを続行するステップ。
【０００６】
　本発明のデータメッセージ構成ステップは、音声通話セッションに基づいて、データメ
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ッセージを通話相手に自動的に宛先指定することを含む。すなわち、データメッセージは
元々の音声通話コンテクスト（宛名および目的の配達場所として、通話相手の名前／電話
番号／対応する電子メールアドレス）を引き継ぐ。
【０００７】
　対象の送受話器は、好ましくは、移動電話、ＰＤＡまたは同様の無線通信および／もし
くはデータ機器である。ユーザが得るデータ要素は、画像データ、マルチメディアデータ
、オーディオ（音楽）データ、テキスト・ベースのデータ、グラフィクスおよびビデオデ
ータのいずれかである。データ要素は、対象の送受話器に結合された（例えば、内蔵の）
カメラを用いるなどして、音声通話セッション中に構成されることができる。データ要素
はまた、対象の送受話器の格納データ（画像、テキスト、マルチメディア、オーディオ／
音楽、カレンダ・イベント、連絡先など）を含む。
【０００８】
　本発明の前述およびその他の目的、特徴、および利点は、添付図面に示す本発明の好ま
しい実施形態の以下の詳細な説明で明らかになるであろう。図面では、同一参照符号は異
なる図面においても同一部品を指す。図面は必ずしも縮尺通りでなく、本発明の原理を示
すことに重点が置かれている。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の好ましい実施形態を以下に説明する。
【００１０】
　図２Ａは、手持ち式携帯ディジタル通信およびデータ機器１１のブロック図である。こ
のような機器には、移動／携帯電話と、ＰＤＡ（個人用携帯情報端末）と、音声、オーデ
ィオ、画像、ビデオならびにテキストおよび／またはマルチメディアを表すディジタルデ
ータを搬送するその他の電子機器とが含まれる。Ｉ／Ｏポート１３は、例えば接続を開始
するために、および接続が確立された後に、動作セッションの間中、このようなディジタ
ルデータを搬送する信号を送信および受信する。メイン・バス１５はＩ／Ｏポート１３と
、電話アプリケーション１７およびメッセージ（電子メール）アプリケーション（メッセ
ージング部）２１などの各種アプリケーション（プロセッサルーチンその他）との間で、
各プロトコル（例えば、ＳＭＴＰ、ＴＣＰ／ＩＰ、Bluetoothなど）に従って、ディジタ
ルデータを搬送する。各種アプリケーション１７，１９，２１は付随のデータ２９を有す
る。アドレス帳の連絡先情報（例えば、名前、携帯番号および他の電話番号、電子メール
アドレスなど）、カレンダ・データ、およびアプリケーション１７，１９，２１において
利用する他のデータが、データ２９に含まれる。データ機器１１は、さらに、以下に詳細
に述べるカメラ・サブシステム１９を有する。
【００１１】
　各種の入力および出力装置（例えば、キーパッド、スクロールホィール、アクチュエー
タ、ディスプレイ、スピーカ、マイクロホンなど）を機器１１に結合するＩ／Ｏインタフ
ェース２３がメイン・バス１５に接続されている。ネットワークインタフェース２７によ
って、データ機器１１はネットワークと接続／通信できる。ＣＰＵ（中央処理ユニット）
２５が、さらに、メイン・バス１５に接続され、アプリケーション１７，１９，２１およ
びサポートするオペレーティングシステム全体にわたりコンピュータ命令を実行する。
【００１２】
　図１Ａで簡単に述べたとおり、従来技術では、電話アプリケーションが接続を開始して
確立し、メイン・バスを介してディジタル音声およびオーディオデータを送信および受信
する。このように、電話アプリケーションは現在の動作セッションをサポートする。ユー
ザ（移動機器）が画像またはテキストデータを送信するために、電話アプリケーション・
セッション（音声通話中）は終了しなければならず、メッセージ・アプリケーションによ
ってサポートされる新しい動作セッション（例えば、電子メールセッション）が開始され
、維持される必要がある。すなわち、通話相手（電話受信者）への音声通話中とサポート
している電話アプリケーション・セッションが終了後、メッセージ・アプリケーションが
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作動されて、それぞれの接続を介してテキスト、画像などのデータを含むメッセージを（
通話相手を宛先として）構成および送信する。この時点における相手との接続の再確立は
、ユーザにとっては全く余分な、時間を要するタスクである。
【００１３】
　これに反して、本発明では、電話アプリケーション１７によってサポートされる音声通
話中／動作セッションの間に、ユーザは、画像、テキスト、マルチメディアなどのデータ
を通話相手に送信できる。このように、電子機器１１は、電話アプリケーション１７によ
って開始され維持されている同一の動作セッション（例えば、音声電話通話セッション単
独）において、電子メールセッションとは別個に、音声および画像データを通話相手に送
信する。さらに、音声電話の通話相手の名前（および対応する移動電話番号）が、データ
メッセージ宛先として再度使用されて、自動的に入力（エンター／キー入力）される。
【００１４】
　図１Ａの例に従うが、本発明を使用して、前述のとおり、図１ＢのステップＥにおいて
、Harry１０とKaren１２は各自の移動電話を用いて、Harry１０がKaren１２に電話し、相
互に対話する（ステップＦ）。この際、本発明を利用するKaren１２の電話によって、Kar
en１２は電話を切る（音声電話通話セッションを切断する）必要なく、機器１１のカメラ
・サブシステム１９を作動して、画像を取り込み、手動で宛先を指定することなく、この
画像をHarry１０に送信できる（ステップＧ）。Karen１２はまた、本発明の機器１１を作
動して、格納されたオーディオファイルを検索し、このファイルを選択すると、本発明の
システム１１は、いずか１つの動作している音声通話セッション（接続）内でそのファイ
ルをHarry１０に送信する（ステップＨ）。
【００１５】
　会話中であっても、Karen１２がテキスト／画像／オーディオなどのデータをHarryの電
話に送信することを望むならば、Karen１２は、データをHarry１０への宛先を手動で指定
することなく、そのデータをHarry１０に送信できる（ステップＧ、Ｈ）、という知識を
本発明は利用する。Harryの電話が移動電話でない場合でも、Karenの電話のデータベース
２９は、Harryの移動電話番号または電子メールアドレスを格納している。本発明のシス
テム１１はデータを自動的に（データベース２９に格納されている連絡先情報を用いて）
宛先指定し、これにより、Harry１０はデータを受信できる。いくつかの実施形態におい
ては、機器１１はテキスト／画像／オーディオのファイルデータを同時に送信する機能を
備えていない。したがって、このデータタイプ（テキスト／画像／オーディオのファイル
）は、当事者１０，１２が元々の音声電話／接続を切ると直ちに送信できるように、自動
的に宛先指定されて、格納される（待ち行列に入れられる）。
【００１６】
　前述の動作は以下のようにして達成される。
【００１７】
　図２Ｃにおいて、ユーザは音声通話中であり、電話アプリケーション１７が通話セッシ
ョンをサポートしている。通話セッションを識別する情報（例えば、通話相手の名前およ
び電話番号）が、データ２９として格納され、および／または、データベース２９におけ
るユーザのアドレス帳内の索引として使用される。ユーザがカメラ機能を利用する命令を
行うと、電話アプリケーション１７がカメラ・アプリケーション１９を呼び出すことによ
り、ユーザは電子機器１１をカメラとして作動できる。これにより、画像（ディジタル画
像）３１が取り込まれる。カメラ・アプリケーション１９は、得られた画像３１の制御お
よび表示を電話アプリケーション１７に戻すことによって終了する。元々の音声通話セッ
ションはアクティブ状態のままである。これに応じて、電話アプリケーション１７がメッ
セージ・アプリケーション２１を呼び出し、得られたディジタル画像３１を送出メッセー
ジとして「パッケージ化」させる。メッセージ・アプリケーション２１は、現在の音声電
話中の通話相手を対象の送出メッセージ３３の宛先として、引き継ぐかまたは自動的に推
定する。詳細には、メッセージ・アプリケーション２１は、現在の音声通話中の接続番号
（すなわち、通話相手の移動電話番号）を用いて、対象の送出メッセージ３３を宛先指定
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する。現在の接続番号がメッセージ３３を受信するのに適した装置ではない場合、メッセ
ージ・アプリケーション２１は、対応するアドレス帳／一般にはデータ記憶装置２９（図
２Ａ）に格納されている、その通話相手の移動電話番号および／または電子メールアドレ
スを利用する。
【００１８】
　メッセージ・アプリケーション２１が対象のメッセージ３３を出力すると、システム１
１（電話アプリケーション１７）はネットワーク送信のためにメッセージ３３を待ち行列
３５に入れる。この間、元々の音声通話セッションはアクティブ状態のままであり、ユー
ザおよび通話相手は従来の電話の会話を続行できる。いくつかの実施形態においては、メ
ッセージ３３の送信は即時になされる。別の実施形態においては、メッセージ３３の送信
は音声電話通話セッションの完了／中断時に実行される。
【００１９】
　一般的に言えば、本発明は、電話サービスアプリケーション１７の電話セッション中の
コンテクスト３７内の各種のアプリケーション／機能１９，２１の作動を実現する。この
ようにして、電話サービス（アプリケーション）１７は、電話セッション中を維持しなが
ら、要求に従って他のアプリケーション（ルーチン、処理）を実行するシェルまたはコン
テナ・プログラムとして有効に機能する。図２Ｂを参照して、ステップ４１において、電
話サービス１７は、データ・セレクタ３９を呼び出すかまたは起動して、対象のデータ要
素に対するユーザ命令を（電話で会話している間に）実行する。これには、ユーザが、新
しい画像を生成すること、あるいは格納された画像、ビデオ、オーディオファイル、音楽
ファイル、マルチメディアファイル、カレンダもしくは連絡先データなど４５を検索／選
択することが含まれ、これらはメッセージ・コンテンツとして機能する。これに応答して
（ステップ４３）、データ・セレクタ３９は要求されたデータファイル／メッセージ・コ
ンテンツ４５を提供すなわち利用可能にする。
【００２０】
　次に、電話サービス１７はデータメッセージの一部分／サービス２１を呼び出し／起動
して、対象のデータファイル／コンテンツ４５を新しいメッセージ４７にパッケージ化す
る。メッセージ・サービス２１に対するこの呼び出しには、電話サービス１７の現在の電
話セッション中のコンテクスト３７（すなわち、通話中の相手の名前、電話番号および／
またはデータベース２９に格納された電子メールアドレスの識別）が含まれる。データメ
ッセージ・サービス２１は、引き継いだコンテクスト３７に基づいて新しく指令されたメ
ッセージ（パッケージ４７）の宛先指定を自動的に実行し、新しいメッセージ（パッケー
ジ）のコンテンツとしてデータ・セレクタ３９によって生成されたメッセージ・コンテン
ツ４５を使用する。データメッセージ・サービス２１は、新しく生成されたメッセージ４
７を出力して、送信のために待ち行列４９に入れる。いくつかの実施形態においては、新
しく生成されたメッセージ４７は、装置のネットワークが送信に利用可能になるまで、待
ち行列４９に格納される。別の実施形態においては、メッセージ４７のようなネットワー
クデータは即時に送信される。
【００２１】
　この間、電話サービス１７は、電話通話／セッション中をサポートして、ユーザおよび
通話相手の（言葉による）対話を可能にする。その結果、元々の電話通話接続の中断や変
更はない。
【００２２】
　図３～図５には、機器１１の好ましい実施形態におけるユーザインタフェースが示され
ている。図３は、着信に対応している、またはユーザによる電話通話の開始命令に対応し
ている、電話としての機器１１の動作を示す。電話通話接続が確立されると、ユーザイン
タフェースの「Call（通話）」タブ５１は、音声電話中の相手の電話番号、および通話時
間などを表示する。電話通話セッションのデータ２９がこの表示をサポートする。
【００２３】
　図４は、音声電話中に、カメラ・アプリケーション／サブシステム１９を起動するため
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にユーザが選択する「Send Picture（画像送信）」タブ５３を示す。カメラのビューファ
インダからの画像が「Send Picture（画像送信）」タブ５３のメインフレーム（本体）内
に示される。代わりに、タブ５３を通して、ユーザは、図４Ｂに示されるような格納され
た画像のファイル名リストを見て、送信する画像を選択することができる。
【００２４】
　図５は「Send Other（その他の送信）」タブ５５を示し、このタブ５５は、システム１
１内に格納されたオーディオファイル、音楽ファイル、マルチメディアファイル、連絡先
情報およびその他のデータファイルの名前をユーザに対して一覧表示する。ここで、機器
１１のユーザインタフェースによって、本発明の前述の原理を利用し、ユーザが他のデー
タを選択して、音声電話通話セッション中の通話相手に、このデータを送信できる。
【００２５】
　タブ５３，５５および対応するサポートソフトウェア／コンピュータ命令は、図２Ｂの
データ・セレクタ３９機能を効果的に実施する。ユーザによって項目（ファイル）が選択
されると、ユーザインタフェースは、「Call（通話）」タブ５１に戻り、選択されたデー
タ要素／項目が送信された（例えば、メッセージ３３，４７として）こと、またはネット
ワーク送信のために待ち行列に入れられたことを即時に表示する。代わりに、ユーザイン
タフェースは、対象のメッセージ３３，４７の「send to（送信相手）」部分（スクリー
ン表示）を含む。この「send to（送信相手）」部分は、音声通話中の相手の移動電話番
号または電子メールアドレスに自動的にデフォルト設定（規定値として設定）されている
。デフォルト情報（規定値情報）は、音声通話セッション中の開始時に確立された電話通
話セッションデータ２９から得られる（図２Ｃを参照して説明したとおり）。
【００２６】
　本発明を好ましい実施形態により図示し、詳細に説明してきたが、当業者には、添付の
特許請求項に包含される本発明の範囲から逸脱することなく、形態または細部にさまざま
な変更を加えるのが可能であることは理解されるであろう。
【００２７】
　例えば、本発明は、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、および／またはコ
ンピュータプログラム製品（computer program produce）の形態を取ることができる。こ
のコンピュータプログラム製品は、コンピュータまたは任意の命令実行システムによって
使用されるため、またはこれらと連携して、プログラムコードを提供する、コンピュータ
で使用可能またはコンピュータ読み取り可能な媒体からアクセス可能な物である。本実施
形態の目的のために、コンピュータで使用可能またはコンピュータ読み取り可能な媒体は
、命令実行システム、装置または機器によって使用されるため、またはこれらと連携して
、プログラムを、内蔵、格納、通信、伝送、または移動できる任意の装置であってもよい
。
【００２８】
　媒体は、電子、磁気、光、電磁気、赤外線、もしくは半導体システム（もしくは装置も
しくは機器）または伝達媒体であってもよい。コンピュータ読み取り可能な媒体としては
、半導体メモリもしくはソリッドステートメモリ、磁気テープ、取外し可能コンピュータ
ディスケット、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）、ＲＯＭ（読出し専用メモリ）、ハー
ド磁気ディスクおよび光ディスクが含まれる。光ディスクの最近の例としては、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ（コンパクトディスク－読出し専用記憶装置）、ＣＤ－Ｒ／Ｗ（コンパクトディスク
－読出し／書込み）、およびＤＶＤが含まれる。
【００２９】
　プログラムコードを格納および／または実行するのに適したデータ処理システムは、シ
ステムバスを介してメモリ要素に直接または間接に結合された少なくとも1つのプロセッ
サであってもよい。メモリ要素は、プログラムコードの実際の実行の間に用いられるロー
カルメモリ、大容量記憶装置、およびキャッシュメモリであってもよい。このキャッシュ
メモリは、少なくとも一部のプログラムコードを一時的に格納して、実行中に大容量記憶
装置からコードを読み出す回数を減少させる。



(9) JP 2008-523663 A 2008.7.3

10

20

【００３０】
　入力／出力すなわちＩ／Ｏ機器（キーボード、ディスプレイ、ポインティング・デバイ
スなどを含むが、これらに限定されない）は、直接またはＩ／Ｏコントローラを介在させ
てシステムに接続される。
【００３１】
　ネットワークアダプタがシステムに結合されてもよい。これにより、データ処理システ
ムは、専用ネットワークまたは公共ネットワークを介在させて、別の処理システムまたは
遠隔プリンタもしくは記憶装置に接続できる。モデム、ケーブルモデム、およびEthernet
カードは、現在利用可能なネットワークアダプタのほんの一例である。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１Ａ】従来技術の移動機器の使用法を示す図である。
【図１Ｂ】本発明の移動機器の使用法を示す図である。
【図２Ａ】本発明を利用する手持ち式、携帯電子機器のブロック図である。
【図２Ｂ】本発明の実施形態のフロー図である。
【図２Ｃ】本発明の実施形態のフロー図である。
【図３】好ましい実施形態の音声通話中におけるユーザインタフェースの「Call（電話）
」タブを示す図である。
【図４Ａ】図３の好ましい実施形態のユーザインタフェースの「Send Picture（画像送信
）」タブを示す図である。
【図４Ｂ】図３の好ましい実施形態のユーザインタフェースの「Send Picture（画像送信
）」タブを示す図である。
【図５】図３の好ましい実施形態のユーザインタフェースの「Send Other（その他の送信
）」タブを示す図である。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２Ａ】 【図２Ｂ】

【図２Ｃ】 【図３】
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【図４Ａ】 【図４Ｂ】

【図５】
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