
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に格納されているデータを読み出す機能を有する携帯型通信端末と、
　該携帯型通信端末に内蔵されている電源を充電する充電器と、
　利用者からの指令を前記充電器に遠隔操作する遠隔操作装置とから成る携帯型通信端末
充電システムにおいて、
　前記携帯型通信端末は、外部から制御信号を入力する制御信号入力部、該制御信号入力
部を介して入力された制御信号に応じて前記記録媒体からデータを読み出す制御部及び前
記記録媒体に格納されているデータを読み出して外部に出力する再生用データ出力部を備
え、
　前記充電器は、利用者から入力された指令に応じた制御信号を外部に出力する制御信号
出力部及び前記再生用データ出力部を介して前記携帯型通信端末から出力されるデータを
入力する再生用データ入力部、並びに、該再生用データ入力部を介して入力されたデータ
を外部に出力する再生用データ出力部及び前記再生用データ入力部を介して入力されたデ
ータを再生するためのデータ再生部の少なくとも一方を備えており、
　前記携帯型通信端末が充電されるように前記充電器に接続され、
　利用者から入力された指令に応じた制御信号が前記充電器から前記制御信号出力部を介
して前記携帯型通信端末に出力されたとき、
　前記携帯型通信端末は、前記制御信号入力部を介して入力された制御信号に応じて前記
記憶媒体からデータを読み出して、該データから付加情報を抽出し、前記データを前記再
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生用データ出力部を介して前記充電器に出力するとともに前記付加情報を前記充電器に出
力し、
　前記充電器は、前記携帯型通信端 ら入力された前記付加情報を前記遠隔操作装置に
出力し、
　前記遠隔操作装置は、表示部を備えており、前記充電器から入力された前記付加情報を
前記表示部に表示することを特徴とする携帯型通信端末 。
【請求項２】
　記録媒体に格納されているデータを読み出す機能を有する携帯型通信端末と、
　該携帯型通信端末に内蔵されている電源を充電する充電器とから成る携帯型通信端末充
電システムにおいて、
　前記携帯型通信端末が充電されるように前記充電器に接続され、
　利用者から入力された指令に応じた制御信号が前記充電器から前記携帯型通信 に出
力されたとき、
　前記携帯型通信端末は、充電されるとともに、前記充電器から入力された前記制御信号
に応じて前記記録媒体からデータを読み出して、該データから付加情報を抽出して、前記
データ及び前記付加情報を前記充電器に出力し、
　前記充電器は、表示部を備え、前記携帯型通信端末から入力された前記付加情報を前記
表示部に表示するとともに、前記携帯型通信端末から入力された前記データを再生又は外
部に出力することを特徴とする携帯型通信端末充電システム。
【請求項３】
　前記充電器には操作部が備えられており、前記充電器の操作部から前記指令を入力する
ことを特徴とする請求項２に記載の携帯型通信端末充電システム。
【請求項４】
　利用者からの指令を前記充電器に遠隔操作する遠隔操作装置を備え、
　前記充電器は、前記携帯型通信端末から入力された前記付加情報を前記遠隔操作装置に
出力し、
　前記遠隔操作装置は、表示部を備えており、前記充電器から入力された付加情報を前記
表示部に表示することを特徴とする請求項２又は３に記載の携帯型通信端末充電システム
。
【請求項５】
　前記遠隔操作装置には操作部が備えられており、
　前記遠隔操作装置は前記操作部から入力された前記指令を前記充電器に出力することを
特徴とする請求項４に記載の携帯型通信端末充電システム。
【請求項６】
　前記付加情報が文字データであることを特徴とする請求項１ ５のいずれか１項に記載
の携帯型通信端末充電システム。
【請求項７】
　前記データは音声信号であり、
　前記充電器は音声信号を再生する再生手段及び音声信号を外部に出力する出力手段の少
なくとも一つを備えていることを特徴とする請求項１ ６のいずれか１項に記載の携帯型
通信端末充電システム。
【請求項８】
　前記データは音声信号であり、
　前記充電器は、音声信号を増幅するアンプ部、並びに、前記アンプ部により増幅された
音声信号を前記充電器に接続されたオーディオ機器に出力する再生用増幅音声信号出力部
及び前記アンプ部により増幅された音声信号を音声に変換して外部に出力するスピーカー
部の少なくとも一つを備えていることを特徴とする請求項１ ６のいずれか１項に記載の
携帯型通信端末充電システム。
【請求項９】
　前記データは音声信号であり、
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　前記充電器は、音声信号を前記充電器に接続されたオーディオ機器に出力する再生用音
声信号出力部を備えていることを特徴とする請求項１ ６のいずれか１項に記載の携帯型
通信端末充電システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、記録媒体に格納されているデータを読み出す機能を有する携帯型通信端末、及
び、該携帯型通信端末に内蔵されている電源を充電するための充電器から成る携帯型通信
端末充電システムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、通信事業者より配信された音楽や音楽ＣＤなどから再生した音声を内蔵あるいは外
付けの記録媒体に録音するとともに、その記録媒体から音声を再生する機能を有する携帯
型通信端末が提供されている。
【０００３】
このような携帯型通信端末では、記録媒体に録音された音声信号を読み出して音声を再生
する場合には、内蔵のスピーカ、ヘッドフォン接続用の端子に接続されたヘッドフォン、
あるいは、ヘッドフォン用の接続端子にケーブルを介して接続されたオーディオ機器を用
いて行うようになっている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の携帯型通信端末充電システムでは、記録媒体に録音されている音声
を充電中の携帯型通信端末を用いて再生するためには、携帯型通信端末を直に操作しなけ
ればならず、利用者は操作が不便であると感じていた。
【０００５】
そこで、本発明は、利用者が、操作の不便さを感じることなく、オーディオ機器を用いる
場合と同様な感覚で、充電中の携帯型通信端末を用いて記録媒体からの音声の再生を楽し
むことができるようにした携帯型通信端末充電システムを提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために、本発明では、記録媒体に格納されているデータを読み出
す機能を有する携帯型通信端末と、該携帯型通信端末に内蔵されている電源を充電する充
電器と、利用者からの指令を前記充電器に遠隔操作する遠隔操作装置とから成る携帯型通
信端末充電システムにおいて、前記携帯型通信端末は、外部から制御信号を入力する制御
信号入力部、該制御信号入力部を介して入力された制御信号に応じて前記記録媒体からデ
ータを読み出す制御部及び前記記録媒体に格納されているデータを読み出して外部に出力
する再生用データ出力部を備え、前記充電器は、利用者から入力された指令に応じた制御
信号を外部に出力する制御信号出力部及び前記再生用データ出力部を介して前記携帯型通
信端末から出力されるデータを入力する再生用データ入力部、並びに、該再生用データ入
力部を介して入力されたデータを外部に出力する再生用データ出力部及び前記再生用デー
タ入力部を介して入力されたデータを再生するためのデータ再生部の少なくとも一方を備
えており、前記携帯型通信端末が充電されるように前記充電器に接続され、利用者から入
力された指令に応じた制御信号が前記充電器から前記制御信号出力部を介して前記携帯型
通信端末に出力されたとき、前記携帯型通信端末は、前記制御信号入力部を介して入力さ
れた制御信号に応じて前記記憶媒体からデータを読み出して、該データから付加情報を抽
出し、前記データを前記再生用データ出力部を介して前記充電器に出力するとともに前記
付加情報を前記充電器に出力し、前記充電器は、前記携帯型通信端 ら入力された前記
付加情報を前記遠隔操作装置に出力し、前記遠隔操作装置は、表示部を備えており、前記
充電器から入力された前記付加情報を前記表示部に表示することを特徴としている。
【０００７】
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　この構成により、利用者は、充電中の携帯型通信端末を用いて記録媒体に格納されてい
るデータを再生するにあたって、携帯型通信端末を直に操作する必要はなくなる。尚、こ
の環境を作り出すにあたって利用者に強いられる作業は、携帯型通信端末を充電するため
に携帯型通信端末を充電器に接続するという携帯型通信端末の利用者にとって必要不可欠
な作業だけである。

【０００８】
　本発明では、記録媒体に格納されているデータを読み出す機能を有する携帯型通信端末
と、該携帯型通信端末に内蔵されている電源を充電する充電器とから成る携帯型通信端末
充電システムにおいて、前記携帯型通信端末が充電されるように前記充電器に接続され、
利用者から入力された指令に応じた制御信号が前記充電器から前記携帯型通信 に出力
されたとき、前記携帯型通信端末は、充電されるとともに、前記充電器から入力された前
記制御信号に応じて前記記録媒体からデータを読み出して、該データから付加情報を抽出
して、前記データ及び前記付加情報を前記充電器に出力し、前記充電器は、表示部を備え
、前記携帯型通信端末から入力された前記付加情報を前記表示部に表示するとともに、前
記携帯型通信端末から入力された前記データを再生又は外部に出力することを特徴とする
。
　上記構成の携帯型通信端 おいて、前記充電器には操作部が備えられた構成としても
よい。
【０００９】

【００１０】
　上記構成の携帯型通信端 おいて、利用者からの指令を前記充電器に遠隔入力する遠
隔操作装置を備え、前記充電器は、前記携帯型通信端末から入力された付加情報を前記遠
隔操作装置に出力し、前記遠隔操作装置は、表示部を備えており、前記充電器から入力さ
れた付加情報を前記表示部に表示する構成としてもよい。
　また、前記遠隔操作装置には指令を入力する操作部が備えられており、前記遠隔操作装
置は前記操作部から入力された前記指令を前記充電器に出力する構成としてもよい。
【００１１】
　この構成により、

【００１２】

【００１３】
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　また、利用者からの指令を前記充電器に遠隔入力するための遠隔操作装置を設けておけ
ば、充電器から離れていても、充電中の携帯型通信端末を用いて記録媒体からデータを再
生することができるようになる。
　また、本来のデータに付加されて記録媒体に格納されている付加情報（例えば、本来の
データが音声データである場合には、曲の時間やタイトルなど）を遠隔操作装置上で表示
させることができるようになる。

端末

末に

　この構成により、利用者は、充電中の携帯型通信端末を用いて記録媒体に格納されてい
るデータを再生するにあたって、携帯型通信端末を直に操作する必要はなくなる。尚、こ
の環境を作り出すにあたって利用者に強いられる作業は、携帯型通信端末を充電するため
に携帯型通信端末を充電器に接続するという携帯型通信端末の利用者にとって必要不可欠
な作業だけである。
　また、本来のデータに付加されて記録媒体に格納されている付加情報（例えば、本来の
データが音声データである場合には、曲の時間やタイトルなど）を充電器上に表示させる
ことができるようになる。

末に

利用者からの指令を前記充電器に遠隔操作するための遠隔操作装置を
設けておけば、充電器から離れていても、充電中の携帯型通信端末を用いて記録媒体から
データを再生することができるようになる。

　上記構成の携帯型通信端末充電システムにおいて、前記付加情報を文字データとしても
よい。

　上記構成の携帯型通信端末充電システムにおいて、前記データは音声信号であり、前記
充電器は音声信号を再生する再生手段及び音声信号を外部に出力する出力手段の少なくと



【００１４】

【００２３】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施形態を図面を参照しながら説明する。図１、図２は、それぞれ本発
明の一実施形態である携帯型通信端末充電システムの外観図、ブロック図である。携帯型
通信端末１について説明する。携帯型通信端末１は、操作部１０１、表示部１０２、主制
御部１０３、通話用マイク１０４、電話部１０５、無線部１０６、アンテナ１０７、通話
用スピーカ１０８、記録媒体１０９、録音再生部１１０、充電部１１２、二次電池１１３
、及び、電源供給部１１４から成る。
【００２４】
操作部１０１は利用者が携帯型通信端末１に対して各種の指令を入力するための部分であ
る。表示部１０２は各種の情報を表示するための部分である。主制御部１０３は、操作部
１０１からの入力信号に応じて携帯型通信端末１内の各部の動作を制御するとともに、携
帯型通信端末１のコネクタ１００の端子１００ａ及び１００ｂ、並びに、充電器２のコネ
クタ２００の端子２００ａ及び２００ｂを介して接続される充電器２の制御部２１１と各
種の情報のやり取りを行い、充電器２の制御部２１１からの制御情報によっても携帯型通
信端末１内の各部の動作を制御する。
【００２５】
通話用マイク１０４は外部から入力された音声を電気信号に変換する。電話部１０５は通
話用マイク１０４で得られた音声信号及びコネクタ１００の端子１００ｃを介して外部か
ら入力される音声信号を所定の方式で符号化する。
【００２６】
無線部１０６は、電話部１０５で符号化された音声信号を変調してアンテナ１０７から送
信するとともに、アンテナ１０７で受信された信号から音声信号を復調する。電話部１０
５で復号化された音声信号は、通話用スピーカ１０８によって音声に変換されて外部に出
力されるとともに、コネクタ１００の端子１００ｄを介して外部に出力される
【００２７】
記録媒体１０９は、携帯型通信端末１に対して着脱自在であり、音声データを主に格納対
象としている。尚、記録媒体１０９は携帯型通信端末１から取り外し不能であってもよい
。録音再生部１１０は記録媒体１０９から音声データを読み出して復号化する機能、及び
、主制御部１０３から与えられる音声データを記録媒体１０９に格納する機能を有してい
る。
【００２８】
録音再生部１１０によって読み出されて復号化されたＲ（右）チャンネル、Ｌ（左）チャ
ンネルの音声信号はそれぞれヘッドフォン接続用の端子１１１ａ、１１１ｂから外部に出
力されるとともに、コネクタ１００の端子１００ｅ、１００ｆから出力される。
【００２９】
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も一つを備える構成としてもよい。
　また、上記構成の携帯型通信端末充電システムにおいて、前記データが音声信号であり
、前記充電器は、音声信号を増幅するアンプ部、並びに、前記アンプ部により増幅された
音声信号を前記充電器に接続されたオーディオ機器に出力する再生用増幅音声信号出力部
及び前記アンプ部により増幅された音声信号を音声に変換して外部に出力するスピーカー
部の少なくとも一つを備える構成としてもよい。
　また、上記構成の携帯型通信端末充電システムにおいて、前記データは音声信号であり
、前記充電器は、音声信号を前記充電器に接続されたオーディオ機器に出力する再生用音
声信号出力部を備えている構成としてもよい。

　この構成により、携帯型通信端末を充電するために携帯型通信端末を充電器に接続する
という携帯型通信端末の利用者にとって必要不可欠な作業を行うだけで、携帯型通信端末
にはサイズ的な制約から内蔵不可能なアンプやスピーカを用いて音声を再生するシステム
を構築することができる。



また、録音再生部１１０は、記録媒体１０９から読み出したデータのうち、本来の格納対
象のデータに付加されている付加データ（曲の時間やタイトルなど）を抽出して主制御部
１０３に与えるようになっている。
【００３０】
充電部１１２は充電制御部１１２ａ及び充電検出部１１２ｂから成る。充電制御部１１２
ａは携帯型通信端末１のコネクタ１００の端子１００ｇ及び充電器２のコネクタ２００の
端子２００ｇを介して充電器２から供給される電力を用いて二次電池１１３を充電する。
【００３１】
充電検出部１１２ｂは二次電池１１３への充電電圧を検出して、その情報を主制御部１０
３に与える。主制御部１０３は充電検出部１１２ｂからの情報に基づいて充電制御部１１
２ａを制御することにより二次電池１１３を充電する／しないを制御する。電源供給部１
１４は携帯型通信端末１内の各部に適切な電力を供給する。尚、二次電池１１３は携帯型
通信端末１から取り外し可能となっている。
【００３２】
充電器２について説明する。充電器２は、操作部２０１、表示部２０２、赤外線受光部２
０３、赤外線発光部２０４、電圧変換部２０５、電源プラグ２０６、通話用マイク２０７
、通話用スピーカ２０８、アンプ２０９、再生用音声信号出力部２１０、及び、制御部２
１１から成る。
【００３３】
操作部２０１は利用者が充電器２に対して各種の指令を入力するための部分である。表示
部２０２は各種の情報を表示するための部分である。赤外線受光部２０３は遠隔操作装置
３から赤外線で送信されてくる信号を受信するための部分である。赤外線発光部２０４は
遠隔操作装置３に赤外線で信号を送信するための部分である。
【００３４】
電圧変換部２０５は、不図示のコンセントに電源プラグ２０６を差し込んで得られる交流
電源を適切な直流電源に変換して充電器２内の各部に電力を供給するとともに、充電器２
のコネクタ２００の端子２００ｇ及び携帯型通信端末１のコネクタ１００の端子１００ｇ
を介して接続される携帯型通信端末１に対してその二次電池１１３を充電するための電力
を供給する。
【００３５】
通話用マイク２０７は外部から入力された音声を電気信号に変換する。通話用マイク２０
７で得られた音声信号はコネクタ２００の端子２００ｃを介して外部に出力される。通話
用スピーカ２０８はコネクタ２００の端子２００ｄを介して外部から入力される音声信号
を音声に変換して外部に出力する。
【００３６】
尚、通話用スピーカ２０８を内蔵せずに、コネクタ２００の端子２００ｄを介して外部か
ら入力される音声信号を充電器２に接続される通話用スピーカ（不図示に）に出力するた
めのブロックを設けた構成であってもよい。
【００３７】
アンプ２０９はコネクタ２００の端子２００ｅ、２００ｆを介してそれぞれ入力されるＲ
チャンネル、Ｌチャンネルの音声信号を増幅する。アンプ２０９で増幅されたＲチャンネ
ル、Ｌチャンネルの音声信号は充電器２に接続されたＲチャンネルのスピーカ４Ｒ、Ｌチ
ャンネルのスピーカ４Ｌによって音声に変換される。尚、スピーカ４Ｒ及び４Ｌは充電器
２に内蔵してもよい。
【００３８】
再生用音声信号出力部２１０はコネクタ２００の端子２００ｅ、２００ｆを介してそれぞ
れ入力されるＲチャンネル、Ｌチャンネルの音声信号を充電器２に接続されるオーディオ
機器（不図示）に出力するための部分である。
【００３９】
制御部２１１は、操作部２０１を介して利用者から入力された信号、及び、赤外線受光部
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２０３により受信された信号に応じて充電器２内の各部の制御を行うとともに、充電器２
のコネクタ２００の端子２００ａ及び２００ｂ、並びに、携帯型通信端末１のコネクタ１
００の端子１００ａ及び１００ｂを介して接続される携帯型通信端末１の主制御部１０３
と各種の情報のやり取りを行い、携帯型通信端末１の主制御部１０３からの情報によって
も充電器２内の各部の動作を制御する。
【００４０】
遠隔操作装置３について説明する。遠隔操作装置３は、操作部３０１、表示部３０２、赤
外線発光部３０３、赤外線受光部３０４、データ格納部３０５、記録媒体３０６、及び、
制御部３０７から成る。
【００４１】
操作部３０１は利用者が遠隔操作装置３に対して各種の指令を入力するための部分である
。表示部３０２は各種の情報を表示するための部分である。赤外線発光部３０３は充電器
２に赤外線で信号を送信するための部分である。赤外線受光部３０４は充電器２から赤外
線で送信されてくる信号を受信するための部分である。
【００４２】
データ格納部３０５は遠隔操作装置３から取り外し不能な記録媒体である。記録媒体３０
６は遠隔操作装置３に対して着脱自在であり、音声データを格納対象としている。制御部
３０７は操作部３０１を介して利用者から入力された信号、及び、赤外線受光部３０４に
より受信された信号に応じて遠隔操作装置３内の各部の制御を行う。
【００４３】
そして、本実施形態では、携帯型通信端末１が充電器２に適切に載置されると、携帯型通
信端末１のコネクタ１００の端子１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００ｄ、１００ｅ、
１００ｆ、１００ｇ、１００ｈがそれぞれ充電器２のコネクタ２００の端子２００ａ、２
００ｂ、２００ｃ、２００ｄ、２００ｅ、２００ｆ、２００ｇ、２００ｈに直接接触して
電気的に接続された状態になり、携帯型通信端末１の二次電池１１３が充電器２によって
充電され得る状態になるとともに、携帯型通信端末１と充電器２との間で各種の情報のや
り取りが可能になる。
【００４４】
尚、このようにコネクタの端子同士が直接接触することにより電気的に接続されるように
なっているが、携帯型通信端末１のコネクタ１００と充電器２のコネクタ２００とをケー
ブルで接続することにより、携帯型通信端末１のコネクタ１００の端子１００ａ、１００
ｂ、１００ｃ、１００ｄ、１００ｅ、１００ｆ、１００ｇ、１００ｈがそれぞれ充電器２
のコネクタ２００の端子２００ａ、２００ｂ、２００ｃ、２００ｄ、２００ｅ、２００ｆ
、２００ｇ、２００ｈに電気的に接続されるようになっていてもよい。
【００４５】
さて、記録媒体１０９に格納されている音声データの再生指令が遠隔操作装置３の操作部
３０１から入力された場合について説明する。尚、携帯型通信端末１が充電器２に適切に
載置されており、携帯型通信端末１のコネクタ１００の各端子と充電器２のコネクタ２０
０の各端子とが電気的に接続された状態になっているものとする。
【００４６】
遠隔操作装置３の制御部３０７は、赤外線発光部３０３を用いて再生指令を送信する。遠
隔操作装置３の赤外線発光部３０３から送信された再生指令は、充電器２の赤外線受光部
２０３で受信されて充電器２の制御部２１１を介して携帯型通信端末１の主制御部１０３
に伝送される。
【００４７】
尚、本実施形態では、携帯型通信端末１の主制御部１０３と充電器２の制御部２１１との
間では、コネクタ１００の端子１００ａ及びコネクタ２００の端子２００ａを介して上り
のシリアル信号、並びに、コネクタ１００の端子１００ｂ及びコネクタ２００の端子２０
０ｂの下りのシリアル信号により各種の情報がやり取りされるようになっているが、アド
レス・データバスなどのパラレル信号を用いてもよい。
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【００４８】
携帯型通信端末１の主制御部１０３は再生指令を受けると、記録媒体１０９からの音声デ
ータの読み出しを録音再生部１１０に実行させる。録音再生部１１０で読み出されたＲチ
ャンネル、Ｌチャンネルの音声信号は、それぞれヘッドフォン接続用端子１１１ａ、１１
１ｂから外部に出力されるとともに、コネクタ１００の端子１００ｅ及びコネクタ２００
の端子２００ｅ、コネクタ１００の端子１００ｆ及びコネクタ２００の端子２００ｆを介
して充電器２に入力され、充電器２のアンプ２０９で増幅された後、充電器２にケーブル
５Ｒ、５Ｌを介してそれぞれ接続されたＲチャンネルスピーカ４Ｒ、Ｌチャンネルスピー
カ４Ｌによって音声として再生される、あるいは、再生用音声信号出力部２１０を介して
充電器２に接続されるオーディオ機器（不図示）によって音声として再生される。
【００４９】
また、記録媒体１０９から読み出されたデータの中から録音再生部１１０によって抽出さ
れた付加情報が主制御部１０３を介して充電器２の制御部２１１に与えられる。充電器２
の制御部２１１は、携帯型通信端末１の主制御部１０３からの付加情報を表示部２０２に
表示させるとともに、同付加情報を赤外線発光部２０４により送信する。
【００５０】
充電器２の赤外線発光部２０４から送信された付加情報は、遠隔操作装置３の赤外線受光
部３０４によって受信されて遠隔操作装置３の制御部３０７に与えられる。遠隔操作装置
３の制御部３０７は付加情報を表示部３０２に表示させる。尚、記録媒体１０９に格納さ
れている音声データの再生指令が充電器２の操作部２０１から入力された場合についても
同様である。
【００５１】
このように、本実施形態では、記録媒体１０９に録音されている音声を充電中の携帯型通
信端末１を用いて再生するためには、充電器２あるいは遠隔操作装置３上で操作を行えば
よいので、携帯型通信端末１を直に操作する必要はなくなる。したがって、利用者は、操
作の不便さを感じることなく、オーディオ機器を用いて行う場合と同様な感覚で、充電中
の携帯型通信端末１を用いて記録媒体１０９から音声を再生することができるようになる
。尚、記録媒体１０９に録音されている音声を充電中の携帯型通信端末１を用いて再生す
ることは、携帯型通信端末１を直に操作することによっても当然可能である。
【００５２】
また、このような環境を作り出すにあたって利用者に強いられる作業は、携帯型通信端末
を充電するために携帯型通信端末を充電器に接続するという携帯型通信端末の利用者にと
って必要不可欠な作業だけであるので、利用者が煩雑さを感じることはない。
【００５３】
尚、遠隔操作装置３から送信される信号を受信するための赤外線受光部を携帯型通信端末
１に設け、遠隔操作装置３から携帯型通信端末１に利用者からの指令を直接入力するよう
にしてもよいが、携帯型通信端末１を持ち歩いて使用するときには、携帯型通信端末１を
遠隔操作する必要がないこと、及び、携帯型通信端末１のサイズはできるだけ小さい方が
望ましいことから、本実施形態のように、遠隔操作装置３から送信される信号を受信する
ための赤外線受光部を充電器２に設け、遠隔操作装置３から充電器２を介して携帯型通信
端末１に利用者からの指令を入力する方がよい。
【００５４】
また、携帯型通信端末１を充電するために携帯型通信端末１を充電器２に接続するという
携帯型通信端末１の利用者にとって必要不可欠な作業を行うだけで、携帯型通信端末１に
はサイズ的な制約から内蔵不可能なアンプやスピーカを用いて高音質な音声を再生するこ
とができるようになる。また、付加情報（曲の時間やタイトルなど）が充電器２や遠隔操
作装置３に表示されるので、利用者にとって非常に便利である。
【００５５】
次に、記録媒体１０９への録音指令が遠隔操作装置３の操作部３０１から入力された場合
について説明する。尚、携帯型通信端末１が充電器２に適切に載置されており、携帯型通
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信端末１のコネクタ１００の各端子と充電器２のコネクタ２００の各端子とが電気的に接
続された状態になっているものとする。
【００５６】
遠隔操作装置３の制御部３０７は、記録媒体３０６から録音対象の音声データを読み出す
。このとき、読み出した音声データをデータ格納部３０５に格納して音声データを保持す
るようにしてもよい。次に、遠隔操作装置３の制御部３０７は赤外線発光部３０３により
録音指令及び読み出した音声データを送信する。
【００５７】
遠隔操作装置３の赤外線発光部３０３から送信された録音指令及び音声データは、充電器
２の赤外線受光部２０３により受信され、充電器２の制御部２１１を介して携帯型通信端
末１の主制御部１０３に伝送される。携帯型通信端末１の主制御部１０３は、録音指令と
共に送られてくる音声データを録音再生部１１０を用いて記録媒体１０９に格納する。
【００５８】
これにより、本実施形態では、充電器２に接続された携帯型通信端末１を用いて記録媒体
１０９に音声データを格納したい場合には、その音声データを遠隔操作装置３によって記
録媒体３０６から読み出して充電器２に送信すればよいので、利用者はケーブル等を接続
する作業が不要になり便利である。
【００５９】
尚、本実施形態では、記録媒体１０９に格納したい音声データを充電器２に伝送するのに
赤外線を用いているが、電波を用いてもよいし、有線で（ケーブルを介して）行うように
ようにしてもよい。
【００６０】
その他には、本実施形態では、携帯型通信端末１が充電器２によって充電され得る状態な
っている場合には、携帯型通信端末１のコネクタ１００の端子１００ｃ、１００ｄがそれ
ぞれ充電器２のコネクタ２００の端子２００ｃ、２００ｄに電気的に接続された状態にな
り、充電器２の通話用マイク２０７及び通話用スピーカ２０８を用いることによって、携
帯型通信端末１を充電器２に載置したまま通話することができるようになるので、便利で
ある。
【００６１】
また、携帯型通信端末１がインターネットへの接続機能を有している場合には、充電器２
の制御部２１１からの制御信号に応じて携帯型通信端末１の主制御部１０３がインターネ
ットへの接続を制御するようにしておけば、充電器２や遠隔操作装置３上での操作により
、充電器２に接続されている携帯型通信端末１を用いてインターネット上のコンテンツか
ら音楽の試聴やダウンロードなどを実行できるようになり、便利である。
【００６２】
また、上記実施形態では、遠隔装置３と充電器２との間での信号の伝送を赤外線を用いて
行うようになっていたが、電波を用いて行うようにしてもよいし、有線（ケーブル）を介
して行うようにしてもよい。
【００６３】
また、上記実施形態では、携帯型通信端末１と充電器２との間でのデータのやり取りを専
用の端子１００ａ、１００ｂ、２００ａ、及び、２００ｂを設けて行うようになっていた
が、やり取りするデータを充電用の電力線に重畳させることにより、携帯型通信端末１と
充電器２との間で各種のデータをやり取りする端子として充電用の端子である端子１００
ｇ、２００ｇを併用するようにして、端子数を削減することができる。また、携帯型通信
端末１と充電器２との間でのデータのやり取りを赤外線や電波を用いて行うようにしても
よい。
【００６４】
また、携帯型通信端末１の主制御部１０３が携帯型通信端末１の動作状態（記録媒体１０
９からデータを読み出し中、記録媒体１０９にデータを書き込み中など）を示す情報を充
電器２の制御部２１１に与えるようにして、充電器２の制御部２１１が充電器２の表示部
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２０２に携帯型通信端末１の動作状態を表示させるようにしてもよい。このようにしてお
けば、利用者が携帯型通信端末１の動作状態を容易に認識することができるようになり有
効である。
【００６５】
また、携帯型通信端末１の動作状態を示す情報を充電器２の制御部２１１が赤外線発光部
２０４により遠隔操作装置３に送信するとともに、遠隔操作装置３の制御部３０７が赤外
線受光部３０４により受信された携帯型通信端末１の動作状態を示す情報を表示部３０２
に表示させるようにしてもよい。このようにしておけば、利用者が携帯型通信端末１の動
作状態をより容易に認識することができるようになり有効である。
【００６６】
また、本実施形態のような多機能な充電器２は複数の異なる機種の携帯型通信端末１に共
用することが考えられる。この場合、機種によって携帯型通信端末１に内蔵されている二
次電池１１３の種類が異なり、充電器２側では充電電圧及び充電電流を接続された携帯型
通信端末１の機種に応じて調整する必要が生じる可能性がある。
【００６７】
そこで、携帯型通信端末１では、主制御部１０３が機種を示す情報（具体的には、充電電
圧及び充電電流をいくらにすればよいかを示す情報）を充電器２の制御部２１１に与える
とともに、この情報に基づいて、充電器２では、制御部２１１が電圧変換部２０５から携
帯型通信端末１にその二次電池１１３を充電するために出力される充電電圧及び充電電流
を調整するようにしてもよい。
【００６８】
尚、このように、携帯型通信端末１及び充電器２側で自動的に充電電圧及び充電電流を調
整するようにする代わりに、利用者が充電電圧及び充電電流を充電器２や遠隔操作装置３
から手動で設定することができるようにしておいてもよい。
【００６９】
また、記録媒体１０９の格納対象であるデータについては、上記実施形態では音声データ
となっていたが、静止画や動画の画像データであってもよく、上記実施形態に限定される
ものではない。例えば、記録媒体１０９の格納対象が画像データである場合には、携帯型
通信端末１で記録媒体１０９から読み出されて伝送されてくる画像データを外部に出力す
るための画像データ出力部、同画像データを表示して再生するためのデータ再生部（表示
部２０２で代用してもよい）の少なくとも１つを充電器２に備えておけばよい。
【００７０】
このようにすれば、利用者は、操作の不便さを感じることなく、記録媒体１０９から画像
を再生することができるようになるとともに、携帯型通信端末１で記録媒体１０９から読
み出された画像データを充電器２や充電器２に接続された外部の表示装置上で再生するこ
とによって携帯型通信端末１ではサイズ的な制約から実現できない高画質な画像を楽しむ
ことができる。
【００７１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の携帯型通信端末充電システムによれば、充電中の携帯型通
信端末を用いて記録媒体に格納されているデータを再生するためには、充電器あるいは遠
隔操作装置を操作すればよくなるので、携帯型通信端末を直に操作する必要はなくなる。
したがって、利用者は、操作の不便さを感じることなく、オーディオ機器を用いる場合な
どと同じ感覚で、充電中の携帯型通信端末を用いて記録媒体からのデータの再生を楽しむ
ことができるようになる。また、このような環境を作り出すにあたって利用者に強いられ
る作業は、携帯型通信端末を充電するために携帯型通信端末を充電器に接続するという携
帯型通信端末の利用者にとって必要不可欠な作業だけであり、利用者が煩雑さを感じるこ
とはない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態である携帯型通信端末充電システムの外観図である。
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【図２】　本発明の一実施形態である携帯型通信端末充電システムのブロック図である。
【符号の説明】
１　　携帯型通信端末
２　　充電器
３　　遠隔操作装置
１０１　　操作部
１０２　　表示部
１０３　　主制御部
１０４　　通話用マイク
１０５　　電話部
１０６　　無線部
１０７　　アンテナ
１０８　　通話用スピーカ
１０９　　記録媒体
１１０　　録音再生部
１１２　　充電部
１１３　　二次電池
１１４　　電源供給部
２０１　　操作部
２０２　　表示部
２０３　　赤外線受光部
２０４　　赤外線発光部
２０５　　電圧変換部
２０６　　電源プラグ
２０７　　通話用マイク
２０８　　通話用スピーカ
２０９　　アンプ
２１０　　再生用音声信号出力部
２１１　　制御部
３０１　　操作部
３０２　　表示部
３０３　　赤外線発光部
３０４　　赤外線受光部
３０５　　データ格納部
３０６　　記録媒体
３０７　　制御部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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