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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯可能な無線機本体に、外部との無線通信を行う無線通信手段を備えた携帯型通信端
末であって、
　前記無線機本体に、
　当該無線機本体に加わる加速度を検出し、所定の加速度信号を出力する加速度検出手段
と、
　前記加速度検出手段で検出，出力される加速度信号のうち、少なくとも一の加速度信号
を予め記憶する記憶手段と、
　前記加速度検出手段から出力される加速度信号と前記記憶手段に記憶された加速度信号
を照合し、両信号が一致する場合に、当該通信端末の所定の操作を制御する制御手段と、
　前記加速度検出手段をオン／オフする加速度検出モード切替え手段と、
　電話番号入力を行うための複数の数字を示す複数のキー・ボタンからなるキー入力部と
、を備え、
　前記加速度検出モード切替え手段として、前記キー入力部の複数のキー・ボタンの中か
らいずれか一のキー・ボタンが割り当てられ、当該加速度検出モード切替え手段として割
り当てられた一のキー・ボタンが押下されて前記加速度検出手段がオンされなければ、前
記所定の加速度信号が生成されないことを特徴とする加速度検出手段を備えた携帯型通信
端末。
【請求項２】
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　前記記憶手段が、前記加速度検出手段で検出，出力される加速度信号のうち、少なくと
も一の加速度信号をパスワード信号として予め記憶するとともに、
　前記制御手段が、前記加速度検出手段から出力される加速度信号と前記記憶手段に記憶
されたパスワード信号を照合し、両信号が一致する場合に、当該通信端末の使用を許可す
る請求項１記載の加速度検出手段を備えた携帯型通信端末。
【請求項３】
　前記記憶手段が、二以上の異なる加速度信号を一のパスワード信号として記憶するとと
もに、
　前記制御手段が、前記加速度検出手段から出力される二以上の異なる加速度信号と前記
記憶手段に記憶されたパスワード信号を照合し、両信号が一致する場合に、当該通信端末
の使用を許可する請求項２記載の加速度検出手段を備えた携帯型通信端末。
【請求項４】
　前記記憶手段が、前記加速度信号と他の入力信号とを一のパスワード信号として記憶す
るとともに、
　前記制御手段が、前記加速度検出手段から出力される加速度信号及び他の入力信号と前
記記憶手段に記憶されたパスワード信号を照合し、両信号が一致する場合に、当該通信端
末の使用を許可する請求項２又は３記載の加速度検出手段を備えた携帯型通信端末。
【請求項５】
　前記記憶手段に記憶される加速度検出信号が、任意に設定，変更可能な請求項1，２，
３又は４記載の加速度検出手段を備えた携帯型通信端末。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯可能な無線機本体に外部との通信手段を備えた、携帯電話，ＰＨＳ，ペー
ジャ等の携帯型通信端末に関し、特に、無線機本体を移動，振動させることにより発生す
る加速度信号を検出するとともに、当該加速度信号をパスワードとして使用する加速度検
出手段を備えることにより、複雑，高価な構造等を必要とすることなく、パスワードの入
力操作を簡易化しつつ、より安全性の高いパスワード機能を実現する携帯型通信端末に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、携帯可能な無線機本体に、外部との無線通信を行う無線通信手段を備えた携帯型通
信端末が広く普及している。
そして、特に最近では、このような携帯型通信端末の更なる利便性，商品性の向上を図る
観点から、通信端末本来の無線通信機能に加えて、種々の付加的機能を備えた多機能型の
携帯通信端末が提案されている。
ここで、多機能型携帯通信端末の付加機能の一つとして、当該通信端末の正当な使用者以
外の者による不正使用を防止するパスワード機能が知られている。
【０００３】
従来提案されている携帯型通信端末のパスワード機能は、使用者が無線機本体のキーやス
イッチを操作することによりパスワードが入力されると、入力されたパスワードが予め設
定されたパスワードと一致するか否かの照合，判定が行われ、両者が一致する場合にのみ
、当該通信端末が使用可能状態になるというものである。
【０００４】
図８は、従来のパスワード機能を備えた携帯型通信端末の構成を示すブロック図である。
同図に示すように、従来のパスワード機能を備えた携帯型通信端末は、無線機本体１１０
に送受信アンテナ１１１，無線部１１２，制御部１１３，記憶部１１４，マイク１１５，
スピーカ１１６，表示部１１７及びキー入力部１１８を備えている。
【０００５】
制御部１１３は、無線機各部の制御を行う制御手段となっており、無線部１１２及び送受
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信アンテナ１１１を通じた外部との無線信号の送受信処理や、マイク１１５及びスピーカ
１１６を介した音声と信号の変換処理、表示部１１７への所定のデータ，情報の表示処理
、キー入力部１１８からのデータの入力処理等を制御する。
そして、この制御部１１３の制御により、記憶部１１４に予め設定されたパスワードに基
づくパスワードの照合処理が行われる。
【０００６】
このパスワード照合処理は、使用者の操作によりキー入力部１１８から所定の文字，数字
，記号の組合せからなるパスワード（暗証番号）が入力されると、制御部１１３が、記憶
部１１４に予め設定，記憶されているパスワード信号を読み出し、入力され数字，文字等
の組合せが記憶部１１４に記憶されたパスワードと一致するか否かの照合を行うものであ
る。
【０００７】
そして、パスワードと入力信号が一致する場合には、正当な使用者による使用と判定され
、当該端末の使用が許可されて、当該端末は使用（通話，データの入出力等）可能な状態
に制御される。
一方、パスワードと入力信号が一致しない場合には、不正使用と判断され、当該端末は使
用不能状態が維持される。
【０００８】
このように、従来のパスワード機能を備えたパスワード機能を備えた携帯型通信端末では
、使用者がキー入力部１１８を操作して所定のパスワードを入力することにより、予め記
憶されたパスワードとの一致不一致が照合され、これによって正当な使用者による使用か
否かが判定，確認され、当該通信端末の使用の可否が決定されるようになっていた。
これにより、正当な使用者以外の、本来パスワードを知らない第三者等による通信端末の
不正使用が防止されることになっていた。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のパスワード機能付きの携帯型通信端末では、キー入力される数字や
文字の組合せからなるパスワードのみで正当な使用者か否かの判定がなされるようになっ
ていたため、安全性に一定の限界があった。
すなわち、数字等の連続からなるパスワードでは、その組合せが一定範囲に限定され、し
かも、一般的に使用者は記憶しやすい生年月日や電話番号等に基づく組合せを選択するこ
とが多いことから、不正使用者によるパスワードの推定，予測が可能となるという問題が
あった。
【００１０】
また、数字等の羅列からなるパスワードのみでは、キー入力部への入力操作が煩雑となる
とともに、パスワード入力のため、直ちに通信端末を使用することが困難となるという問
題も生じた。
例えば、緊急時などのように、最小限の操作で直ちに通信端末を使用したい場合でも、キ
ー入力部を操作してパスワードを入力する必要があり、パスワードの入力操作が困難だっ
たり、入力操作により端末の使用開始までに時間がかかるという問題が生じた。
【００１１】
ここで、このような従来の携帯型通信端末におけるパスワード機能の問題点を解消すべく
、例えば、特開平８－２２３２８１号公報では、パスワードとして使用者の声紋を使用す
る「携帯電話機」が提案されている。
しかし、この携帯電話機では、通常の無線通信手段に加えて、使用者の音声を入力，保持
するための音声変換手段や記憶手段、声紋の照合，判定を行うための声紋処理手段等が必
要であった。
このため、携帯電話機全体が大型化，複雑化，高価格化することとなり、特に近年の携帯
型端末に対する小型軽量化，低価格化の要請に対応できないおそれがあった。
【００１２】
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なお、これまで、端末装置に対してキー入力操作以外の方法で信号を入力し、一定の動作
を行わせる技術が提案されている。
例えば、特開平９－２６１２９９号公報では、端末装置を手で保持した状態で振り下ろす
ことにより着信に応答する「移動体通信用携帯端末装置」が、また、特開平１１－８８４
７５公報には、端末装置を叩くことにより着信音を停止する「携帯電話機」が、さらに、
特開平１１－３１３３６７号公報には、端末装置を傾けることによりモード（機能）切替
えを行うようにした「携帯通信端末装置」が、それぞれ開示されている。
【００１３】
しかし、これらの技術は、端末装置に振動や衝撃等を加えることで、単に、着信に対する
応答や着信音の停止といったある特定の動作を行わせるというもので、所定のパスワード
を入力したり、入力したパスワードを記憶し変更するといったことは行えず、上述したパ
スワード機能を備えた携帯型端末に対する問題点を解決し得るものではなかった。
【００１４】
本発明は、このような従来の技術が有する問題を解決するために提案されたものであり、
無線機本体を移動，振動させることにより発生する加速度信号を検出するとともに、当該
加速度信号をパスワードとして使用する加速度検出手段を備えることにより、複雑，高価
な構造等を必要とすることなく、パスワードの入力操作を簡易化しつつ、より安全性の高
いパスワード機能を実現することができる携帯型通信端末の提供を目的とする。
【００１５】
　上記目的を達成するため、本発明の加速度検出手段を備えた携帯型通信端末は、携帯可
能な無線機本体に、外部との無線通信を行う無線通信手段を備えた携帯型通信端末であっ
て、前記無線機本体に、当該無線機本体に加わる加速度を検出し、所定の加速度信号を出
力する加速度検出手段と、前記加速度検出手段で検出，出力される加速度信号のうち、少
なくとも一の加速度信号を予め記憶する記憶手段と、前記加速度検出手段から出力される
加速度信号と前記記憶手段に記憶された加速度信号を照合し、両信号が一致する場合に、
当該通信端末の所定の操作を制御する制御手段と、を備える構成としてある。
【００１６】
　より具体的には、本発明の加速度検出手段を備えた携帯型通信端末では、前記記憶手段
が、前記加速度検出手段で検出，出力される加速度信号のうち、少なくとも一の加速度信
号をパスワード信号として予め記憶するとともに、前記制御手段が、前記加速度検出手段
から出力される加速度信号と前記記憶手段に記憶されたパスワード信号を照合し、両信号
が一致する場合に、当該通信端末の使用を許可する構成としてある。
【００１７】
このような構成からなる本発明の加速度検出手段を備えた携帯型通信端末によれば、無線
機本体に加速度検出手段を備えることにより、無線機本体を移動，振動させることにより
発生する加速度信号を検出することができるとともに、この加速度信号を記憶，制御する
ことによりパスワードとして使用することができる。
【００１８】
これにより、無線機本体を所定の態様で移動，振動させるだけでパスワードを入力するこ
とができ、パスワードの入力操作を簡易化できるとともに、数字等の組合せのみのパスワ
ードと比較して、加速度を使用した複雑で予測不可能なパスワードを設定することができ
、きわめて安全性の高いパスワード機能を実現することが可能となる。
また、加速度検出手段は、圧電素子等の簡易な構成のみで実現することができるので、従
来端末が備えていたような複雑で高価な構造，装置等は不要となり、通信端末の小型軽量
化，低価格化の要請にも充分に対応することが可能となる。
【００１９】
　そして、本発明の加速度検出手段を備えた携帯型通信端末では、前記記憶手段が、二以
上の異なる加速度信号を一のパスワード信号として記憶するとともに、前記制御手段が、
前記加速度検出手段から出力される二以上の異なる加速度信号と前記記憶手段に記憶され
たパスワード信号を照合し、両信号が一致する場合に、当該通信端末の使用を許可する構
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成としてある。
【００２０】
　また、本発明の加速度検出手段を備えた携帯型通信端末では、前記記憶手段が、前記加
速度信号と他の入力信号とを一のパスワード信号として記憶するとともに、前記制御手段
が、前記加速度検出手段から出力される加速度信号及び他の入力信号と前記記憶手段に記
憶されたパスワード信号を照合し、両信号が一致する場合に、当該通信端末の使用を許可
する構成としてある。
【００２１】
　そして、本発明の加速度検出手段を備えた携帯型通信端末では、前記記憶手段に記憶さ
れる加速度検出信号が、任意に設定，変更可能な構成としてある。
【００２２】
このような構成からなる本発明の加速度検出手段を備えた携帯型通信端末によれば、パス
ワードを二以上の異なる加速度信号の組合せや加速度信号とキー入力信号等の組合せによ
り設定，使用することができ、さらに複雑で安全性の高いパスワード機能を実現できる。
しかも、制御部の制御により、パスワードを任意に設定，変更可能とすることができ、使
用者は任意の加速度信号やキー入力信号を用いて、随時パスワードの設定，変更が可能と
なり、より安全性，利便性の高いパスワード機能を提供することができる。
【００２３】
　さらに、本発明の加速度検出手段を備えた携帯型通信端末では、前記無線機本体に、前
記加速度検出手段をオン／オフする加速度検出モード切替え手段を備えた構成としてある
。
【００２４】
このような構成からなる本発明の加速度検出手段を備えた携帯型通信端末によれば、加速
度検出手段を任意にオン／オフする加速度検出モード切替え手段を備えることにより、パ
スワードの入力時等、加速度信号の検出，入力が必要な場合にのみ加速度検出手段をオン
にすることができ、それ以外の場合には加速度信号が検出されないようにすることができ
る。
これにより、加速度検出手段が不必要な加速度信号を検出することが一切なくなり、本発
明にかかる加速度検出手段を設けることによっても、誤動作の発生を確実に防止すること
ができ、より利便性，信頼性の高い携帯型通信端末を提供することができる。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の加速度検出手段を備えた携帯型通信端末の好ましい実施形態について、図
面を参照しつつ説明する。
［第一実施形態］
まず、図１～図４を参照して、本発明の加速度検出手段を備えた携帯型通信端末の第一実
施形態について説明する。
図１は、本発明の第一実施形態にかかる加速度検出手段を備えた携帯型通信端末の構成を
示すブロック図である。
図２は、本実施形態にかかる加速度検出手段を備えた携帯型通信端末の外観を示す斜視図
である。
図３は、本実施形態にかかる加速度検出手段を備えた携帯型通信端末において、パスワー
ドの設定操作を示すフローチャートである。
また、図４は、本実施形態にかかる加速度検出手段を備えた携帯型通信端末における、パ
スワードの照合操作を示すフローチャートである。
【００２６】
図１に示すように、本実施形態にかかる加速度検出手段を備えた携帯型通信端末は、携帯
可能な無線機本体に、外部との無線通信を行う無線通信手段を備えた、携帯電話，ＰＨＳ
，ページャ等の携帯型の通信手段として使用される携帯型通信端末である。
具体的には、携帯型通信端末は、無線機本体１０に、送受信アンテナ１１，無線部１２，
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制御部１３，記憶部１４，マイク１５，スピーカ１６，表示部１７，キー入力部１８及び
加速度センサー部２０が備えられている。
【００２７】
送受信アンテナ１１は無線部１２と接続されており、図１に示すように、この送受信アン
テナ１１及び無線部１２を通じて無線信号の送受信処理が行われるようになっている。
制御部１３は、本実施形態にかかる携帯型通信端末１０の各部の制御を行う制御手段であ
り、図示しない記憶手段や音声信号処理手段等、必要な構成を含んでいる。
そして、本実施形態では、この制御部１３によって、後述する加速度信号を使用したパス
ワードの設定処理及び照合処理が行われるようになっている。
【００２８】
記憶部１４は、携帯型通信端末１０に必要な所定のデータ，情報，プログラムを記憶する
記憶手段で、制御部１３の制御により、データ，情報の書込み及び読出しが行われるよう
になっている。
そして、本実施形態では、後述するように、加速度センサー部２０から入力される所定の
加速度信号が、パスワードとして記憶部１４に記憶されるようになっている。
【００２９】
マイク１５及びスピーカ１６は、制御部１３に接続されており、アンテナ２，無線部１２
及び制御部１３を介して受信された音声信号がＤ／Ａ変換され、スピーカ１６から音声と
して出力される。
また、マイク１５から入力された音声は、Ａ／Ｄ変換され、制御部１３，無線部１２及び
アンテナ２を介して相手先に送信される。
【００３０】
表示部（ディスプレイ）１７は、液晶表示画面（ＬＣＤ）等の表示手段からなり、電話番
号や相手先情報等の必要情報が文字，記号，図形等で表示されるようになっている。
従って、使用者は、この表示部１７の表示内容を確認することにより、必要な情報を得る
ことができ、各種データの入力，設定操作も、表示部１７の表示内容に従って誤りなく行
えるようになっている。
後述するパスワードの設定操作や照合処理結果についても、表示部１７に所定の情報が表
示されるようになっている。
【００３１】
キー入力部１８は、数字や文字，記号等を示す複数のキー・ボタンからなり、このキー入
力部１８を用いて入力動作を行うことにより、相手先電話番号の入力や発呼，受信動作、
記憶部１４への電話番号やスケジュール情報等の各種データの書き込み等、所望の無線機
機能の操作や情報入力を行うことができる。
後述するパスワードの入力，設定操作についても、キー入力部１８を操作することにより
随時行えるようになっている。
【００３２】
加速度センサー部２０は、無線機本体の移動や振動により発生する加速度を検出し、所定
の加速度信号を出力する加速度検出手段であり、本実施形態では、この加速度センサー部
２０によってパスワード信号の生成，入力が行われるようになっている。
この加速度センサー部２０は、図２に示すように、使用者が無線機本体を手で保持した状
態で所定の方向（図２に示す矢印方向）に振動，移動させることにより、加速度センサー
部２０が無線機本体の加速度を検出し、所定の加速度信号を出力するようになっている。
【００３３】
そして、この加速度センサー部２０で検出，生成された加速度信号は、制御部１３に出力
され、後述するように、制御部１３の制御により、パスワードの設定処理及び照合処理が
行われる。
すなわち、パスワードの設定処理の際には、所望の加速度信号が記憶部１４に記憶され、
パスワードとして設定されるとともに、パスワードの照合処理の際には、記憶部１４に記
憶，設定されたパスワードと、加速度センサー部２０から出力される加速度信号の照合が
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行われる。
【００３４】
ここで、加速度センサー部２０は、本実施形態では圧電素子を用いて構成してある。
圧電素子からなる加速度センサー部２０は、例えば、Ｘ軸方向に沿って圧電素子を配設す
ることにより、無線機本体がＸ軸方向に移動，振動すると、圧電素子が、その加速度を検
出して、所定の加速度信号波形として出力するようになっている。
なお、加速度センサー部２０には、必要に応じて、加速度信号波形を増幅するアンプや波
形を制御するフィルタを備えることもできる。
また、加速度センサー部２０は、無線機本体の移動，振動に伴う加速度を検出し、加速度
信号を生成，出力できるものであれば、本実施形態における圧電素子によるものの他、例
えば、ベアリングセンサー，ジャイロセンサー等、周知のセンサー手段を用いることも可
能である。
【００３５】
そして、この加速度センサー部２０を用いて設定，入力されるパスワードは、二以上の異
なる加速度信号の組合せや、加速度信号とキー入力信号等の組合せにより設定，使用でき
るようになっている。
すなわち、加速度センサー部２０で検出される二以上の異なる加速度信号を一つのパスワ
ードとして記憶部１４に設定（例えば、左右方向にゆっくり移動した後、上下方向に速く
振動するパスワード）したり、加速度センサー部２０からの加速度信号とともに、キー入
力部１８から入力される数字や文字，記号等の入力信号を一つのパスワードとして記憶部
１４に設定（例えば、左右に速く振動した後、４つの数字が入力されるパスワード）する
ことが可能である。
このように、パスワードを二以上の異なる加速度信号の組合せや加速度信号とキー入力信
号等の組合せにより設定，使用することで、より複雑で安全性の高いパスワード機能を実
現できる。
【００３６】
ここで、二以上の異なる加速度信号を生成，出力する加速度センサー部２０としては、例
えば、圧電素子をＸ軸，Ｙ軸（及びＺ軸）の二方向（三方向）に沿って配設することによ
り構成することができる。
これにより、無線機本体がＸ軸，Ｙ軸（及びＺ軸）の各方向に移動，振動されると、各圧
電素子によって異なる加速度が検出され、二以上の異なる加速度信号波形を出力すること
が可能となる。
【００３７】
そして、以上のようなパスワードの入力操作や設定操作は、後述するように、使用者が無
線機本体のキー入力部１８を操作し、無線機本体に加速度を加えることにより、随時、任
意のパスワードを生成，入力し、設定することができる。
すなわち、パスワードの設定操作は、使用者の判断により、随時行うことができ、任意の
パスワードを設定，変更できるようになっている。
このように、パスワードを任意に設定，変更可能とすることにより、使用者は任意の加速
度信号やキー入力信号を選択，採用して、いつでもパスワードの設定，変更が可能となり
、より安全性，利便性の高いパスワード機能が実現できることになる。
【００３８】
次に、以上のような構成からなる本実施形態の加速度検出手段を備えた携帯型通信端末に
おける、パスワードの設定操作方法について、図３を参照しつつ説明する。
まず、パスワードを設定する場合には、無線機本体の電源をオンにするとともに（Ｓ３０
１）、キー入力部１８を操作し、所定のパスワード入力モードにする（Ｓ３０２）。この
状態でパスワードの入力が可能となる。
この状態で、無線機本体が所定の方向に任意の速さや態様で移動，振動されると（例えば
、左右方向にゆっくり移動した後、上下方向に速く振動）、加速度センサー部２０が加速
度を検出し、所定の加速度信号が生成される（Ｓ３０３）。
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【００３９】
生成された加速度信号は制御部１３に出力され、当該加速度信号をパスワードとして設定
，登録する場合には（Ｓ３０４）、所定のキー操作等により、その加速度信号が記憶部１
４に記憶される（Ｓ３０５）。
なお、加速度センサー部２０からの加速度信号とともに、キー入力部１８から入力される
数字や文字等の入力信号をパスワードとして設定することも可能で（例えば、左右に速く
振動した後、４つの数字が入力されるパスワード）、その場合には、加速度信号の生成，
入力（Ｓ３０３）とともに数字や文字等をキー入力し、記憶部１４に記憶させる（Ｓ３０
５）。
【００４０】
これにより、パスワードが記憶部１４に記憶，設定され（Ｓ３０５）、その後は、パスワ
ードに変更がなければ（Ｓ３０６）、パスワードの設定操作は完了し、無線機本体の電源
がオフされて操作は終了となる。
パスワードに変更がある場合には（Ｓ３０６）、Ｓ３０３～Ｓ３０５の操作を繰り返すこ
とにより、すでに記憶されたパスワードを他の任意のパスワードに変更することができる
。
以上でパスワードの設定処理は完了する。
【００４１】
次に、以上のようにパスワードが設定された本実施形態の携帯型通信端末における、パス
ワードの照合操作について、図４を参照して説明する。
まず、無線機本体の電源をオンにすると（Ｓ４０１）、制御部１３の制御によってパスワ
ード照合モードとなり（Ｓ４０２）、パスワードの入力待機状態となる。
この状態で、無線機本体が移動，振動されると、加速度センサー部２０が加速度を検出し
、所定の加速度信号が生成され（Ｓ４０３）、生成された加速度信号が制御部１３に出力
される。
なお、加速度信号とともに、キー入力部１８からの入力信号がパスワードとして設定され
ている場合には、加速度信号の生成，入力とともに数字や文字等をキー入力し、制御部１
３に出力させる（Ｓ４０３）。
【００４２】
制御部１３は、加速度信号（及びキー入力信号）が入力されると、記憶部１４に予め設定
，記憶されているパスワード信号を読み出し、入力された加速度信号（及びキー入力信号
）と記憶部１４から読み出されたパスワード信号とが一致するか否かの照合を行う（Ｓ４
０４）。
そして、パスワードが一致する場合には（Ｓ４０５）、制御部１３は、正当な使用者によ
る使用とみなして当該端末の使用を許可し、端末を使用（通話，データの入出力等）可能
な状態に制御する（Ｓ４０６）。
従って、その後、使用者は携帯型通信端末１０を自由に使用することができ（Ｓ４０６）
、電源０ＦＦにより操作は終了する。
【００４３】
一方、パスワードが一致しない場合には（Ｓ４０５）、制御部１３は、不正使用と判断し
、端末を使用不能状態のまま維持する制御を行う（Ｓ４０８）。
従って、パスワードと一致しない加速度信号（及びキー入力信号）を入力した者は、携帯
型通信端末１０の使用ができないことになり（Ｓ４０８）、電源オフにより操作は終了す
る。
【００４４】
以上説明したように、本実施形態にかかる加速度検出手段を備えた携帯型通信端末によれ
ば、無線機本体に加速度センサー部２０を備えることにより、無線機本体を移動，振動さ
せることにより発生する加速度信号を検出することができるとともに、この加速度信号を
記憶，制御することによりパスワードとして使用することができる。
【００４５】
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これにより、無線機本体を所定の態様で移動，振動させるだけでパスワードを入力するこ
とができ、パスワードの入力操作を簡易化できるとともに、数字等の組合せのみのパスワ
ードと比較して、加速度を使用した複雑で予測不可能なパスワードを設定することができ
、きわめて安全性の高いパスワード機能を実現することが可能となる。
しかも、加速度センサー部２０は、圧電素子等の簡易な構成のみで実現することができる
ので、従来端末が備えていたような複雑で高価な構造，装置等は一切不要となり、通信端
末の小型軽量化，低価格化の要請にも充分に対応することが可能となる。
【００４６】
［第二実施形態］
次に、本発明の加速度検出手段を備えた携帯型通信端末の第二実施形態について、図５～
図７を参照しつつ説明する。
図５は、本発明の第二実施形態にかかる加速度検出手段を備えた携帯型通信端末の構成を
示すブロック図である。
図６は、本実施形態にかかる加速度検出手段を備えた携帯型通信端末において、パスワー
ドの設定操作を示すフローチャートである。
また、図７は、本実施形態にかかる加速度検出手段を備えた携帯型通信端末における、パ
スワードの照合操作を示すフローチャートである。
【００４７】
これらの図に示すように、本実施形態にかかる加速度検出手段を備えた携帯型通信端末は
、上述した第一実施形態の変形実施形態であり、第一実施形態で示した携帯型端末に、さ
らに、加速度検出手段（加速度センサー部２０）を任意にオン／オフできる加速度検出モ
ード切替え手段（加速度検出モードスイッチ２１）を追加したものである。
従って、その他の構成部分は、第一実施形態と同様となっており、同様の構成部分につい
ては、図中で第一実施形態と同一符号を付し、詳細な説明は省略する。
【００４８】
すなわち、本実施形態の携帯型通信端末１０は、無線機本体に、加速度センサー部２０を
任意にオン／オフする加速度検出モードスイッチ２１を備えている。具体的には、図５に
示すように、無線機本体内のキー入力部１８に備えられた複数のキーの中から、いずれか
一のキーを加速度検出モードスイッチ２１として割り当てるようにしてある。
そして、この加速度検出モードスイッチ２１が押下されることにより、加速度センサー部
２０のオン／オフが切り替えられるようになっている。
【００４９】
すなわち、加速度検出モードスイッチ２１が押下されて加速度センサー部２０がオンとな
ると、無線機本体の移動，振動が検出可能状態となり、加速度信号が検出，生成されると
、当該加速度信号が制御部１３に出力されることになる。
一方、加速度検出モードスイッチ２１が押下されて加速度センサー部２０がオフとなると
、無線機本体がどのように移動，振動されても、加速度は検出されず、従って加速度信号
も生成されない。
なお、この加速度検出モードスイッチ２１は、本実施形態ではキー入力部１８のいずれか
のキーを割り当てるようにしてあるが、これを別途専用のボタンやスイッチ，センサー等
を設けることにより構成することもできる。
【００５０】
次に、以上のような加速度検出モードスイッチ２１を備えた本実施形態の携帯型通信端末
における、パスワードの設定操作方法について、図６を参照しつつ説明する。
まず、パスワードを設定する場合には、無線機本体の電源をオンにし（Ｓ４０１）、キー
入力部１８を操作してパスワード入力モードにする（Ｓ４０２）。
次に、加速度検出モードスイッチ２１を操作して加速度センサー部２０をオン（加速度検
出モード）にする（Ｓ６０３）。
この状態で、無線機本体を移動，振動させると、加速度センサー部２０が加速度を検出し
、所定の加速度信号が生成され（Ｓ３０３）、当該加速度信号が制御部１３に出力される
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。
なお、ステップ６０３で加速度検出モード（加速度センサー部２０のオン）が選択されな
い場合には、加速度信号を用いたパスワード設定を行うことができない。
【００５１】
制御部１３に入力された加速度信号をパスワードとして設定する場合には（Ｓ６０５）、
所定のキー操作等により当該加速度信号が記憶部１４に登録される（Ｓ６０６）。
ここで、第一実施形態の場合と同様、加速度センサー部２０からの加速度信号とともに、
キー入力部１８から入力される数字や文字等の入力信号をパスワードとして設定すること
ができることは言うまでもない。
【００５２】
記憶部１４にパスワードが設定されると、その後パスワードに変更がない場合には（Ｓ６
０７）、加速度検出モードスイッチ２１を操作して加速度センサー部２０をオフ（Ｓ６０
８）にし加速度を検出してないようにする。その後、無線機本体の電源がオフされて操作
は終了となる。
なお、このとき加速度検出モードスイッチ２１を操作して加速度センサー部２０をオンに
しておくことも可能である（Ｓ６０８）
パスワードに変更がある場合には（Ｓ６０７）、Ｓ６０４～Ｓ６０６の操作を繰り返すこ
とにより、パスワードを変更することができる。
以上でパスワードの設定処理が完了する。
【００５３】
次に、以上のようにパスワードが設定された本実施形態の携帯型通信端末における、パス
ワードの照合操作について、図７を参照して説明する。
まず、無線機本体の電源をオンにすると（Ｓ７０１）、制御部１３の制御によってパスワ
ード照合モードとなり（Ｓ７０２）、パスワードの入力待機状態となる。
次に、加速度検出モードスイッチ２１を操作して加速度センサー部２０をオン（加速度検
出モード）にする（Ｓ７０３）。
この状態で、無線機本体を移動，振動させると、加速度センサー部２０により加速度が検
出され、所定の加速度信号が生成されて（Ｓ７０４）、当該信号が制御部１３に出力され
る。
【００５４】
一方、ステップ７０３で加速度検出モード（加速度センサー部２０のオン）が選択されな
い場合には、加速度信号を用いたパスワードの入力は行えない。
従って、この状態では、加速度センサー部２０がオフの状態で着信待受け状態となるとと
もに、無線機本体がどのように移動，振動されても加速度は検出されず、加速度信号は一
切生成されないことになる。
【００５５】
加速度センサー部２０がオンにされた状態で、無線機本体が移動，振動されると、加速度
センサー部２０が加速度を検出し、所定の加速度信号が生成されて制御部１３に出力され
（Ｓ７０４）、パスワードの照合処理が行われる。
制御部１３は、記憶部１４に予め設定されたパスワード信号を読み出し、入力された加速
度信号と一致するか否かの照合を行う（Ｓ７０５）。
照合の結果、パスワードが一致する場合には（Ｓ７０６）、制御部１３は、端末を使用可
能な状態に制御し（Ｓ７０７）、パスワードが一致しない場合には（Ｓ７０６）、制御部
１３は、端末を使用不能状態のまま維持する（Ｓ７１０）。
【００５６】
その後は、加速度検出モードスイッチ２１を操作して加速度センサー部２０をオフにする
ことにより（Ｓ７０８）、無線機本体がどのように移動，振動されても加速度が検出され
ず、加速度信号が一切生成されないようにすることができる。
なお、このとき加速度検出モードスイッチ２１を操作して加速度センサー部２０をオンに
しておくことも可能である（Ｓ７０８）。
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その後、無線機本体の電源がオフされて操作は終了となる。
【００５７】
以上説明したように、本実施形態にかかる加速度検出手段を備えた携帯型通信端末によれ
ば、加速度センサー部２０を任意にオン／オフする加速度検出モードスイッチ２１を備え
ることにより、パスワード入力等、加速度信号の検出，入力が必要な場合にのみ加速度セ
ンサー部２０をオンにし、それ以外の場合にオフにしておくことができる。
これにより、加速度センサー部２０が、着信待受け状態等において不必要な加速度信号を
検出することを確実に防止することができ、加速度センサー部２０を設けることによって
も、誤動作が発生することが一切なく、より利便性，信頼性の高い携帯型通信端末を実現
することが可能となる。
【００５８】
なお、本発明の加速度検出手段を備えた携帯型通信端末は、上述した実施形態にのみ限定
されるものではなく、本発明の要旨の範囲で種々の変更実施が可能であることは言うまで
もない。
例えば、上述した実施形態では、加速度検出手段で検出，生成される加速度信号を、パス
ワード信号としてのみ使用していたが、これをパスワード以外の制御信号，駆動信号とし
て用いることも勿論可能である。
【００５９】
すなわち、所定の加速度信号を記憶部に記憶させ、当該信号を、例えば通信端末の発呼信
号や着信応答信号，機能切替え信号等として用いることもできる。
これにより、無線機本体を所定の態様で移動，振動させるだけで、端末の発呼動作や応答
動作を行えるようになる。
特に、本発明では、加速度信号を記憶部に記憶，設定できるようにしてあるので、複数の
加速度信号を記憶，設定することで、異なる態様で無線機本体を移動，振動させることで
、異なる動作を行わせることができ、より多様で利便性の高い携帯型通信端末を提供する
ことが可能となる。
【００６０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の加速度検出手段を備えた携帯型通信端末によれば、無線機
本体を移動，振動させることにより発生する加速度信号を検出するとともに、当該加速度
信号をパスワードとして使用する加速度検出手段を備えることにより、複雑，高価な構造
等を必要とすることなく、パスワードの入力操作を簡易化しつつ、より安全性の高いパス
ワード機能を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第一実施形態にかかる加速度検出手段を備えた携帯型通信端末の構成を
示すブロック図である。
【図２】本発明の第一実施形態にかかる加速度検出手段を備えた携帯型通信端末の外観を
示す斜視図である。
【図３】本発明の第一実施形態にかかる加速度検出手段を備えた携帯型通信端末において
、パスワードの設定操作を示すフローチャートである。
【図４】本発明の第一実施形態にかかる加速度検出手段を備えた携帯型通信端末における
、パスワードの照合操作を示すフローチャートである。
【図５】本発明の第二実施形態にかかる加速度検出手段を備えた携帯型通信端末の構成を
示すブロック図である。
【図６】本発明の第二実施形態にかかる加速度検出手段を備えた携帯型通信端末において
、パスワードの設定操作を示すフローチャートである。
【図７】本発明の第二実施形態にかかる加速度検出手段を備えた携帯型通信端末における
、パスワードの照合操作を示すフローチャートである。
【図８】従来のパスワード機能を備えた携帯型通信端末の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
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１０　無線機本体
１１　送受信アンテナ
１２　無線部
１３　制御部
１４　記憶部
１５　マイク
１６　スピーカ
１７　表示部
１８　キー入力部
２０　加速度センサー部
２１　加速度検出モードスイッチ

【図１】 【図２】
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