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(57)【要約】
本発明は、ユーザが行ったモーションに応じて、予め定
められた機能を実行するための方法及び装置に関する。
典型的な実施形態において、予め定められた機能を実行
する工程は、ランダムチャンスゲームを実行する工程、
着呼に応答する工程、呼を終了させる工程、ユーザが指
定した受信者に対して呼を開始する工程、無線通信装置
の電力を上げる工程、無線通信装置に関連する所望の操
作モード又は機能を起動する工程などを含む。また、他
の典型的な実施形態において、無線通信装置（１００）
は、検出されたモーションの１以上の特徴を判断し、判
断した特徴に基づいて特定の機能を実行してもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信装置（１００）を操作する方法であって、
　前記無線通信装置（１００）に関連してユーザが行ったモーションを検出する工程と、
　前記モーションの検出に応じて、予め選択された機能を実行する工程と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記検出されたモーションに関連する１以上の特徴を決定する工程をさらに含むことを
特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１以上の特徴に基づいて前記ユーザが割り当てる機能を選択する工程をさらに含む
ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記予め選択された機能を実行する工程は、
　前記モーションの検出に応じて可能性のある結果の集合からある結果を無作為に選択す
る工程と、
　前記選択された結果を前記無線通信装置（１００）に関連するディスプレイ（１１４）
上に表示する工程と
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記予め選択された機能を実行する工程は、
前記モーションの検出に応じて、着呼に応答する工程又は呼を終了させる工程を含むこと
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記予め選択された機能を実行する工程は、前記モーションを検出する工程に応じてユ
ーザが選択した受信者に対して呼を開始する工程を含むことを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項７】
　前記予め選択された機能を実行する工程は、前記モーションの検出に応じて前記無線通
信装置（１００）に関連する１以上の照明装置を起動する工程を含むことを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記予め選択された機能を実行する工程は、前記モーションの検出に応じて前記無線通
信装置（１００）の電力を上げる工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記予め選択された機能を実行する工程は、前記モーションの検出に応じて前記無線通
信装置（１００）に関連するカメラ（１３０）を使用可能にする工程を含むことを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　無線通信装置（１００）を操作する方法であって、
　前記無線通信装置（１００）に関連してユーザが行ったモーションを検出する工程と、
　前記検出されたモーションの１以上の特徴を決定する工程と、
　前記１以上の特徴に基づいて予め定められた機能の集合の１つを選択する工程と、
　前記選択された予め定められた機能を実行する工程と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　前記１以上の特徴は、楕円形の特徴と、線形の特徴と、方向の特徴との中で１以上の特
徴を含むことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記予め定められた機能の集合は、ゲーム機能の集合、通信機能の集合、及びモード機
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能の集合の少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　無線通信装置（１００）を操作する方法であって、
　前記無線通信装置（１００）に関連してユーザが行ったモーションを検出する工程と、
　前記モーションの検出に応じて可能性のある結果の集合からある結果を無作為に選択す
る工程と、
　前記選択された結果を前記無線通信装置（１００）に関連するディスプレイ（１１４）
上に表示する工程と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　前記結果を無作為に選択する工程は、可能性のある賽又はさいころの結果の集合から、
ある賽又はさいころの結果を無作為に選択する工程を含み、
　前記選択された結果を表示する工程は、前記選択された賽又はさいころの結果を表示す
る工程を含むことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記賽又はさいころの結果を無作為に選択する工程は、可能性のある、数字で示した賽
又はさいころの結果の集合から、数字で示した賽又はさいころの結果を無作為に選択する
工程を含むことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記賽又はさいころの結果を無作為に選択する工程は、可能性のある、アルファベット
で示した賽又はさいころの結果の集合から、アルファベットで示した賽又はさいころの結
果を無作為に選択する工程を含むことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記結果を無作為に選択する工程は、可能性のある応答の集合からある応答を無作為に
選択する工程を含み、
　前記選択された結果を表示する工程は、前記選択された応答を表示する工程を含むこと
を特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記結果を無作為に選択する工程は、可能性のあるトランプのカードの集合から１枚以
上のトランプのカードを無作為に選択する工程を含み、
　前記選択された結果を表示する工程は、前記選択されたトランプのカードを表示する工
程を含むことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　前記モーションは、ユーザが行った振動モーションを含むことを特徴とする請求項１３
に記載の方法。
【請求項２０】
　移動局（１００）を操作する方法であって、
　前記移動局（１００）に関連してユーザが行ったモーションを検出する工程と、
　前記モーションの検出に応じて、ユーザが選択した受信者に対して呼を開始する工程、
着呼に応答する工程、又は呼を終了させる工程の何れか１つを実行する工程と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２１】
　前記モーションの検出に応じて、パケットデータの送信を開始する工程をさらに含むこ
とを特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　無線通信装置（１００）においてモーション信号を生成する方法であって、
　前記無線通信装置（１００）に関連してユーザが行ったモーションに応じて、振動回路
（１２６）において出力電気信号を生成する工程と、
前記モーションを検出するために前記生成された出力電気信号を処理する工程と
を含み、
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　前記生成された出力電気信号は、前記無線通信装置（１００）のモーションに直接関連
することを特徴とする方法。
【請求項２３】
　無線通信装置（１００）であって、
　ユーザが行ったモーションを検出するためのモーションセンサ（１２０）と、
　前記検出されたモーションに応じて、前記検出されたモーションに関連する予め選択さ
れた機能を実行するための機能プロセッサ（１５０）と
を備えていることを特徴とする無線通信装置。
【請求項２４】
　前記機能プロセッサ（１５０）は、前記検出されたモーションに応じて着呼に応答する
か又は呼を終了させるための通信プロセッサ（１５２）を備えることを特徴とする請求項
２３に記載の無線通信装置。
【請求項２５】
　前記機能プロセッサ（１５０）は、前記検出されたモーションに応じて、可能性のある
結果の集合からある結果を無作為に選択するためのゲームプロセッサ（１６０）を備える
ことを特徴とする請求項２３に記載の無線通信装置。
【請求項２６】
　前記選択された結果を表示するためのディスプレイ（１１４）をさらに備えることを特
徴とする請求項２５に記載の無線通信装置。
【請求項２７】
　前記機能プロセッサ（１５０）は、前記検出されたモーションに応じて前記無線通信装
置（１００）をユーザが割り当てたモードにするためのモードプロセッサ（１５８）を備
えることを特徴とする請求項２３に記載の無線通信装置。
【請求項２８】
　カメラ（１３０）をさらに備え、
　前記モードプロセッサ（１５８）は、前記検出されたモーションに応じて前記カメラ（
１３０）を使用可能にすることを特徴とする請求項２７に記載の無線通信装置。
【請求項２９】
　前記機能プロセッサ（１５０）は、前記検出されたモーションに応じて前記無線通信装
置（１００）の電力を上げるための電力プロセッサ（１５４）を備えることを特徴とする
請求項２３に記載の無線通信装置。
【請求項３０】
　前記検出されたモーションに関連する１以上の特徴を判断するためのモーションプロセ
ッサ（１４２）をさらに備えることを特徴とする請求項２３に記載の無線通信装置。
【請求項３１】
　前記１以上の特徴が１以上の方向の特徴を含み、
　前記モーションプロセッサ（１４２）は、前記検出されたモーションに関連する前記１
以上の方向の特徴を判断するための方向プロセッサ（１４４）を備えることを特徴とする
請求項３０に記載の無線通信装置。
【請求項３２】
　前記検出されたモーションに関連する１以上の可能性のある特徴の各々についてユーザ
が割り当てた機能を記憶するためのメモリ回路（１０６）をさらに備えることを特徴とす
る請求項３０に記載の無線通信装置。
【請求項３３】
　前記モーションセンサ（１２０）は、カメラ（１３０）、慣性スイッチ（１２４）、振
動回路（１２６）及び加速度計（１２２）の少なくとも１つを備えることを特徴とする請
求項２３に記載の無線通信装置。
【請求項３４】
　無線通信装置（１００）であって、
　前記無線通信装置（１００）に関連してユーザが行ったモーションを検出するためのモ
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ーションセンサ（１２０）と、
　前記検出されたモーションの１以上の特徴を判断するためのモーションプロセッサ（１
４２）と、
　前記判断された特徴に基づいて機能を実行する機能プロセッサ（１５０）と
を備えることを特徴とする無線通信装置。
【請求項３５】
　前記機能プロセッサ（１５０）は、前記判断された特徴に基づいて可能性のある結果の
集合から、ある結果を無作為に選択するためのゲームプロセッサ（１６０）を備えること
を特徴とする請求項３４に記載の無線通信装置。
【請求項３６】
　前記機能プロセッサ（１５０）は、前記判断された特徴に基づいて着呼に応答するか又
は呼を終了させるための通信プロセッサ（１５２）を備えることを特徴とする請求項３４
に記載の無線通信装置。
【請求項３７】
　前記機能プロセッサ（１５０）は、前記判断された特徴に基づいて前記無線通信装置を
ユーザが定義したモードで構成するモードプロセッサ（１５８）を備えることを特徴とす
る請求項３４に記載の無線通信装置。
【請求項３８】
　１以上の照明装置をさらに備え、
　前記機能プロセッサ（１５０）は、前記判断された特徴に基づいて１以上の前記照明装
置を起動するための光プロセッサ（１５６）を備えることを特徴とする請求項３４に記載
の無線通信装置。
【請求項３９】
　前記モーションセンサ（１２０）は、カメラ（１３０）、加速度計（１２２）、振動回
路（１２６）、及び慣性スイッチ（１２４）の少なくとも１つを備えることを特徴とする
請求項３４に記載の無線通信装置。
【請求項４０】
　無線通信装置（１００）であって、
　前記無線通信装置に関連してユーザが行ったモーションを検出するためのモーションセ
ンサ（１２０）と、
　前記検出されたモーションに応じて可能性のある結果の集合から、ある結果を無作為に
選択するためのゲームプロセッサ（１６０）と、
　前記選択された結果を表示するためのディスプレイ（１１４）と
を備えることを特徴とする無線通信装置。
【請求項４１】
　前記ゲームプロセッサ（１６０）は、前記検出されたモーションに応じて可能性のある
賽又はさいころの結果の集合から、ある賽又はさいころの結果を無作為に選択するための
さいころプロセッサ（１６２）を備えることを特徴とする請求項４０に記載の無線通信装
置。
【請求項４２】
　前記さいころプロセッサ（１６２）は、可能性のある、数字で示した賽又はさいころの
結果の集合から、数字で示した賽又はさいころの結果を無作為に選択することを特徴とす
る請求項４１に記載の無線通信装置。
【請求項４３】
　前記さいころプロセッサ（１６２）は、可能性のある、アルファベットで示した賽又は
さいころの結果の集合から、アルファベットで示した賽又はさいころの結果を無作為に選
択することを特徴とする請求項４１に記載の無線通信装置。
【請求項４４】
　前記ゲームプロセッサ（１６０）は、前記検出されたモーションに応じて可能性のある
応答の集合から、ある応答を無作為に選択するための占いプロセッサ（１６６）を備える
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ことを特徴とする請求項４０に記載の無線通信装置。
【請求項４５】
　前記ゲームプロセッサ（１６０）は、前記検出されたモーションに応じて可能性のある
カードの集合から、１枚以上のカードを無作為に選択するためのカードプロセッサ（１６
４）を備えることを特徴とする請求項４０に記載の無線通信装置。
【請求項４６】
　移動局（１００）であって、
　前記移動局（１００）に関連してユーザが行ったモーションを検出するためのモーショ
ンセンサ（１２０）と、
　前記検出されたユーザが行ったモーションに応じて、ユーザが選択した受信者に対して
呼を開始する工程、呼を受信する工程、及び呼を終了させる工程の少なくとも１つを実行
するための通信プロセッサ（１５２）と
を備えることを特徴とする移動局。
【請求項４７】
　前記通信プロセッサ（１５２）は、前記検出されたモーションに応じて、パケットデー
タの転送を開始することを特徴とする請求項４６に記載の移動局。
【請求項４８】
　無線通信装置（１００）におけるモーションセンサ（１２０）であって、
　前記無線通信装置（１００）に関連してユーザが行ったモーションに応じて、出力電気
信号を生成するための振動回路（１２６）と、
　前記出力電気信号に基づいて前記モーションを検出するためのプロセッサ（１４２）と
を備え、
　前記出力電気信号は、前記モーションに直接関係していることを特徴とするモーション
センサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、無線通信装置とのインタフェースの構築に関し、詳細には、モーシ
ョン・ベースのユーザインタフェースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のセルラー電話機は、ユーザとセルラー電話機間のインタフェースを実現するため
に、例えば、キーパッド、ジョイスティック、コントロールボタン等の多様な入力手段を
有する。例えば、ユーザはセルラー電話機の電源を入れるためにボタンを押す。さらに、
ユーザは指定された受信者との呼を開始したり、呼を終了させたり、着呼に応答するため
、「送信」又は「通話」ボタンを押すこともある。さらにまた、ユーザは、メニューをナ
ビゲート（操作）するため入力手段を使用したり、セルラー電話機に関連する選択された
機能を実行するため命令を入力してもよい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、従来の入力手段は、多くの場合、扱いにくいか、又は、不便であるか、その両
方である。例えば、セルラー電話機でゲームをしているユーザは、ゲームを開始するため
に、又は、ゲームをリセットするために、多くの場合、一連のメニューから操作する必要
がある。さらに、従来の入力手段は、一定の環境下で使用されるとき、安全面に危険要素
をもたらすことがある。例えば、高速道路を運転中のドライバーが着呼に応答するために
は、一般に、呼に応答するための適切なコントロールボタンを見つけるために道路から目
をそらす必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
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　本発明は、ユーザが行ったモーションの検出に応じて予め定められた機能を実行する方
法及び装置を備えている。典型的な一実施形態において、無線通信装置は、モーションの
検出に応じて、ユーザが指定した機能を実行する。他の一実施形態において、無線通信装
置は、検出されたモーションの１以上の特徴を判断し、判断された特徴に基づいて予め定
められた機能を選択し、選択された機能を実行してもよい。
【０００５】
　本発明の予め定められた機能は、通信機能、無線通信装置機能、ゲーム機能の少なくと
も１つを含む。例えば、前記予め定められた機能が通信機能を含むとき、無線通信装置は
、モーションの検出に応じて、ユーザが指定した受信者に対して呼を開始（発呼）したり
、呼に応答したり、呼を終了させたりしてもよい。或いは、前記予め定められた機能がゲ
ーム機能を含むとき、無線通信装置は、モーションの検出に応じて、可能性のある結果の
集合からある結果を無作為に選択してもよい。選択された結果は、その後、無線通信装置
に関連するディスプレイ上に表示されてもよい。
【０００６】
　本発明の典型的な無線通信装置は、モーションセンサと機能プロセッサとを備える。典
型的な一実施形態によれば、機能プロセッサは、検出されたモーションに応じた、可能性
のある結果の集合からある結果を無作為に選択するゲームプロセッサを備える。無線通信
装置と関連するあるディスプレイが、選択された結果を表示する。さらに他の典型的な実
施形態によれば、機能プロセッサは、検出されたモーションに応じてユーザが指定した受
信者に対して呼を開始したり、着呼に応答したり、又は呼を終了させたりする通信プロセ
ッサを備える。
【０００７】
　本発明によれば、モーションセンサは、無線通信装置に関連してユーザが行ったモーシ
ョンを検出する。検出されたモーションに応じて、機能プロセッサは予め定められた機能
を実行する。他の典型的な実施形態によれば、無線通信装置はまた、検出されたモーショ
ンについての１以上の特徴を判断（決定）するためのモーションプロセッサを有する。そ
の特徴に基づいて、機能プロセッサは予め定められた機能を実行する。
【０００８】
　典型的な一実施形態によれば、モーションプロセッサは振動回路とプロセッサとを備え
てもよい。振動回路は、無線通信装置に加えられたモーションに応じて、出力電気信号、
例えば出力電流又は出力電圧を生成する。出力電気信号に基づいて、プロセッサはモーシ
ョンを検出する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明は、ユーザが行ったモーションに応じて自動的にある機能を実行するための無線
通信装置及び対応する方法について記載する。本明細書で用いられている用語「無線通信
装置」には、マルチライン表示装置を搭載又は未搭載のセルラー無線電話機、パーソナル
・コミュニケーション・システム（ＰＣＳ）端末、携帯情報端末（ＰＤＡ）、従来のラッ
プトップ及び手のひらサイズの受信機の少なくとも１つ、又は、無線電話のトランシーバ
を含むその他の電気機器又は移動局が含まれてもよい。ここで、パーソナル・コミュニケ
ーション・システム（ＰＣＳ）端末は、携帯無線電話機をデータ処理、ファクシミリ及び
データ通信機能と結合されてもよい。また、携帯情報端末（ＰＤＡ）は、無線電話機能、
ポケベル、インターネット／イントラネットアクセス、ウェブブラウザ、オーガナイザ、
カレンダ及びグローバル・ポジショニング・システムの受信機の少なくとも１つを含んで
もよい。
【００１０】
　図１は、本発明の１以上の実施形態による無線通信装置１００の一例を示す図である。
無線通信装置１００は、トランシーバ１０２、アンテナ１０４、メモリ１０６、音声プロ
セッサ１０８、ユーザインタフェース１１０、及び、システムプロセッサ１４０を備える
。トランシーバ１０２は、無線信号を送受信するためアンテナ１０４に接続されている。
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トランシーバ１０２は、完全に機能するセルラー無線のトランシーバである。このトラン
シーバ１０２は、一般にグローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーション
ズ（ＧＳＭ）、ＴＩＡ／ＥＩＡ－１３６、ｃｄｍａＯｎｅ、ｃｄｍａ２０００、ＵＭＴＳ
、広帯域（ワイドバンド）ＣＤＭＡとして知られる各標準規格を含めて、任意の既知の標
準規格によって動作してもよい。さらに、トランシーバ１０２は、トランシーバ１０２が
送受信する信号を処理するためのベースバンド処理回路を含んでもよい。或いは、ベース
バンド処理回路はシステムプロセッサ１４０の中に組み込まれてもよい。
【００１１】
　ユーザインタフェース１１０は、１以上のユーザ入力装置１１２、ディスプレイ１１４
、マイクロフォン１１６、及びスピーカ１１８を備え、ユーザが無線通信装置１００と対
話したり、制御することを可能にする。ユーザ入力装置１１２は、キーパッド、タッチパ
ッド、ジョイスティック制御ダイヤル、制御ボタン、その他の入力装置の何れか又はその
組み合わせを含んでもよい。ユーザ音声入力を受信するために、音声認識システムが含ま
れてもよい。ユーザ入力装置１１２によって操作者は、番号をダイヤルしたり、コマンド
を入力したり、ディスプレイ１１４上でユーザに提示されたメニューやメニュー項目をス
クロールして選択したりすることができる。ディスプレイ１１４によって、操作者は情報
、例えばメニューやメニュー項目、ダイヤルされた数字、画像、呼のステータス情報及び
ユーザ機器からの出力を視認することが可能となる。
【００１２】
　マイクロフォン１１６は、ユーザからの音声入力を受信する。一方、スピーカ１１８は
可聴音をユーザに伝える。特に、マイクロフォン１１６は、検出された発話及びその他の
可聴信号を電気的な音声信号に変換する。一方、スピーカ１１８はアナログ音声信号を、
ユーザに聞こえる可聴信号へ変換する。音声プロセッサ１０８はマイクロフォン１１６か
らのアナログ音声入力を受信して、基本的なアナログ出力信号をスピーカ１１８に提供す
る。
【００１３】
　上述の装置に加えて、ユーザインタフェース１１０は、モーション検出器１２０を備え
る。以下でさらに記載するように、モーション検出器１２０は、無線通信装置１００と関
連する、ユーザが行ったモーション（動き、動作、運動）を検出する。
【００１４】
　システムプロセッサ１４０は、メモリ１０６に記憶されたプログラムに従って無線通信
装置１００の全体的な動作を制御する工程を含み、各種の処理タスクを行う。メモリ１０
６は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）とリードオンリーメモリ（ＲＯＭ）との両方を
含む。無線通信装置１００の動作に必要なコンピュータプログラム命令とデータとは、例
えばＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、及びフラッシュメモリの少なくとも１つのような不揮発
性メモリ内に記憶されるが、それらはディスクリートデバイス又はスタックされたデバイ
スとして実装されてもよいし、システムプロセッサ１４０と一体化されてもよい。
【００１５】
　システムプロセッサ１４０は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又はそ
れらの組み合わせとして実装されてもよく、単一のマイクロプロセッサ、又は複数のマイ
クロプロセッサを備えてもよい。マイクロプロセッサは、汎用マイクロプロセッサ、デジ
タル信号プロセッサ、又はその他の特定用途プロセッサであってもよい。システムプロセ
ッサ１４０によって行われる機能には、信号処理、画像処理、及び、無線通信装置１００
の全体的な動作の制御が含まれてもよい。本発明によれば、以下により詳細に記載するよ
うに、信号プロセッサ１４０は、機能プロセッサ１５０を有しており、また任意でモーシ
ョンプロセッサ１４２を有してもよい。
【００１６】
　図２に示すように、典型的な一実施形態によれば、機能プロセッサ１５０はモーション
検出器１２０が無線通信装置１００に関連するモーションを検出するのを待つ（ブロック
２００）。モーションが検出されると、機能プロセッサ１５０は検出されたモーションに
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関連する予め定められた機能を実行する（ブロック２１０）。
【００１７】
　一実施形態において、予め定められた機能は、例えばランダムチャンスゲームのような
ゲームを備える。図３Ａと３Ｂは、機能プロセッサ１５０によって実行されてもよい典型
的なゲームの一例を示す。図示された実施形態において、ゲームはＭａｇｉｃ８Ｂａｌｌ
（登録商標）ゲームのような、無作為の問答タイプのゲームである。図３Ａに示すように
、ユーザが無線通信装置１００に対してモーションを加える。それに応じて、図３Ｂに示
すように、機能プロセッサ１５０によって無作為に選択された応答（Without a doubt）
をディスプレイ１１４が表示する。
【００１８】
　本発明は図３Ａ及び３Ｂに図示した無作為の問答ゲームに限定されるわけではなく、他
の無作為のチャンスゲームにも同様に適用されうることは、理解すべきであろう。例えば
、図４Ａ及び４Ｂに示すように、ユーザは、トランプゲームをするため、無線通信装置１
００に対してモーションを加えてもよい。検出されたモーションに応じて、ディスプレイ
１１４は、ブラックジャック、ソリティア、ポーカー、ブリッジ、ピノクル等の所望のト
ランプゲームに従って機能プロセッサ１５０が無作為に選択した１枚以上のトランプのカ
ードを表示する。或いは、ユーザは、図５Ａに示すように、無線通信装置１００に対して
モーションを加えることによってさいころを振るのをシミュレートしてもよい。ユーザが
行ったモーションに応じて、ディスプレイ１１４は、図５Ｂに示すように、機能プロセッ
サ１５０が無作為に選択したさいころの結果を数字で表示する。さらに他の実施形態にお
いて、さいころは数字の代わりにアルファベット文字を表示してもよい。例えば、ユーザ
は言葉ゲーム、例えばＢｏｇｇｌｅ（登録商標）で遊ぶため、アルファベットの「ｄｉｃ
ｅ」を使用してもよい。図６Ａ及び６Ｂに示すように、無線通信装置１００にモーション
を加えると、その結果として、新しいＢｏｇｇｌｅ（登録商標）ゲームボードが無作為に
生成され、その場合、ディスプレイ１１４は結果としてのゲームボードを表示する。いず
れにしても、無線通信装置１００にモーションを加える工程に応じて、機能プロセッサ１
５０は所望のゲームに基づいて、可能性のある結果の集合から１つの結果を無作為に選択
する。さらに理解されるはずだが、ゲームを開始する工程、すなわち最初にさいころを振
る工程に加えて、図５Ａから５Ｂに示すように、無線通信装置１００にモーションを加え
る工程によって、ゲームをリセット、即ち、さいころをもう一度振るようにしてもよい。
【００１９】
　所望のゲームを実行するため、機能プロセッサ１５０は所望のゲームに関連するメモリ
１０６からの命令を検索し、命令を実行する。或いは、機能プロセッサ１５０は、図７に
示すように、ゲーム命令を検索して実行するためのゲームプロセッサ１６０を備えてもよ
い。一般に、ゲームプロセッサ１６０は、モーション検出器１２０によって検出されたユ
ーザが行ったモーションに応じて、ランダムチャンスゲームを実行する。そのため、ゲー
ムプロセッサ１６０は、ユーザが利用できる各ゲーム用の個別プロセッサ、例えば、図７
に示すように、さいころプロセッサ１６２、カードプロセッサ１６４及び占いプロセッサ
１６６を備えてもよい。本発明によれば、さいころプロセッサ１６２は、上述のように、
可能性のあるさいころ出力の集合から１つのさいころ出力を無作為に選択するための命令
を実行する。カードプロセッサ１６４は、ユーザが行ったモーションに応じてユーザに対
してバーチャルな持ち札を提供するため、可能性のあるトランプカードの集合から１枚以
上のトランプカードを無作為に選択するための命令を実行する。一方、占いプロセッサ１
６６は、ユーザが行ったモーションに応じて、Ｍａｇｉｃ８Ｂａｌｌ（登録商標）ゲーム
のような問答ゲームをシミュレートするため、可能性のある応答の集合から１つの応答を
無作為に選択するための命令を実行する。
【００２０】
　図７に示すゲームプロセッサ１６０は、各ゲーム用の個別プロセッサを備えている。し
かし、理解されるはずだが、ゲームプロセッサ１６０は、２以上の個別プロセッサを１以
上のプロセッサへと統合してもよい。さらに、理解されるはずだが、本発明は、本明細書
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中に図示され説明されている特定のゲームに限定されるわけではない。したがって、ゲー
ムプロセッサ１６０及び機能プロセッサ１５０少なくとも一方は、本明細書中に明示的に
示されも説明されてもいない他のランダムチャンスゲームを実行してもよい。
【００２１】
　上述の記載は、無線通信装置１００にモーションを加えることによって実行される各種
のゲームに関して本発明について説明したものである。しかし、本発明はモーションによ
って開始されるゲームに限定されない。典型的な一実施形態によれば、機能プロセッサ１
５０は、代替として、又は追加的に、ユーザが行ったモーションに応じて各種の機能を実
行するプロセッサであれば、任意の数のプロセッサを有してもよい。例えば、機能プロセ
ッサ１５０は、通信プロセッサ１５２、電力プロセッサ１５４、光プロセッサ１５６、及
びモードプロセッサ１５８の少なくとも１つを備えてもよい。
【００２２】
　通信プロセッサ１５２は、ユーザが行ったモーションに応じて、無線通信機能のための
命令を実行する。例えば、無線通信装置１００に対してモーションを加える工程によって
、通信プロセッサ１５２はユーザが指定した受信者との呼を開始（発呼）し、着呼に応答
し、又は呼を終了してもよい。さらに、通信プロセッサ１５２は、ユーザが行ったモーシ
ョンに応じて、例えば電子メール、インターネット探索等のパケットデータ通信を開始し
てもよい。
【００２３】
　電力プロセッサ１５４は、無線通信装置１００の電力を上げるため、又は無線通信装置
１００をスリープモードから目覚め（復帰）させるための命令を実行する。一方、光プロ
セッサ１５６は、ユーザが行ったモーションに応じて、１以上の照明装置、例えばディス
プレイのバックライト、キーパッドの照明装置等を起動する。同様に、モードプロセッサ
１５８は、ユーザが行ったモーションに応じて、無線通信装置１００を所望の操作モード
に遷移させる。本明細書の中で使用される用語「操作モード」とは、ユーザとの対話を必
要とする無線通信装置１００の操作のモードを示す。典型的な操作モードには、無線通信
装置１００に関連するカメラを操作するためのカメラモード、無線通信装置１００との無
線通信処理を実行するための通信モード等が含まれる。
【００２４】
　図７に示す機能プロセッサ１５０は、個別の機能に関連する各種の個別プロセッサを備
えている。しかし、機能プロセッサ１５０は２以上の個別プロセッサを１以上のプロセッ
サへと統合してもよいことは理解されるべきである。さらに、本発明は、本明細書中に図
示され説明されている特定の機能又はプロセッサに限定されないことも理解されるべきで
ある。
【００２５】
　上述のように、本発明の無線通信装置１００は、ユーザが行ったモーションを無線通信
装置１００の中の少なくとも１つのモーション検出器１２０が検出したときに、所望の機
能を実行する。図８に示すように、モーション検出器１２０は、例えば加速度計１２２、
慣性スイッチ１２４等のような当技術分野で知られる任意のタイプのモーション検出器を
備えてもよい。以下に詳述するように、モーション検出器１２０は、複数の軸に沿ったモ
ーションを検出するように配置された複数のセンサを備えてもよい。
【００２６】
　さらに、モーション検出器１２０は、ユーザが行ったモーションを検出するためのカメ
ラ１３０を備えてもよい。カメラ１３０は、当技術分野で知られる任意の手段によって画
像のすべて又は一部を取り込むが、デジタルスチルカメラ又はビデオカメラを備えてもよ
い。より詳細には、カメラ１３０は、レンズアセンブリ１３２、画像センサ１３４、画像
プロセッサ１３６、及びカメラインタフェース回路１３８を備える。レンズアセンブリ１
３２は、単一のレンズ又は複数のレンズを備えており、可視光線又は赤外線を集めて画像
センサ１３４上に焦点を合わせる。画像センサ１３４は、レンズアセンブリ１３２によっ
て集められ焦点を合わせられた光によって形成された画像を取り込む。画像センサ１３４
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は、例えば電荷結合素子（ＣＣＤ）又は相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）画像センサ
１３４のような、任意の従来型の画像センサ１３４であってもよい。画像プロセッサ１３
６は、当技術分野で知られる任意の手段によって静止画及び動画の少なくとも一方を処理
してもよい。さらに、画像プロセッサ１３６は、無線通信装置１００に関連するモーショ
ンを検出するため、例えば連続するフレーム又は画像を比較してその中の動きを検出する
ことによって、取り込まれた画像を処理してもよい。カメラインタフェース回路１３８は
、画像プロセッサ１３６によってアナログ画像信号出力をデジタル形式に変換し、画像プ
ロセッサ１３６及びシステムプロセッサ１４０のインタフェースを実現する。
【００２７】
　図示されたカメラ１３０が画像プロセッサ１３６を有する一方で、理解されるはずだが
、その代わりに画像処理機能はシステムプロセッサ１４０によって実行されてもよい。こ
の実施形態において、カメラインタフェース１３８は、画像センサ１３４によってアナロ
グ画像信号の出力をデジタル形式に変換し、画像センサ１３４とシステムプロセッサ１４
０とのインタフェースを実現する。いずれにしても、１以上の取り込まれた画像のすべて
又は一部を処理することによって、画像プロセッサ１３６及びシステムプロセッサ１４０
の少なくとも一方は、無線通信装置１００に対して加えられた、ユーザが行ったモーショ
ンを検出してもよい。
【００２８】
　他の典型的な実施形態において、モーション検出器１２０はまた、振動回路１２６を備
えてもよい。従来の無線通信装置１００は、通常、何らかのタイプの振動回路を備えてい
る。そのような回路は、着呼又はメッセージ着信をユーザに無音で知らせるため、振動回
路に加えられた電気信号に応じて振動する。しかし、本発明によれば、振動回路１２６は
また、外部モーション、例えば無線通信装置１００に加えられたモーションに応じて、出
力電気信号、例えば出力電流又は出力電圧を生成してもよい。本発明の一実施形態によれ
ば、ユーザが無線通信装置１００にモーションを加えるときに、加えられたモーションに
よって、振動回路１２６のコンポーネントが動くか又は振動し、それが次に振動回路１２
６に電気を発生させる。その結果、振動回路１２６が出力電気信号を発生させてもよい。
モーションを検出するために、システムプロセッサ１４０は、振動回路１２６によって提
供される電気信号を任意の既知の手段によって処理する。
【００２９】
　本発明は上述の特定のモーション検出器１２０に限定されない。さらに、理解されるは
ずだが、本発明の無線通信装置１００は、無線通信装置１００に関連するモーションを検
出するために、複数のモーション検出器１２０を備えてもよい。
【００３０】
　上述のように、システムプロセッサ１４０は、モーション検出器１２０によって検出さ
れた、ユーザが行った一般的なモーションに基づいて、所望の機能を実行してもよい。さ
らに、システムプロセッサ１４０は、モーション検出器１２０に動作可能なように接続さ
れたモーションプロセッサ１４２を任意で備えてもよい。モーションプロセッサ１４２は
、ユーザが行ったモーションに関連する１以上の特徴を判断するために、モーション検出
器１２０の出力を処理してもよい。
【００３１】
　例えば、モーションプロセッサ１４２は、モーションが線形であるか、楕円形であるか
を判断してもよい。さらに、モーションプロセッサ１４２は、ユーザが行ったモーション
に関連する１以上のおおまかな方向を判断するために、方向プロセッサ１４４を備えても
よい。おおまかな方向には、水平、垂直、対角線、出し入れ、時計回り、反時計回りのよ
うな方向が含まれるが、それらに限定されない。例えば、無線通信装置１００が図４Ａに
示すように左右に動かされるとき、方向プロセッサ１４４は、おおむね水平のモーション
を検出する。或いは、図３Ａに示すように上下に動く無線通信装置１００に備えられる方
向プロセッサ１４４は、おおむね垂直なモーションを検出する。一方、無線通信装置１０
０が図５Ａに示すように斜め方向に前後に動かされるときには、おおむね対角線のモーシ
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ョンを検出する。さらに、方向プロセッサ１４４は、楕円のモーションについて時計回り
、又は反時計回りに動いていることを判断してもよい。当業者には理解されるはずだが、
方向プロセッサ１４４はモーションの方向を１つ検出してもよいし、複数検出してもよい
。さらに、モーションプロセッサ１４２は、ユーザが行ったモーションと、例えば、電話
を落とすことに関連するモーションを見分けてもよい。本明細書で用いる用語「ユーザが
行ったモーション」とは、所望の機能を実行するために、無線通信装置１００のユーザに
よって意図的に行われたモーションのことを示す。
【００３２】
　ユーザが行ったモーションの特徴（複数の特徴）を検出することによって、本発明の一
実施形態における無線通信装置１００は、ユーザが行ったモーションの他の特徴に関連す
る他の機能を実行してもよい。例えば、おおまかに振動モーションはゲームをするのに用
いられてもよく、一方、時計回りの楕円のモーションは呼を終了させるのに用いられても
よい。
【００３３】
　一実施形態において、無線プロバイダが、１以上の機能をユーザが行ったモーションの
１以上の特徴と関連付けるために無線通信装置１００のプログラムを予め組んでもよい。
或いは、ユーザが、具体的なモーションの特徴を特定の機能と関連付けるように無線通信
装置１００のプログラムを組むことによって、本発明のモーションによって引き起こす機
能をパーソナライズしてもよい。ユーザは、当技術分野で知られた任意の方法によって、
自身の無線通信装置１００のプログラムを組んでよい。例えば、特定の機能、例えばゲー
ムを、特定のモーション、例えば振動モーション又は線形な水平のモーションと関連付け
るため、ユーザは図９Ａ乃至９Ｃに示す一連のメニューをスクロールしてもよい。典型的
な一実施形態において、これらのユーザが指定する選択は、メモリ１０６に記憶される。
いったんプログラムされると、所望の機能を実行するためには、ユーザは指定したモーシ
ョンを単純に無線通信装置１００に加えればよい。理解されるはずだが、ユーザが行った
モーションに応じて実行されうる機能の数は、モーション検出器１２０の感度及び方向性
の少なくとも１つと、モーションプロセッサ１４２との処理性能とによってのみ限定され
る。
【００３４】
　上述の発明は、ユーザが行ったモーションに応じて機能を自動的に実行する方法を含む
。図１０に示すように、無線通信装置１００に備えられる機能プロセッサ１５０は、ユー
ザによって無線通信装置１００に加えられたモーションをモーション検出器１２０が検出
するために待機する（ブロック２００）。システムプロセッサ１４０が、検出されたモー
ションの１以上の特徴を判断する（ブロック２０２）ためモーションプロセッサ１４２を
備える場合、モーションプロセッサ１４２は特徴を判断し（ブロック２０４）、機能プロ
セッサ１５０に特徴を提供する。それに応じて、機能プロセッサ１５０は、モーションの
特定の特徴に関連する機能を実行する(ブロック２１０)。しかし、無線通信装置１００が
モーションプロセッサ１４２を備えない場合、又は、１つのモーションに関連する機能が
１つしかないとき、機能プロセッサ１５０は指定された機能を自動的に実行する(ブロッ
ク２１０)。
【００３５】
　上述の無線通信装置１００は、従来の無線通信装置と比較して、いくつかの優位点があ
る。例えば、ユーザが行ったモーションと特定の機能とを関連付けることによって、ユー
ザは、制御ボタンやナビゲートするメニューを手探りで扱うことを必要とせず所望の機能
や能力を実行するために、適切なモーションを無線通信装置１００に加えればよい。結果
として、ユーザは、例えば、自分の目を道路から離すことなく、単純に無線通信装置１０
０にモーションを加えることによって呼を終了させてもよい。さらに、ユーザは、ゲーム
にアクセスするため１以上のメニューをナビゲートすることなく、所望のゲーム、例えば
、Ｍａｇｉｃ８Ｂａｌｌ（登録商標）ゲームに参加してもよい。
【００３６】
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　本発明は、もちろん、本発明の本質的な特徴から逸脱することなく、本明細書の中で具
体的に述べた方法とは別の方法で実行されてもよい。これらの実施形態は、あらゆる点で
例示的であり、限定的ではないと考えられるべきであって、かつ、添付の請求項の意味及
び同等の範囲内に入るすべての変形は、それら請求項に包含されることが意図されている
。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の実施形態に係る無線通信装置の一例を示すブロック図である。
【図２】本発明を実装した典型的な方法の一例を示すフローチャートである。
【図３Ａ】本発明による典型的なゲームの一例を示す図である。
【図３Ｂ】本発明による典型的なゲームの一例を示す図である。
【図４Ａ】本発明による他の典型的なゲームの図である。
【図４Ｂ】本発明による他の典型的なゲームの図である。
【図５Ａ】本発明による他の典型的なゲームの図である。
【図５Ｂ】本発明による他の典型的なゲームの図である。
【図６Ａ】本発明による他の典型的なゲームの図である。
【図６Ｂ】本発明による他の典型的なゲームの図である。
【図７】本発明の典型的な機能プロセッサの一例を示すブロック図である。
【図８】本発明の典型的なモーションプロセッサの一例を示すブロック図である。
【図９Ａ】本発明の一実施形態のユーザ定義機能及びモーションのためのメニューオプシ
ョンの図である。
【図９Ｂ】本発明の一実施形態のユーザ定義機能及びモーションのためのメニューオプシ
ョンの図である。
【図９Ｃ】本発明の一実施形態のユーザ定義機能及びモーションのためのメニューオプシ
ョンの図である。
【図１０】本発明を実装した典型的な方法の一例を示すフローチャートである。
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【図１】 【図２】

【図３Ａ】 【図３Ｂ】



(15) JP 2008-512894 A 2008.4.24

【図４Ａ】 【図４Ｂ】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図６Ａ】 【図６Ｂ】

【図７】 【図８】
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【図９Ａ】 【図９Ｂ】

【図９Ｃ】 【図１０】
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【手続補正書】
【提出日】平成18年7月3日(2006.7.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信装置（１００）を操作する方法であって、
　前記無線通信装置（１００）に関連してユーザが行ったモーションを検出する工程と、
　前記モーションの検出に応じて、前記無線通信装置（１００）の送信電力を上げる工程
と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記検出されたモーションに関連する１以上の特徴を決定する工程をさらに含むことを
特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１以上の特徴に基づいて前記ユーザが割り当てる機能を選択する工程をさらに含む
ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記モーションの検出に応じて前記無線通信装置（１００）に関連するカメラ（１３０
）を使用可能にする工程をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記１以上の特徴は、楕円形の特徴と、線形の特徴と、方向の特徴との中で１以上の特
徴を含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　無線通信装置（１００）を操作する方法であって、
　前記無線通信装置（１００）に関連してユーザが行ったモーションを検出する工程と、
　前記モーションの検出に応じて可能性のある結果の集合からある結果を無作為に選択す
る工程と、
　前記選択された結果を前記無線通信装置（１００）に関連するディスプレイ（１１４）
上に表示する工程と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項７】
　前記結果を無作為に選択する工程は、可能性のある賽又はさいころの結果の集合から、
ある賽又はさいころの結果を無作為に選択する工程を含み、
　前記選択された結果を表示する工程は、前記選択された賽又はさいころの結果を表示す
る工程を含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記賽又はさいころの結果を無作為に選択する工程は、可能性のある、数字で示した賽
又はさいころの結果の集合から、数字で示した賽又はさいころの結果を無作為に選択する
工程を含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記賽又はさいころの結果を無作為に選択する工程は、可能性のある、アルファベット
で示した賽又はさいころの結果の集合から、アルファベットで示した賽又はさいころの結
果を無作為に選択する工程を含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記結果を無作為に選択する工程は、可能性のある応答の集合からある応答を無作為に
選択する工程を含み、
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　前記選択された結果を表示する工程は、前記選択された応答を表示する工程を含むこと
を特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　前記結果を無作為に選択する工程は、可能性のあるトランプのカードの集合から１枚以
上のトランプのカードを無作為に選択する工程を含み、
　前記選択された結果を表示する工程は、前記選択されたトランプのカードを表示する工
程を含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項１２】
　前記モーションは、ユーザが行った振動モーションを含むことを特徴とする請求項６に
記載の方法。
【請求項１３】
　セルラー電話機（１００）を操作する方法であって、
　前記セルラー電話機（１００）に関連してユーザが行った振動モーションを検出する工
程と、
　前記振動モーションの検出に応じて、呼を終了させる工程を実行する工程と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　前記振動モーションの検出に応じて、パケットデータの送信を開始する工程をさらに含
むことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　無線通信装置（１００）においてモーション信号を生成する方法であって、
　前記無線通信装置（１００）に関連してユーザが行ったモーションに応じて、振動回路
（１２６）において出力電気信号を生成する工程と、
前記モーションを検出するために前記生成された出力電気信号を処理する工程と
を含み、
　前記生成された出力電気信号は、前記無線通信装置（１００）のモーションに直接関連
することを特徴とする方法。
【請求項１６】
　無線通信装置（１００）であって、
　ユーザが行ったモーションを検出するためのモーションセンサ（１２０）と、
　前記検出されたモーションに応じて、前記検出されたモーションに関連する前記無線通
信装置（１００）の送信電力を上げるための機能プロセッサ（１５０）と
を備えていることを特徴とする無線通信装置。
【請求項１７】
　カメラ（１３０）をさらに備え、
　前記機能プロセッサ（１５０）は、前記検出されたモーションに応じて前記無線通信装
置（１００）をユーザが割り当てたモードにするためのモードプロセッサ（１５８）を備
え、
　前記モードプロセッサ（１５８）は、前記検出されたモーションに応じて前記カメラ（
１３０）を使用可能にすることを特徴とする請求項１６に記載の無線通信装置。
【請求項１８】
　前記検出されたモーションに関連する１以上の特徴を判断するためのモーションプロセ
ッサ（１４２）をさらに備えることを特徴とする請求項１６に記載の無線通信装置。
【請求項１９】
　前記１以上の特徴が１以上の方向の特徴を含み、
　前記モーションプロセッサ（１４２）は、前記検出されたモーションに関連する前記１
以上の方向の特徴を判断するための方向プロセッサ（１４４）を備えることを特徴とする
請求項１８に記載の無線通信装置。
【請求項２０】
　前記検出されたモーションに関連する１以上の可能性のある特徴の各々についてユーザ
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が割り当てた機能を記憶するためのメモリ回路（１０６）をさらに備えることを特徴とす
る請求項１８に記載の無線通信装置。
【請求項２１】
　前記モーションセンサ（１２０）は、カメラ（１３０）、慣性スイッチ（１２４）、振
動回路（１２６）及び加速度計（１２２）の少なくとも１つを備えることを特徴とする請
求項１６に記載の無線通信装置。
【請求項２２】
　無線通信装置（１００）であって、
　前記無線通信装置に関連してユーザが行ったモーションを検出するためのモーションセ
ンサ（１２０）と、
　前記検出されたモーションに応じて可能性のある結果の集合から、ある結果を無作為に
選択するためのゲームプロセッサ（１６０）と、
　前記選択された結果を表示するためのディスプレイ（１１４）と
を備えることを特徴とする無線通信装置。
【請求項２３】
　前記ゲームプロセッサ（１６０）は、前記検出されたモーションに応じて可能性のある
賽又はさいころの結果の集合から、ある賽又はさいころの結果を無作為に選択するための
さいころプロセッサ（１６２）を備えることを特徴とする請求項２２に記載の無線通信装
置。
【請求項２４】
　前記さいころプロセッサ（１６２）は、可能性のある、数字で示した賽又はさいころの
結果の集合から、数字で示した賽又はさいころの結果を無作為に選択することを特徴とす
る請求項２３に記載の無線通信装置。
【請求項２５】
　前記さいころプロセッサ（１６２）は、可能性のある、アルファベットで示した賽又は
さいころの結果の集合から、アルファベットで示した賽又はさいころの結果を無作為に選
択することを特徴とする請求項２３に記載の無線通信装置。
【請求項２６】
　前記ゲームプロセッサ（１６０）は、前記検出されたモーションに応じて可能性のある
応答の集合から、ある応答を無作為に選択するための占いプロセッサ（１６６）を備える
ことを特徴とする請求項２２に記載の無線通信装置。
【請求項２７】
　前記ゲームプロセッサ（１６０）は、前記検出されたモーションに応じて可能性のある
カードの集合から、１枚以上のカードを無作為に選択するためのカードプロセッサ（１６
４）を備えることを特徴とする請求項２２に記載の無線通信装置。
【請求項２８】
　セルラー電話機（１００）であって、
　前記セルラー電話機（１００）に関連してユーザが行った振動モーションを検出するた
めのモーションセンサ（１２０）と、
　前記検出されたユーザが行った振動モーションに応じて、呼を終了させる工程を実行す
るための通信プロセッサ（１５２）と
を備えることを特徴とするセルラー電話機。
【請求項２９】
　前記通信プロセッサ（１５２）は、前記検出されたユーザが行った振動モーションに応
じて、パケットデータの転送を開始することを特徴とする請求項２８に記載のセルラー電
話機。
【請求項３０】
　無線通信装置（１００）におけるモーションセンサ（１２０）であって、
　前記無線通信装置（１００）に関連してユーザが行ったモーションに応じて、出力電気
信号を生成するための振動回路（１２６）と、
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　前記出力電気信号に基づいて前記モーションを検出するためのプロセッサ（１４２）と
を備え、
　前記出力電気信号は、前記モーションに直接関係していることを特徴とするモーション
センサ。
【請求項３１】
　前記振動モーションの検出に応じて着呼に応答する工程をさらに含むことを特徴とする
請求項１３に記載の方法。
【請求項３２】
　前記通信プロセッサ（１５２）は、さらに、前記検出されたユーザが行った振動モーシ
ョンに応じて着呼に応答することを特徴とする請求項２８に記載のセルラー電話機。
【手続補正書】
【提出日】平成20年3月4日(2008.3.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信装置（１００）を操作する方法であって、
　前記無線通信装置（１００）に関連してユーザが行ったモーションを検出する工程と、
　前記モーションの検出に応じて、前記無線通信装置（１００）の送信電力を上げる工程
と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記検出されたモーションに関連する１以上の特徴を決定する工程をさらに含むことを
特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１以上の特徴に基づいて前記ユーザが割り当てる機能を選択する工程をさらに含む
ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記モーションの検出に応じて前記無線通信装置（１００）に関連するカメラ（１３０
）を使用可能にする工程をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記１以上の特徴は、楕円形の特徴と、線形の特徴と、方向の特徴との中で１以上の特
徴を含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　無線通信装置（１００）においてモーション信号を生成する方法であって、
　前記無線通信装置（１００）に関連してユーザが行ったモーションに応じて、振動回路
（１２６）において出力電気信号を生成する工程と、
　前記モーションを検出するために前記生成された出力電気信号を処理する工程と
を含み、
　前記生成された出力電気信号は、前記無線通信装置（１００）のモーションに直接関連
することを特徴とする方法。
【請求項７】
　無線通信装置（１００）であって、
　ユーザが行ったモーションを検出するためのモーションセンサ（１２０）と、
　前記検出されたモーションに応じて、前記検出されたモーションに関連する前記無線通
信装置（１００）の送信電力を上げるための機能プロセッサ（１５０）と
を備えることを特徴とする無線通信装置。
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【請求項８】
　カメラ（１３０）をさらに備え、
　前記機能プロセッサ（１５０）は、前記検出されたモーションに応じて前記カメラ（１
３０）を使用可能にすることを特徴とする請求項７に記載の無線通信装置。
【請求項９】
　前記検出されたモーションに関連する１以上の特徴を判断するためのモーションプロセ
ッサ（１４２）をさらに備えることを特徴とする請求項７に記載の無線通信装置。
【請求項１０】
　前記１以上の特徴が１以上の方向の特徴を含み、
　前記モーションプロセッサ（１４２）は、前記検出されたモーションに関連する前記１
以上の方向の特徴を判断するための方向プロセッサ（１４４）を備えることを特徴とする
請求項９に記載の無線通信装置。
【請求項１１】
　前記検出されたモーションに関連する１以上の可能性のある特徴の各々についてユーザ
が割り当てた機能を記憶するためのメモリ回路（１０６）をさらに備えることを特徴とす
る請求項９に記載の無線通信装置。
【請求項１２】
　前記モーションセンサ（１２０）は、カメラ（１３０）、慣性スイッチ（１２４）、振
動回路（１２６）及び加速度計（１２２）の少なくとも１つを備えることを特徴とする請
求項７に記載の無線通信装置。
【請求項１３】
　無線通信装置（１００）におけるモーションセンサ（１２０）であって、
　前記無線通信装置（１００）に関連してユーザが行ったモーションに応じて、出力電気
信号を生成するための振動回路（１２６）と、
　前記出力電気信号に基づいて前記モーションを検出するためのプロセッサ（１４２）と
を備え、
　前記出力電気信号は、前記モーションに直接関係していることを特徴とするモーション
センサ。
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