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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ認識情報を有する第１および第２スピーカと、
　前記スピーカの認識情報を取得可能な認識手段と、
　通話以外に関する音を前記第１および第２スピーカから出力している際に、通話状態に
入り、前記認識手段が前記第１スピーカの認識情報を取得すると、該第１スピーカから当
該通話に関する音を出力するとともに、前記第２スピーカを非出力状態にする制御手段と
、
　を備えた通話システム。
【請求項２】
　それぞれ認識情報を有する第１および第２スピーカから、各スピーカの認識情報を取得
可能な認識手段と、
　通話以外に関する音を前記第１および第２スピーカから出力している際に、通話状態に
入り、前記認識手段が前記第１スピーカの認識情報を取得すると、該第１スピーカから当
該通話に関する音を出力するとともに、前記第２スピーカを非出力状態にする制御手段と
、
　を備えた通話装置。
【請求項３】
　それぞれ認識情報を有する第１および第２スピーカと、
　前記スピーカの認識情報を取得可能な認識手段と、
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　通話以外に関する音を前記第１および第２スピーカから出力している際に、通話状態に
入り、前記認識手段が前記第１スピーカの認識情報を取得すると、該第１スピーカから当
該通話に関する音を出力するとともに、前記第２スピーカの出力を前記第１スピーカに対
して低出力状態にする制御手段と、
　を備えた通話システム。
【請求項４】
　それぞれ認識情報を有する第１および第２スピーカから、各スピーカの認識情報を取得
可能な認識手段と、
　通話以外に関する音を前記第１および第２スピーカから出力している際に、通話状態に
入り、前記認識手段が前記第１スピーカの認識情報を取得すると、該第１スピーカから当
該通話に関する音を出力するとともに、前記第２スピーカの出力を前記第１スピーカに対
して低出力状態にする制御手段と、
　を備えた通話装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音楽などの再生や、放送電波を受信して再生することが可能な携帯電話機等
の通話装置に係り、特に、認識情報（ＩＤ情報）に応じて通話音声や通話音声以外の音デ
ータの出力を制御可能な通話システム、通話装置、およびスピーカに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機等の移動体端末装置の技術革新は著しく、インターネット接続などの
通信機能や、電子メールの機能、ゲーム、音楽プレーヤ、ＦＭ放送受信、ＴＶ放送受信な
ど、多機能化および高機能化が進んでいる。
【０００３】
　また、周知のように、地上デジダル放送では、主に携帯性の高い受信機向けに、１また
は３セグメントの伝送帯域を使用した放送が予定されており、また、衛星デジタル放送に
おいても携帯性の高い受信機向けにサービスが予定されている。
【０００４】
　このように、携帯電話機は、本来の通話機能だけでなく、音楽再生や、放送受信機など
のようにメディア再生機能を備えるようになり、音声系メディアの再生機能として、ステ
レオイヤホンマイクや、ステレオスピーカなどのステレオ化も進んでいる。
【０００５】
　また、携帯電話機のマルチメディア端末化が進む一方で、携帯電話の使用マナーとして
、公衆の面前での使用中は、外部に音を出さないよう、マナーモードにするなり、イヤホ
ンマイクを利用するというマナーも定着してきている。
【０００６】
　このような状況下において、以下に示す第１～第３の装置のような音楽再生機能付携帯
電話機等が種々提案されている。
【０００７】
　第１の装置は、電話として使用しない場合には、ヘッドフォンステレオとして使用可能
であり、着信時はリモートコントロールにより円滑に着信応答が可能であり、着信応答で
音楽を中断する携帯電話装置である（たとえば特許文献１参照)。
【０００８】
　第２の装置は、ヘッドフォンステレオ付携帯電話機であって、ヘッドフォンステレオ部
動作時でも電話部に着信があると、電話の呼出音がヘッドフォンステレオの再生音より優
先してイヤホン等から再生する携帯電話機である（たとえば特許文献２参照）。
【０００９】
　第３の装置は、音楽再生中であっても携帯電話機の着信を確認できるように、着信でイ
ヤホンの音楽に着信音を重畳するようにした音楽再生機能付携帯電話機である。
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【００１０】
　また、ＩＤ情報（データ)を含むＩＤタグを用いたカードシステムや位置情報提供装置
が提案されている。
【００１１】
　たとえば、ＩＤタグを用いた非接触型カードシステムであって、コリジョンが発生した
ときに、各ＩＤタグに対する通信回数を低減させ、各ＩＤタグからＩＤデータを収集し終
わるまでの時間を短くして、処理速度を向上させたカードシステムが提案されている。
【００１２】
　また、所定の場所に配置された複数の無線ＩＤリーダを用いることにより、無線ＩＤタ
グが取り付けられた移動体の位置情報を提供する位置情報提供装置が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開平１０－２３１１５号公報
【特許文献２】実開平５－６９５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、上述した携帯電話機等にあっては、次のような課題を有している。
【００１５】
　たとえば、本体スピーカから通話外音声を出力し、イヤホンスピーカより、通話音声を
出力する場合においても、前述の携帯電話使用のマナーのように、電車内や、公共施設内
においては、通話外の音声を本体スピーカより出力させることは、マナー違反になり、か
つ、イヤホンからは通話音声が聞こえているため、本体スピーカより出力される通話外音
声は聞き取りにくいという欠点がある。
【００１６】
　また、通話音声と通話外音声が合成されてイヤホンから出力されるような場合には、両
方の音声を同時に聞き取ることは非常に難しく、時間マスキング効果や周波数マスキング
効果を回避するようそれぞれの音量を調節させた場合においても、どちらかの音声を優先
して聞きたい場合には、ユーザーはその時々で、複雑な操作もしくは行動を行わなければ
ならず、利便性が悪いものであり、かつ、通話に不自然さが生じるという欠点がある。
【００１７】
　また、上述したＩＤタグを用いたカードシステムや位置情報提供装置は、通話外音声と
通話音声という複数の音声情報を聞き取ることを可能することは全く考慮されていない。
【００１８】
　本発明の目的は、ユーザーの利便性を向上し、複数の音声情報を聞き取りやすくするこ
とが可能な通話システム、通話装置、およびスピーカを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記目的を達成するため、本発明の第１の観点の通話システムは、電話回線を介して音
声通話が可能な通話手段と、少なくとも前記通話手段の音声を出力可能な耳近傍に装着可
能なスピーカと、前記スピーカに配置された認識部と、前記認識部が近接状態の場合に認
識情報を取得可能な認識手段と、前記認識手段により前記通話手段の制御を変更する制御
手段とを備えている。
【００２０】
　本発明の第２の観点の通話装置は、通話回線を介して音声通話が可能な通話手段と、認
識部を有すると共に少なくとも前記通話手段の音声を出力可能なスピーカから、前記認識
部の認識情報を取得可能な認識手段と、前記認識手段が前記スピーカの前記認識情報を取
得した場合に、前記通話手段の制御を変更する制御手段とを備えている。
【００２１】
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　好適には、前記制御手段は、前記認識手段による前記認識情報の取得により前記通話手
段を通話状態に変更する。
【００２２】
　好適には、着信を検知する着信検知手段をさらに備え、前記制御手段は、前記着信検知
手段が着信を検知しかつ前記認識手段が前記認識報を取得した場合、前記着信に応答して
前記通話手段を通話状態に変更する。
【００２３】
　好適には、通話先を指定する指定手段をさらに備え、前記制御手段は、前記指定手段に
より前記指定通話先が指定された状態で前記認識手段が前記認識情報を取得した場合、前
記通話手段を通話状態に変更する。
【００２４】
　好適には、表示部をさらに有し、通話中に前記認識手段が前記認識情報を検出中には、
前記表示部の表示を停止する。
【００２５】
　好適には、前記認識手段は、無線により前記スピーカの前記認識部から前記認識情報を
取得する。
【００２６】
　好適には、前記認識手段は、撮像手段を含み、当該撮像手段により取り込んだ前記スピ
ーカの前記認識部の画像から前記認識情報を取得する。
【００２７】
　本発明の第３の観点は、電話回線を介して音声通話を行う通話装置と接続可能であって
、少なくとも通話に関する音を出力可能なスピーカにおいて、前記通話装置にて認識可能
な認識情報を有する認識部を備えている。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、ユーザーの利便性を向上した通話システム、通話装置、およびスピー
カを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明に係る通話装置しての携帯電話機の第１の実施形態を示すブロック構成図
である。
【図２】本発明に係るＩＤ部（認識部）の配置例を示す図である。
【図３】本発明に係る認識情報検出手段としてのＩＤ読み取り部の好適な配置例を示す図
である。
【図４】携帯電話機本体とイヤホン部の各イヤホンとの位置関係に応じた動作を説明する
ための図である。
【図５】第１の実施形態における携帯電話機の音声切り替え動作を示すフローチャートで
ある。
【図６】本発明に係る通話装置しての携帯電話機の第２の実施形態を示すブロック構成図
である。
【図７】本発明に係る通話装置しての携帯電話機の第３の実施形態を示すブロック構成図
である。
【図８】本発明に係る通話装置しての携帯電話機の第４の実施形態を示すブロック構成図
である。
【図９】第４の実施形態の撮像部の好適な配置例を示す図である。
【図１０】第４の実施形態に係るＩＤ部（認識部）の一例を示す図である。
【図１１】第４の実施形態における携帯電話機の音声切り替え動作を示すフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
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　以下、本発明の実施の形態について、図面に関連付けて説明する。
【００３１】
　本実施形態においては、音楽などの再生や、放送電波を受信して再生することが可能な
通話装置としての携帯電話機であって、受信または選択されたコンテンツをステレオイヤ
ホンや、ステレオイヤホンマイクを接続して再生中に、着信または発信を行い、通話状態
になった場合に、携帯電話機本体を近づけた側のイヤホンが、通話受話音声を再生し、逆
側のイヤホンは、再生中の音楽コンテンツ等を再生して、イヤホンを付けたまま、音楽コ
ンテンツと通話を行うことを可能として、ユーザーの利便性を図っている。
【００３２】
　ここで、通話に関する音は、通話音声、リングバックトーン、ビジートーン（ＢＴ）、
コールプログレストーン、アンサートーン、ＤＴＨＦトーンなどを意味し、通話以外に関
する音は通話以外のアプリケーションソフトで使用される音、ＴＶ音声、ラジオ音声、ゲ
ーム音声、音楽プレーヤ音、メディアプレーヤ音などを意味する。
＜第１実施形態＞
　図１は、本発明に係る通話装置しての携帯電話機の第１の実施形態を示すブロック構成
図である。
【００３３】
　本実施形態の携帯電話機１は、通常の電話通信部に加えて、放送受信部を兼ね備えた場
合の構成を一例として採用している。
【００３４】
　図１の携帯電話機１は、電話通話部１００、放送受信部２００、および音・表示制御系
３００を、主構成要素として有している。
【００３５】
　表示・音制御系３００は、表示部３０１、音制御手段としての音声切替部３０２、通話
並びに音出力制御部としての制御部３０３、認識情報検知手段としてのＩＤ（認識情報）
読み取り部３０４、マイクロフォン３０５、スピーカ部３０６、およびステレオ用イヤホ
ン部３０７を有している。
【００３６】
　電話通話部１００は、携帯電話アンテナ部１０１、送受信部１０２、および通話処理部
１０３を有し、マイクロフォン３０５や、スピーカ部３０６を利用して、通話音声１０４
を相手端末と通話するための機能を有する。
【００３７】
　電話通話部１００は、制御部３０３によって制御され、ユーザーインターフェイスは、
制御部３０３により、表示部３０１を使用して表示される。
【００３８】
　放送受信部２００は、放送受信用アンテナ部２０１、チューナ（Ｔｕｎｅｒ）部２０２
、復調処理部２０３、およびデコード部２０４を有する。
【００３９】
　放送受信部２００は、放送受信用アンテナ部２０１を介して放送波を受信し、チューナ
部２０２でチャンネルを合わせて、復調処理部２０３にて受信波を復調し、デコード部２
０４で通話音声以外の放送音声信号２０５や放送映像信号２０６にデコードを行う。
【００４０】
　放送映像信号２０６は、表示部３０１に表示され、放送音声信号２０５は、音声切替部
３０２に入力される。
【００４１】
　表示部３０１、液晶表示装置（ＬＣＤ）等により構成され、制御部３０３の制御の下、
放送映像信号２０６に応じた映像を表示する。
【００４２】
　音声切替部３０２は、制御部３０３の制御の下、電話通話部１００の通話処理部１０３
による通話音声信号１０４と放送受信部２００のデコード部２０４による放送音声信号２
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０５を切り替えて、スピーカ部３０６、または、Ｒチャンネル用イヤホン３０７ａ、Ｌチ
ャンネル用イヤホン３０７ｂで構成されるステレオ用のイヤホン部３０７へ出力すること
が可能である。
【００４３】
　本実施形態のイヤホン部３０７は、Ｒチャンネル用イヤホン３０７ａと、Ｌチャンネル
用イヤホン３０７ｂとで構成されるステレオ用イヤホンであり、たとえばそれぞれスピー
カが内蔵されている各イヤホンの所定位置、たとえば図２に示すように、イヤホンの背中
部にＩＤ部３０７ａ（３０７ｂ）が設けられている。
【００４４】
　本実施形態のようにステレオイヤホンの場合には、左右のイヤホンスピーカ部に設けら
れたＩＤ部３０７ａ,３０７ｂには異なるＩＤ情報（認識情報）が付与されている。
【００４５】
　そして、音声切替部３０２は、制御部３０３の制御の下、ＩＤ読み取り部３０４で検出
されたＩＤが付与されているイヤホンスピーカ側に通話音声信号１０４を、他方のイヤホ
ンスピーカ側に通話外音声信号である放送音声信号２０５を出力する。
【００４６】
　制御部３０３は、電話通信部１００に着信が入った場合、着信を検出し、放送受信部２
００が視聴のための放送受信を行っていない場合には、通常の着信状態に入り、ユーザー
の呼接続イベント待ちとなる。
【００４７】
　制御部３０３は、着信を検出したときに、放送受信部２００が放送波を受信して放送番
組を表示部３０１およびイヤホン部３０７を利用して視聴中であった場合、ユーザーが着
信呼をオフフックして、通話状態に入ったら、ＩＤ読み取り部３０４を動作させてＩＤ読
み取りを開始する。
【００４８】
　制御部３０３は、ＩＤ読み取り部３０４がＩＤを読み取っていなければ継続的に放送音
声信号２０５を音声切替部３０２を介してイヤホン部３０７のイヤホン３０７ａ、３０７
ｂに出力させる。
【００４９】
　制御部３０３は、前述したように、ＩＤ読み取り部３０４がＩＤを読み取った場合には
、音声切替部３０２を制御して、イヤホン部３０７のうち読み取ったＩＤに対応するイヤ
ホンスピーカ側に通話音声信号１０４を出力させ、もう片方のイヤホンスピーカ側に放送
音声信号２０５を出力させる。
【００５０】
　また、制御部３０３は、ＩＤ読み取り部３０４により一方のイヤホンスピーカに配置さ
れたＩＤ部のＩＤ情報を取得した場合、通話音声信号１０４を一方のスピーカには出力状
態に、かつ、他方のスピーカには非出力状態若しくは一方のスピーカに対して音量が低出
力状態に制御するように構成することも可能である。
【００５１】
　イヤホン部３０７の左右イヤホン３０７ａ、３０７ｂがそれぞれ異なるＩＤを持ってい
る場合には、前述のように音声信号が再生され、同一のＩＤの場合には、放送音声信号２
０５と通話音声信号１０４の単純な切替動作となる。
【００５２】
　ＩＤ読み取り部３０４は、その後も定期的に読み取り動作を行い、ＩＤの検出ができな
くなった場合には、放送音声信号２０５をイヤホン部３０７のイヤホン３０７ａ、３０７
ｂに出力する。
【００５３】
　制御部３０２は、ＩＤ読み取り部３０４において一定時間以上、ＩＤ情報を検出し続け
た場合、音声切替部３０２の動作をロックする。
【００５４】
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　また、制御部３０２は、音声切替部３０２がロック中に異なる認識情報を検出した場合
、前記音制御手段のロックを解除する。
【００５５】
　また、制御部３０３は、通話中に図示しない音量調整部が操作された場合に、ＩＤ読み
取り部３０４がＩＤ情報の検出状態にあるときは、通話音声の音量を調整させ、ＩＤ読み
取り部３０４がＩＤ情報の非検出状態にあるときは、放送音声の音量を調整させる。
【００５６】
　このとき、制御部３０３は、音声切替部３０２がロック中のときには、通話音声の音量
を調整させる。
【００５７】
　また、制御部３０３は、通話中にＩＤ読み取り部３０４がＩＤ情報を検出中には、表示
部３０１の表示を停止させる。
【００５８】
　ＩＤ読み取り部３０４におけるＩＤ読み取り処理は、ＩＤ読み取り部３０４がＩＤが示
されているＩＤ部３０８ａ，３０８ｂのＩＤ情報を検出してＩＤを認識するもので、代表
的な方法としては、ＩＤ読み取り部にカメラを使用し、ＩＤ部に２次元バーコードを使用
したものや、ＩＤ部を色で構成し、色認識で行う手法、非接触ＩＣカードのようなものな
ど様々な手法があり、どの方式を採用してもかまわない。
【００５９】
　さらに具体的な利用方法として説明すると、たとえば、図２のようにイヤホン部背中に
ＩＤ部３０８ａ，３０８ｂが装備されていて、かつ、図３に示すように、電話機本体１０
のスピーカ周辺にＩＤ読み取り部３０４を装備させた場合、イヤホン部３０７を使用して
放送を視聴中に、着信し、通話状態に入ると、ユーザーはイヤホン３０７ａ，３０７ｂを
耳近傍に付けたまま、図４（ａ）に示すように電話機本体１０を通常利用時と同じように
耳にかざせば（当てれば）、ＩＤ読み取り部３０４は、Ｒチャンネル用イヤホン３０７ａ
に付けられたＩＤ部３０８ａのＩＤ情報を検出することが可能であり、電話機本体１０が
かざされたＲチャンネルより通話音声が聞こえ、Ｌチャンネルからは、今まで視聴してい
た放送音声を聞くことができる。
【００６０】
　この状態から、図４（ｃ）のように、電話機本体１０を耳より離すと、イヤホンの両チ
ャンネルからは、放送音声が聞こえてくることになり、通話状態においても必要に応じて
放送のみを視聴することが可能となる。
【００６１】
　また、図４（ｃ）の状態より、図４（ａ）または、図４（ｂ）の状態へユーザーが電話
機本体１０を持ち替えたりした場合でも、かざしたほうの耳に装着されているイヤホンよ
り、通話音声が聞こえることから、イヤホンが装着されていないで通常に通話を行うのと
同じように通話することが可能となり、かつ、反対側のイヤホンからは常に放送音声信号
が聞こえるため、同時に視聴することが可能となる。
【００６２】
　次に、上記構成による動作を、図５のフローチャートに関連付けて説明する。
【００６３】
　図５は、本第１の実施形態における携帯電話機の音声切り替え動作を示すフローチャー
トである。
【００６４】
　たとえば、放送波を受信して、放送を視聴中に、ステップＳＴ０にて着信が入ると、ス
テップＳＴ１でＴＶ視聴中かどうか判定を行う。
【００６５】
　ステップＳＴ１において、ＴＶ視聴中でなければ、ステップＳＴ２の通常着信処理へ移
行する。
【００６６】
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　ステップＳＴ１において、ＴＶ視聴中であった場合、ユーザーが通話開始操作を行えば
、ステップＳＴ３へ移行して通話開始を行う。
【００６７】
　次に、ステップＳＴ４にて、ＩＤ読み取りを開始する。
【００６８】
　そして、ステップＳＴ５にて、ＩＤを検出したかどうかを判定する。
【００６９】
　ステップＳＴ５において、ＩＤ読み取りした結果ＩＤを検出しなかった場合、ステップ
ＳＴ６の処理にて音声出力として放送音声信号２０５を選択する。
【００７０】
　その後、ステップＳＴ７において一定時間待ち状態となり、再びステップＳＴ４でＩＤ
読み取りを開始し、この動作を繰り返す。
【００７１】
　ステップＳＴ５において、ＩＤを検出した場合、ステップＳＴ８にて、音声切替部３０
２を使用して、ＩＤに対応するチャンネルへ通話音声出力を行う。
【００７２】
　音声出力部がひとつのＩＤしか持たない場合には、全ての出力が通話音声出力となる。
音声出力部が複数のＩＤ（たとえば２チャンネルなど）を持つ場合には、読み取ったＩＤ
に対応するチャンネルのみ通話音声出力を行い、もう一方は、放送音声出力を行う。
【００７３】
　ステップＳＴ９で一定時間待ち状態となった後、ステップＳＴ１０にて同一チャンネル
への出力時間がｎ秒を超えたかどうかを判定する。
【００７４】
　ここで、同一チャンネルへの出力時間がｎ秒を超えた場合、ユーザーの通話姿勢が安定
したとみなして、ステップＳＴ１１で音声切替部をロックし、ステップＳＴ１２でユーザ
ーへ通知音を鼓動して音声切替部をロックしたことを通知する。
【００７５】
　ステップＳＴ１０においてｎ秒を超えていない場合には、通話開始時のように、ユーザ
ーの通話姿勢が安定していない状態であるため、未だ電話機の持ち替えなどが発生する可
能性がある。したがって、音声切替部３０２のロックを行わずにステップＳＴ４へ移行し
、再度ＩＤ読み取りを開始する。
【００７６】
　ステップＳＴ１０においてｎ秒を超えたと判定し、音声切替部３０２をロックした場合
、ステップＳＴ１３にてロック解除の条件が発生するまで音声切替部３０２のロックを行
う。ロック解除の条件としては、「異なるＩＤを読み取った場合」、「ある一定時間以上
ＩＤを未検出状態になった場合」のどちらかの条件が発生した場合とする。
【００７７】
　ロック解除の条件が発生した場合には、ステップＳＴ４にて再度ＩＤ読み取りから開始
し、同様の処理を行う。
【００７８】
　ユーザーの操作や、通話相手の操作などにより、ステップＳＴ１５のように終話イベン
トが発生した場合には、ステップＳＴ１６に移行して放送受信音声を出力し、着信前の状
態に戻る。
【００７９】
　さらに、ステップ３Ｔ８において通話音声を出力する場合、対応するＩＤと異なるＩＤ
をもつ音声出力部を有し、他方は放送音声信号を出力する場合には、音声切替部３０２に
て通話音声信号と放送音声信号の音量または、ゲイン値を調整し、通話音声信号の方を放
送音声に比較して大きめな音量に設定することによりユーザーにとって聞きやすい状況を
つくることが可能である。
【００８０】
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　また、上記の状態で、音量操作をユーザーに行われた場合には、音声切替部がロック中
の状態では、通話音声を主として聞いていると想定されることより、通話音声の音量のみ
を操作することにより、利便性を向上させる。
【００８１】
　さらに、同様な場合にて、放送音声信号と通話音声信号を反比例させて音量調整するこ
とにより、さらに聞き取りやすく動作させることが可能となる。
【００８２】
　さらに、ＩＤ読み取り部３０４がＩＤを検出している状態においては、ユーザーが耳に
電話機本体をかざしている状態であることから、表示部３０１をＯＦＦすることにより、
放送受信中の通話中において端末の消費電力を削減することが可能となる。
【００８３】
　以上説明したように、本第１の実施形態によれば、ユーザーの特別な操作を必要とせず
に、通常利用時の動作の中で出カされる音声信号を切り替えることが可能であり、また、
通話以外の各サービスの音声信号を、通話音声と同時に聞くことが可能な携帯電話機を提
供可能となる。
【００８４】
　また、本第１の実施形態における携帯電話機においては、通話時においてイヤホンスピ
ーカに配置されているＩＤ部のＩＤを読み取り、そのＩＤを保有するスピーカへ通話音声
の出力を行うため、電話機本体をイヤホンをつけている耳にあてがっている時は、通話音
声が聞こえ、電話機本体を耳から離すと、通話外音声が聞こえるという、ユーザーがどち
らを聞きたいかのその時々の動作を電話機を耳から離すかどうかで行うことが可能なため
、自然な状態で通話することが可能となる。
【００８５】
　また、ステレオイヤホンを利用している場合には、電話機本体をあてがっている方向の
イヤホンより、通話音声が聞こえ、もう一方のイヤホンからは通話外音声が聞こえるため
、通話音声と通話外音声を同時に聞き取ることが可能となる。
【００８６】
　また、ＩＤ検出時には、耳にあてがって通話を行っている状態のため、それを起因とし
て画面表示をＯＦＦすることにより、低消費電力にすることが可能となる。
【００８７】
　また、一定時間ＩＤを検出し続けた場合には、音声切り替え手段がロックし、音による
ユーザーへの通知も行うために、利便性がよく、端末を耳から離しても通話が継続可能と
なる。
【００８８】
　そして、その状態からでも違うＩＤを検出した場合、すなわち、他方の耳に端末本体を
あてがった場合には、ロックが解除され、端末本体をあてがっている耳より通話音声が聞
こえてくるため、端末を持ち替えながら通話を行う場合でも、自然な状態で通話を行うこ
とが可能となる。
＜第２実施形態＞
　図６は、本発明に係る通話装置しての携帯電話機の第２の実施形態を示すブロック構成
図である。
【００８９】
　本第２の実施形態が上述した第１の実施形態と異なる点は、音声切替部３０２の出力部
に無線による音声送信部３０９を設け、イヤホン部３０７の入力部に無線による音声受信
部３１０を設けて、放送音声と通話音声とを無線により送受信を行うように構成したこと
にある。
【００９０】
　その他の構成は第１の実施形態と同様である。
【００９１】
　本第２の実施形態によれば、上述した第１の実施形態と同様の効果を得ることができる
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。
＜第３実施形態＞
　図７は、本発明に係る通話装置しての携帯電話機の第３の実施形態を示すブロック構成
図である。
【００９２】
　本第３の実施形態が上述した第１の実施形態と異なる点は、音声切替部３０２とイヤホ
ン部３０７との間に、無線によるデータ送受信部３１１とデータ受送信部３１２とを設け
、放送音声と通話音声とを無線により送受信を行い、さらにＩＤ読み取りも兼用するよう
に構成したことにある。
【００９３】
　その他の構成は第１の実施形態と同様である。
【００９４】
　本第３の実施形態によれば、上述した第１の実施形態と同様の効果を得ることができる
。
＜第４実施形態＞
　図８は、本発明に係る通話装置しての携帯電話機の第４の実施形態を示すブロック構成
図である。
【００９５】
　また、図９は、第４の実施形態の撮像部の好適な配置例を示す図である。
【００９６】
　また、図１０（Ａ）、（Ｂ）は、第４の実施形態に係るＩＤ部（認識部）の一例を示す
図である。
【００９７】
　また、図１１は、第４の実施形態における携帯電話機の音声切り替え動作を示すフロー
チャートである。
【００９８】
　本第４の実施形態が上述した第１の実施形態と異なる点は、ＩＤ読み取り部をカメラ機
能を備えた撮像部３１３として構成し、２つのイヤホン３０７ａ，３０７ｂに設けられた
ＩＤ部３０８ａ，３０８ｂのＩＤとして、右側イヤホン３０７ａには「Ｒ」の文字を用い
、左側イヤホン３０８ｂにおいては「Ｌ」の文字を用い、この文字ＩＤ「Ｒ」または「Ｌ
」を撮像部３１３で撮像し、制御部３０３Ｃで認識するようにしたことにある。
【００９９】
　撮像部３１３は、図９に示すように、表示部３０１の図中上縁部に配置される。
【０１００】
　撮像部３１３は、被写体像を取り込むための対物レンズを含む光学系と、光学系により
結像された被写体の像を電気信号に変換する撮像素子を含む撮像処理回路とを有し、撮像
キーが操作されると、光学系に被写体の光学像を撮影する。
【０１０１】
　本第４の実施形態における音声切り替え動作は、第１の実施形態の音声切り替え動作と
の異なる処理は、ステップＳＴ４ＡとステップＳＴ５Ａの処理のみであり、ここでは具体
的な動作の説明は省略する。
【０１０２】
　本第４の実施形態のステップＳＴ４Ａにおいては、撮像部３１３でＩＤ部３０８ａ，３
０８ｂの文字ＩＤを撮影する。
【０１０３】
　ステップＳＴ５Ａにおいては、「Ｒ」または「Ｌ」の文字画像を認識したかの判断を行
う。
【０１０４】
　その他の構成は第１の実施形態と同様である。
【０１０５】
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　本第４の実施形態によれば、上述した第１の実施形態と同様の効果を得ることができる
。
【０１０６】
　なお、上記各実施形態においては、通話音声以外の音声としては放送音声を例に説明し
たが、この通話音声以外の音声には、ＴＶ音声や音楽データなど実通話音声以外の耳で聴
覚可能なものを全て含む。
【符号の説明】
【０１０７】
　１…携帯電話機（通話装置）、１００…電話通話部、１０１…携帯電話アンテナ部、１
０２…送受信部、１０３…通話処理部、２００…放送受信部、２０１…放送受信用アンテ
ナ部、２０２…チューナ（Ｔｕｎｅｒ）部、２０３…復調処理部、２０４…デコード部、
３００，３００Ａ～３００Ｃ…表示・音制御系、３０１…表示部、３０２…音制御手段と
しての音声切替部、３０３…通話並びに音出力制御部としての制御部、３０４…認識情報
検知手段としてのＩＤ（認識情報）読み取り部、３０５…マイクロフォン、３０６…スピ
ーカ部、３０７…ステレオ用イヤホン部、３０８ａ，３０８ｂ…ＩＤ部（認識部）、３０
９…音声送信部、３１０…音声受信部、３１１…データ送受信部、３１２…データ受送信
部、３１３…撮像部。
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