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(57)【要約】
【課題】電話とテレビとを統合し、聞く・見る・話す機
能を有する、スマート型テレビ電話機を提供する。
【解決手段】スマート型テレビ電話機は、表示装置１０
、移動型テレビ・オーディオビデオ装置２０及び受話器
３０を備える。移動型テレビ・オーディオビデオ装置２
０は、表示装置１０と接続される。移動型テレビ・オー
ディオビデオ装置２０には、テレビモジュール２９及び
ＳＩＭカード２１が内蔵されている。移動型テレビ・オ
ーディオビデオ装置２０は、無線給電口２２及び移動通
信機器２３を有する。テレビモジュール２９は、表示装
置１０によりコンテンツを出力する。ＳＩＭカード２１
、無線給電口２２及び移動通信機器２３は、第１のプロ
セッサ２７とそれぞれ接続される。第１のプロセッサ２
７には、第１の無線通信機器２８が接続される。受話器
３０は、移動型テレビ・オーディオビデオ装置２０の無
線給電口２２上に選択的に配設される。
【選択図】図３
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置、移動型テレビ・オーディオビデオ装置及び受話器を備えたスマート型テレビ
電話機であって、
　前記移動型テレビ・オーディオビデオ装置は前記表示装置と接続され、前記移動型テレ
ビ・オーディオビデオ装置にはテレビモジュール及びＳＩＭカードが内蔵され、前記移動
型テレビ・オーディオビデオ装置は無線給電口及び移動通信機器を有し、前記テレビモジ
ュールは前記表示装置によりコンテンツを出力し、前記ＳＩＭカード、前記無線給電口及
び前記移動通信機器は、第１のプロセッサとそれぞれ接続され、前記第１のプロセッサに
は第１の無線通信機器が接続され、
　前記受話器は前記移動型テレビ・オーディオビデオ装置の前記無線給電口上に選択的に
配設され、前記受話器は収音装置及び放音手段を有し、前記受話器の前部にはタッチパネ
ルが設けられ、前記受話器内には無線充電機器及びテレビリモコンモジュールが配設され
、前記テレビリモコンモジュールは前記タッチパネルと接続され、収音装置、放音手段、
タッチパネル、無線充電機器及びテレビリモコンモジュールは第２のプロセッサとそれぞ
れ接続され、前記第２のプロセッサには第２の無線通信機器が接続され、
　前記受話器は、前記第２の無線通信機器を介して前記移動型テレビ・オーディオビデオ
装置の前記第１の無線通信機器と通信し、前記受話器を利用して通話を行い、前記受話器
の前記タッチパネルを利用して前記移動型テレビ・オーディオビデオ装置を遠隔操作し、
前記表示装置のオーディオビデオの再生を制御することを特徴とするスマート型テレビ電
話機。
【請求項２】
　前記移動型テレビ・オーディオビデオ装置は有線ネットワーク装置を有し、
　前記有線ネットワーク装置は前記第１のプロセッサと接続され、
　前記移動型テレビ・オーディオビデオ装置はＮＦＣ装置を有し、
　前記ＮＦＣ装置は前記第１のプロセッサと接続されていることを特徴とする請求項１に
記載のスマート型テレビ電話機。
【請求項３】
　前記移動型テレビ・オーディオビデオ装置は第１のレンズを有し、
　前記第１のレンズは前記第１のプロセッサと接続されていることを特徴とする請求項１
に記載のスマート型テレビ電話機。
【請求項４】
　前記移動型テレビ・オーディオビデオ装置には呼び鈴が接続されていることを特徴とす
る請求項１に記載のスマート型テレビ電話機。
【請求項５】
　前記受話器はヘッドフォン及び第２のレンズを有し、
　前記第２のレンズには前記第２のプロセッサが接続されていることを特徴とする請求項
１に記載のスマート型テレビ電話機。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、スマート型電気製品に関し、特に、スマート型テレビ電話機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　物のインターネットが発展するに従い、産業環境及び市場のニーズ及び発展性が変化し
、家電を統合させることは今日の産業及び市場発展の一つの流れとなっている。一般にテ
レビは各家庭にとって必要不可欠な電気製品の一つであり、家庭で最も使用される電気製
品であるが、従来のテレビは、画像及び音声を出力する基本的な機能以外に、出力装置を
外付けすることができる機能を備えているだけで機能に発展性が無く、テレビは多機能の
特性を備えていなかった。従来の固定電話は広く普及しているが、今日の家電のデジタル
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統合化の流れを満足させることができず、ユーザのニーズを満足させることは困難であっ
た。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００３】
　本考案の主な目的は、受話器の第２の無線通信機器を移動型テレビ・オーディオビデオ
装置の第１の無線通信機器に接続し、受話器をＳＩＭカード及び移動通信機器に接続し、
利用者は受話器で通話することができるとともに、受話器のタッチパネルを用いて移動型
テレビ・オーディオビデオ装置を遠隔操作し、表示装置のオーディオビデオを制御し、電
話とテレビとを統合し、聞く・見る・話す機能を有する、スマート型テレビ電話機を提供
する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
上記課題を解決するために、本考案の第１の形態によれば、表示装置、移動型テレビ・オ
ーディオビデオ装置及び受話器を備えたスマート型テレビ電話機であって、前記移動型テ
レビ・オーディオビデオ装置は前記表示装置と接続され、前記移動型テレビ・オーディオ
ビデオ装置にはテレビモジュール及びＳＩＭカードが内蔵され、前記移動型テレビ・オー
ディオビデオ装置は無線給電口及び移動通信機器を有し、前記テレビモジュールは前記表
示装置によりコンテンツを出力し、前記ＳＩＭカード、前記無線給電口及び前記移動通信
機器は、第１のプロセッサとそれぞれ接続され、前記第１のプロセッサには第１の無線通
信機器が接続され、前記受話器は前記移動型テレビ・オーディオビデオ装置の前記無線給
電口上に選択的に配設され、前記受話器は収音装置及び放音手段を有し、前記受話器の前
部にはタッチパネルが設けられ、前記受話器内には無線充電機器及びテレビリモコンモジ
ュールが配設され、前記テレビリモコンモジュールは前記タッチパネルと接続され、収音
装置、放音手段、タッチパネル、無線充電機器及びテレビリモコンモジュールは、第２の
プロセッサとそれぞれ接続され、前記第２のプロセッサには、第２の無線通信機器が接続
され、前記受話器は、前記第２の無線通信機器を介して前記移動型テレビ・オーディオビ
デオ装置の前記第１の無線通信機器と通信し、前記受話器を利用して通話を行い、前記受
話器の前記タッチパネルを利用して前記移動型テレビ・オーディオビデオ装置を遠隔操作
し、前記表示装置のオーディオビデオの再生を制御することを特徴とするスマート型テレ
ビ電話機が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】本考案の一実施形態に係るスマート型テレビ電話機を示す模式図である。
【図２】本考案の一実施形態に係るスマート型テレビ電話機の使用状態の説明図である。
【図３】本考案の一実施形態に係るスマート型テレビ電話機を示すブロック図である。
【図４】本考案の一実施形態に係るスマート型テレビ電話機の電話機能の使用状態の説明
図である。
【図５】本考案の一実施形態に係るスマート型テレビ電話機のテレビリモコン機能の使用
状態の説明図である。
【図６】本考案の一実施形態に係るスマート型テレビ電話機のタッチパネルリモコン機能
の使用状態の説明図である。
【考案を実施するための形態】
【０００６】
　以下、本考案の実施形態について図に基づいて説明する。なお、これによって本考案が
限定されるものではない。
【０００７】
　図１～図３を参照する。図１は、本考案の一実施形態に係るスマート型テレビ電話機を
示す模式図である。図２は、本考案の一実施形態に係るスマート型テレビ電話機の使用状
態の説明図である。図３は、本考案の一実施形態に係るスマート型テレビ電話機を示すブ
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ロック図である。図１～図３に示すように、本考案の一実施形態に係るスマート型テレビ
電話機は、少なくとも表示装置１０、移動型テレビ・オーディオビデオ装置２０及び受話
器３０から構成される。
【０００８】
　表示装置１０は、オーディオビデオのコンテンツを出力する液晶表示装置である。
【０００９】
　移動型テレビ・オーディオビデオ装置２０は表示装置１０と接続される。移動型テレビ
・オーディオビデオ装置２０にはテレビモジュール２９及びＳＩＭカード２１が内蔵され
ている。移動型テレビ・オーディオビデオ装置２０は、第１のプロセッサ２７とそれぞれ
接続された無線給電口２２と、移動通信機器２３と、有線ネットワーク装置２４と、ＮＦ
Ｃ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）装置２５と、第１のレンズ２
６とを含む。第１のプロセッサ２７には第１の無線通信機器２８が接続されている。テレ
ビモジュール２９は表示装置１０を介してコンテンツを出力する。無線給電口２２は無線
通信方式により外部装置に対して給電を行う。移動通信機器２３は移動型テレビ・オーデ
ィオビデオ装置２０へデータを高速で送信する。移動通信機器２３は３Ｇ又は４Ｇの移動
通信技術である。有線ネットワーク装置２４はＬＡＮケーブルによりデータを移動型テレ
ビ・オーディオビデオ装置２０へ送信する。ＮＦＣ装置２５は移動型テレビ・オーディオ
ビデオ装置２０に対し低周波数で無線信号を受信したり送信したりする。第１のレンズ２
６は、移動型テレビ・オーディオビデオ装置２０の前部に配設され、ビデオ通信を行うた
めに用いる。移動型テレビ・オーディオビデオ装置２０には呼び鈴４０が接続されている
。
【００１０】
　受話器３０は移動型テレビ・オーディオビデオ装置２０の無線給電口２２上に選択的に
設置されてもよい。受話器３０は、収音装置３１、放音手段３２、タッチパネル３３、無
線充電機器３４及びテレビリモコンモジュール３９を有するとともに、第２のプロセッサ
３５と接続される。第２のプロセッサ３５は第２の無線通信機器３６と接続されている。
タッチパネル３３はユーザがタッチして操作することができる。テレビリモコンモジュー
ル３９はタッチパネル３３と接続され、ユーザはタッチパネル３３を介してテレビリモコ
ンモジュール３９を操作し、テレビリモコンモジュール３９を介してテレビモジュール２
９を遠隔操作する。受話器３０が移動型テレビ・オーディオビデオ装置２０の無線給電口
２２上に置かれると、無線充電機器３４により受話器３０の充電が行われる。受話器３０
は、実際に使用する際、第２の無線通信機器３６を介して移動型テレビ・オーディオビデ
オ装置２０の第１の無線通信機器２８と通信し、データの無線通信を行う。本実施形態に
おいて、第２の無線通信機器３６は赤外線送信器であり、第１の無線通信機器２８は赤外
線受信器であり、受話器３０と移動型テレビ・オーディオビデオ装置２０とは赤外線を介
して無線通信を行う。受話器３０は第２のレンズ３８を有する。第２のレンズ３８は第２
のプロセッサ３５と接続されてビデオ通信を行う。また、受話器３０にはヘッドフォン３
７が外付けされ、通話する際、利用者はタッチパネル３３を操作する。
【００１１】
　図４を参照する。図４は、本考案の一実施形態に係るスマート型テレビ電話機の電話機
能の使用状態の説明図である。図２～図４に示すように、利用者がスマート型テレビ電話
機を操作する際、受話器３０に実装したアプリケーションプログラムを利用し、利用者が
タッチして操作することができるように、受話器３０のタッチパネル３３に電話の押しボ
タンが表示される。このとき受話器３０の第２の無線通信機器３６は、移動型テレビ・オ
ーディオビデオ装置２０の第１の無線通信機器２８と通信し、受話器３０がＳＩＭカード
２１及び移動通信機器２３と通信し、利用者は受話器３０により通話を行うことができる
。ここで受話器３０は、第２の無線通信機器３６を介して移動型テレビ・オーディオビデ
オ装置２０の第１の無線通信機器２８と無線通信を行うため、移動型テレビ・オーディオ
ビデオ装置２０の使用が周囲だけに限定されるわけではなく、屋内の離れた場所でも通話
することができる。
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【００１２】
　図１及び図３を参照する。図１及び図３に示すように、ユーザは、受話器３０の使用を
終了すると、移動型テレビ・オーディオビデオ装置２０の無線給電口２２上に受話器３０
を再び置き、受話器３０の無線充電機器３４を移動型テレビ・オーディオビデオ装置２０
の無線給電口２２へ対応させて無線充電を行い、受話器３０に対して必要な電気エネルギ
を供給する。
【００１３】
　図５を参照する。図５は、本考案の一実施形態に係るスマート型テレビ電話機のテレビ
リモコン機能の使用状態の説明図である。図２、図３及び図５に示すように、本実施形態
のスマート型テレビ電話機は、受話器３０に実装されたアプリケーションプログラムによ
り、受話器３０のタッチパネル３３に表示されたテレビのリモコン押しボタンを利用し、
テレビリモコンモジュールを操作することができる。このとき受話器３０の第２の無線通
信機器３６は、移動型テレビ・オーディオビデオ装置２０の第１の無線通信機器２８と通
信を行い、受話器３０により移動型テレビ・オーディオビデオ装置２０を介して通信する
。これにより利用者は、受話器３０のタッチパネル３３及びテレビリモコンモジュール３
９により、移動型テレビ・オーディオビデオ装置２０を遠隔操作し、表示装置１０のテレ
ビ機能によりオーディオビデオのコンテンツを出力する。
【００１４】
　図６は、本考案の一実施形態に係るスマート型テレビ電話機のタッチパネルリモコン機
能の使用状態の説明図である。図２、図３及び図６を参照する。図２、図３及び図６に示
すように、利用者は、スマート型テレビ電話器の受話器３０に実装されたアプリケーショ
ンプログラムを利用し、受話器３０のタッチパネル３３で無線タッチ制御を行うことがで
きるが、このとき受話器３０の第２の無線通信機器３６は移動型テレビ・オーディオビデ
オ装置２０の第１の無線通信機器２８と接続され、受話器３０は移動型テレビ・オーディ
オビデオ装置２０と通信し、利用者は受話器３０のタッチパネル３３を利用して移動型テ
レビ・オーディオビデオ装置２０を遠隔操作することができる。
【００１５】
　ここで移動型テレビ・オーディオビデオ装置２０は呼び鈴４０と接続され、利用者が呼
び鈴４０を押圧すると、表示装置１０により呼び鈴４０の監視画像を表示することができ
る。また、スマート型テレビ電話機は呼び鈴と通信してもよい。
【００１６】
　上述したことから分かるように、本考案のスマート型テレビ電話機は、受話器３０の第
２の無線通信機器３６を介して移動型テレビ・オーディオビデオ装置２０の第１の無線通
信機器２８と接続され、受話器３０がＳＩＭカード２１及び移動通信機器２３と接続し、
利用者は受話器３０を利用して通話することができるとともに、受話器３０のタッチパネ
ル３３を利用して移動型テレビ・オーディオビデオ装置２０を遠隔操作し、表示装置１０
により表示し、電話とテレビとを統合し、聞く、見る、話す機能を備えた全く新しいタイ
プのテレビを提供する。
【００１７】
当該分野の技術を熟知するものが理解できるように、本考案の好適な実施形態を前述の通
り開示したが、これらは決して本考案を限定するものではない。本考案の主旨と領域を逸
脱しない範囲内で各種の変更や修正を加えることができる。従って、本考案の実用新案登
録請求の範囲は、このような変更や修正を含めて広く解釈されるべきである。
【符号の説明】
【００１８】
１０　表示装置
２０　移動型テレビ・オーディオビデオ装置
２１　ＳＩＭカード
２２　無線給電口
２３　移動通信機器
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２４　有線ネットワーク装置
２５　ＮＦＣ装置
２６　第１のレンズ
２７　第１のプロセッサ
２８　第１の無線通信機器
２９　テレビモジュール
３０　受話器
３１　収音装置
３２　放音手段
３３　タッチパネル
３４　無線充電機器
３５　第２のプロセッサ
３６　第２の無線通信機器
３７　ヘッドフォン
３８　第２のレンズ
３９　テレビリモコンモジュール
４０　呼び鈴
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【図１】
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【図２】
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【図３】

【図４】



(10) JP 3197048 U 2015.4.16

【図５】

【図６】
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