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(57)【要約】
　無線接続による音声通信セッション中にテレビ（４０
）をセルラ電話機（２０）と接続するための方法及び装
置が本明細書で説明される。例示の実施形態によれば、
テレビ（４０）は通信セッション中にセルラ電話機（２
０）用のハンズフリーのインタフェースとして機能する
。１つの実施形態では、テレビ（４０）は短距離無線送
受信機（４４）を介してセルラ電話機（２０）から着呼
通知を受信する。この着呼通知に応答して、テレビ（４
０）は音声出力とビデオ出力とのうちの少なくとも一方
を制御して、ユーザに着呼を通知する。ユーザがテレビ
（４０）に関連づけられる入力（５４、６０）を起動す
ると、無線ネットワーク（１２）は音声通信セッション
を確立する。音声通信セッション中に、セルラ電話機（
２０）はテレビ（４０）と無線ネットワーク（１２）と
の間で音による呼び出し信号の経路指定を行う。



(2) JP 2009-509400 A 2009.3.5

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホームシアタ装置（４０）であって、
　入力装置（５４、６０）と、
　無線ネットワーク（１２）において外部のモバイル通信装置（２０）と呼び出し信号を
交換する短距離無線送受信機（４４）と、
　前記短距離無線送受信機（４４）と動作可能なように接続される制御装置（４２）であ
って、受信した呼び出し信号に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の音声出力とビデ
オ出力とのうちの少なくとも一方を制御する前記制御装置（４２）と
を備えることを特徴とするホームシアタ装置（４０）。
【請求項２】
　前記呼び出し信号は、音による呼び出し信号を含み、
　前記制御装置（４２）は、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク（１
２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４０）
と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記音による呼び出し信号に応じて
、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも
一方を制御することを特徴とする請求項１に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項３】
　前記ホームシアタ装置（４０）のマイクロフォンの入力信号から生じるエコーを前記ハ
ンズフリーの音声通信セッション中に抑制するエコー抑制回路（５８）をさらに備えるこ
とを特徴とする請求項２に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項４】
　前記呼び出し信号は、映像による呼び出し信号を含み、
　前記制御装置（４２）は、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク（１
２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４０）
と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記映像による呼び出し信号に応じ
て、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくと
も一方を制御することを特徴とする請求項１に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項５】
　前記呼び出し信号は、呼制御信号を含むことを特徴とする請求項１に記載のホームシア
タ装置（４０）。
【請求項６】
　前記呼制御信号は、前記短距離無線送受信機（４４）側の前記モバイル通信装置（２０
）から受信される着呼通知を含むことを特徴とする請求項５に記載のホームシアタ装置（
４０）。
【請求項７】
　前記呼制御信号は、前記着呼通知に応じて、前記入力装置（５４、６０）側でのユーザ
入力に応じて生成される通話開始の応答信号を含み、
　前記短距離無線送受信機（４４）は、前記通話開始の応答信号を前記モバイル通信装置
（２０）へ送信することを特徴とする請求項６に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項８】
　前記呼び出し信号は、音による呼び出し信号を含み、
　前記制御装置（４２）は、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク（１
２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４０）
と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記音による呼び出し信号に応じて
、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも
一方を制御することを特徴とする請求項７に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項９】
　前記ホームシアタ装置（４０）のマイクロフォンの入力信号から生じるエコーを前記ハ
ンズフリーの音声通信セッション中に抑制するエコー抑制回路（５８）をさらに備えるこ
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とを特徴とする請求項８に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項１０】
　前記呼び出し信号は、映像による呼び出し信号を含み、
　前記制御装置（４２）は、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク（１
２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４０）
と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記映像による呼び出し信号に応じ
て、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくと
も一方を制御することを特徴とする請求項７に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項１１】
　前記呼制御信号は、前記モバイル通信装置（２０）側でのユーザ入力に応じて、前記短
距離無線送受信機（４４）を介して前記モバイル通信装置（２０）から受信される通話開
始の応答信号を含み、
　前記制御装置（４２）は、前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも一方を
、前記受信した通話開始の応答信号に応じて制御することを特徴とする請求項６に記載の
ホームシアタ装置（４０）。
【請求項１２】
　前記制御装置（４２）は、前記モバイル通信装置（２０）と前記無線ネットワーク（１
２）との間での音声通信セッション中に前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なく
とも一方を制御し続けることを特徴とする請求項１１に記載のホームシアタ装置（４０）
。
【請求項１３】
　前記制御装置（４２）は、前記ホームシアタ装置（４０）の無音化、前記ホームシアタ
装置（４０）の音量の低下、前記ホームシアタ装置（４０）での番組の中断、又は前記ホ
ームシアタ装置（４０）のスイッチの切断を行うことによって、前記ホームシアタ装置（
４０）の前記音声出力とビデオ出力とのうちの少なくとも一方を制御することを特徴とす
る請求項１１に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項１４】
　前記呼制御信号は、ユーザ入力に応じて生成される通話開始要求を含み、
　前記短距離無線送受信機（４４）は、前記通話開始要求を前記モバイル通信装置（２０
）へ送信することを特徴とする請求項５に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項１５】
　前記呼制御信号は、前記短距離無線送受信機（４４）を介して前記モバイル通信装置（
２０）から受信される通話経過信号を含み、
　前記制御装置（４２）は、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ
出力とのうちの少なくとも一方を、前記受信した通話経過信号に応じて制御することを特
徴とする請求項１４に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項１６】
　前記呼び出し信号は、音による呼び出し信号を含み、
　前記制御装置（４２）は、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク（１
２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４０）
と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記音による呼び出し信号に応じて
、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも
一方を制御することを特徴とする請求項１４に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項１７】
　前記ハンズフリーの音声通信セッション中に前記ホームシアタ装置（４０）のマイクロ
フォンの入力信号から生じるエコーを抑制するエコー抑制回路（５８）をさらに備えるこ
とを特徴とする請求項１６に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項１８】
　前記呼び出し信号は、映像による呼び出し信号を含み、
　前記制御装置（４２）は、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク（１
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２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４０）
と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記映像による呼び出し信号に応じ
て、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくと
も一方を制御することを特徴とする請求項１４に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項１９】
　前記入力装置（５４、６０）は、前記ホームシアタ装置（４０）上のコントロールパネ
ル（５４）と、前記ホームシアタ装置（４０）の外部にある遠隔制御装置（６０）とのう
ちの少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項１に記載のホームシアタ装置（４０）
。
【請求項２０】
　前記ホームシアタ装置（４０）は、テレビ（４０）を備えることを特徴とする請求項１
に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項２１】
　前記制御装置（４２）は、前記ホームシアタ装置（４０）の音量と、前記ホームシアタ
装置（４０）の電力と、前記受信した呼び出し信号に応じて前記ホームシアタ装置（４０
）に表示される番組とのうちの少なくとも１つを制御することを特徴とする請求項１に記
載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項２２】
　前記モバイル通信装置（２０）は、セルラ電話機（２０）を備えることを特徴とする請
求項１に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項２３】
　無線ネットワーク（１２）において、ホームシアタ装置（４０）と外部のモバイル通信
装置（２０）とを接続する方法であって、
　前記ホームシアタ装置（４０）の短距離無線送受信機（４４）を介して呼び出し信号を
前記モバイル通信装置（２０）と交換するステップと、
　受信した呼び出し信号に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の音声出力とビデオ出
力とのうちの少なくとも一方を制御するステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２４】
　前記呼び出し信号は、音による呼び出し信号を含み、
　前記制御ステップは、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク（１２）
との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４０）と前
記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記音による呼び出し信号に応じて、前
記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも一方
を制御するステップを含むことを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記ホームシアタ装置（４０）のマイクロフォンの入力信号から生じるエコーを前記ハ
ンズフリーの音声通信セッション中に抑制するステップをさらに含むことを特徴とする請
求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記呼び出し信号は、映像による呼び出し信号を含み、
　前記制御ステップは、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク（１２）
との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４０）と前
記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記映像による呼び出し信号に応じて、
前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも一
方を制御するステップを含むことを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２７】
　前記呼び出し信号は、呼制御信号を含むことを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２８】
　前記呼制御信号は、前記短距離無線送受信機（４４）側の前記モバイル通信装置（２０
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）からの着呼通知を含み、
　前記制御ステップは、前記着呼通知に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音
声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも一方を制御するステップを含むことを特徴
とする請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記呼制御信号は、前記着呼通知に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の入力装置
（５４、６０）において受信される入力に応じて生成される通話開始の応答信号を有する
ことを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記呼び出し信号は、音による呼び出し信号を含み、
　前記制御ステップは、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク（１２）
との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４０）と前
記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記音による呼び出し信号に応じて、前
記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも一方
を制御するステップを含むことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記ホームシアタ装置（４０）のマイクロフォンの入力信号から生じるエコーを前記ハ
ンズフリーの音声通信セッション中に抑制するステップをさらに含むことを特徴とする請
求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記呼び出し信号は、映像による呼び出し信号を含み、
　前記制御ステップは、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク（１２）
との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４０）と前
記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記映像による呼び出し信号に応じて、
前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも一
方を制御するステップを含むことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３３】
　前記モバイル通信装置（２０）側でのユーザ入力に応じて、前記短距離無線送受信機（
４４）を介して通話開始の応答信号を前記モバイル通信装置（２０）から受信するステッ
プと、
　前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも
一方を、前記受信した通話開始の応答信号に応じて制御するステップと
をさらに含むことを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３４】
　前記モバイル通信装置（２０）と前記無線ネットワーク（１２）との間での音声通信セ
ッション中に前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも一方を制御し続けるス
テップをさらに含むことを特徴とする請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記制御ステップは、前記ホームシアタ装置（４０）の無音化、前記ホームシアタ装置
（４０）の音量の低下、前記ホームシアタ装置（４０）の番組の中断、又は前記ホームシ
アタ装置（４０）のスイッチの切断を行うことによって、前記ホームシアタ装置（４０）
の前記音声出力とビデオ出力とのうちの少なくとも一方を制御するステップを含むことを
特徴とする請求項３３に記載の方法。
【請求項３６】
　前記呼制御信号は、ユーザ入力に応じて生成される通話開始要求を含むことを特徴とす
る請求項２７に記載の方法。
【請求項３７】
　前記呼制御信号は、前記短距離無線送受信機（４４）において前記モバイル通信装置（
２０）から受信される通話経過信号を含み、
　前記制御ステップは、前記受信される通話経過信号に応じて、前記ホームシアタ装置（
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４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも一方を制御するステップを
含むことを特徴とする請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記ユーザ入力は、前記ホームシアタ装置（４０）の入力装置（５４、６０）において
入力された電話番号を含むことを特徴とする請求項３６に記載の方法。
【請求項３９】
　前記ユーザ入力は、前記モバイル通信装置（２０）の入力装置（５４、６０）において
入力され、前記ホームシアタ装置（４０）の前記短距離無線送受信機（４４）側で受信さ
れる電話番号を含むことを特徴とする請求項３６に記載の方法。
【請求項４０】
　前記ユーザ入力は、前記ホームシアタ装置（４０）と前記モバイル通信装置（２０）と
のうちの一方の装置内のメモリ（３０、４３）から取り出される電話番号を含むことを特
徴とする請求項３６に記載の方法。
【請求項４１】
　前記呼び出し信号は、音による呼び出し信号を含み、
　前記制御ステップは、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク（１２）
との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４０）と前
記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記音による呼び出し信号に応じて、前
記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも一方
を制御するステップを含むことを特徴とする請求項３６に記載の方法。
【請求項４２】
　前記ホームシアタ装置（４０）のマイクロフォンの入力信号から生じるエコーを前記音
声通信セッション中に抑制するステップをさらに含むことを特徴とする請求項４１に記載
の方法。
【請求項４３】
　前記呼び出し信号は、映像による呼び出し信号を含み、
　前記制御ステップは、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク（１２）
との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４０）と前
記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記映像による呼び出し信号に応じて、
前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも一
方を制御するステップを含むことを特徴とする請求項３６に記載の方法。
【請求項４４】
　無線ネットワーク（１２）においてモバイル通信装置（２０）をホームシアタ装置（４
０）と接続する方法であって、
　前記モバイル通信装置（２０）の長距離無線送受信機で呼び出し信号を検出するステッ
プと、
　前記モバイル通信装置（２０）内の短距離無線送受信機（２４）を介して、前記モバイ
ル通信装置（２０）と前記ホームシアタ装置（４０）との間で前記呼び出し信号の経路指
定を行うステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項４５】
　前記呼び出し信号は、音による呼び出し信号を含み、
　前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク（１２）との間でのハンズフリ
ーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置４０と前記無線ネットワーク（１２
）との間で前記音による呼び出し信号の経路指定を行うステップをさらに含むことを特徴
とする請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記呼び出し信号は、映像による呼び出し信号を含み、
　前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク（１２）との間でのハンズフリ
ーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク（
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１２）との間で前記映像による呼び出し信号の経路指定を行うステップをさらに含むこと
を特徴とする請求項４４に記載の方法。
【請求項４７】
　前記呼び出し信号は、呼制御信号を含むことを特徴とする請求項４４に記載の方法。
【請求項４８】
　前記呼制御信号は、前記長距離無線送受信機で前記無線ネットワーク（１２）から受信
される着呼通知を含み、
　前記経路指定ステップは、前記短距離無線送受信機（２４）を介して前記着呼通知を前
記ホームシアタ装置（４０）へ送信するステップを含むことを特徴とする請求項４７に記
載の方法。
【請求項４９】
　前記呼制御信号は、前記短距離無線送受信機（２４）側で前記ホームシアタ装置（４０
）から受信される通話開始の応答信号を含み、
　前記通話開始の応答信号に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワ
ーク（１２）との間でのハンズフリーの音声通信セッションを前記モバイル通信装置（２
０）を介して確立するステップと、
　前記ハンズフリーの音声通信セッション中に、前記短距離無線インタフェースを通じて
、前記無線ネットワーク（１２）と前記ホームシアタ装置（４０）との間で前記呼び出し
信号の経路指定を行うステップと
をさらに含むことを特徴とする請求項４８に記載の方法。
【請求項５０】
　前記呼制御信号は、ユーザ入力に応じて生成される通話開始要求信号を有することを特
徴とする請求項４７に記載の方法。
【請求項５１】
　前記呼制御信号は、前記長距離無線送受信機で前記無線ネットワーク（１２）から受信
される通話経過信号を含み、
前記経路指定ステップは、前記短距離無線送受信機（２４）を介して前記通話経過信号を
前記ホームシアタ装置（４０）へ送信するステップを含むことを特徴とする請求項５０に
記載の方法。
【請求項５２】
　前記ユーザ入力は、前記ホームシアタ装置（４０）の入力装置（５４、６０）において
入力される電話番号を含むことを特徴とする請求項５０に記載の方法。
【請求項５３】
　前記ユーザ入力は、前記モバイル通信装置（２０）の入力装置（５４、６０）において
入力され、次いで、前記ホームシアタ装置（４０）の前記短距離無線送受信機（４４）側
で受信される電話番号を含むことを特徴とする請求項５０に記載の方法。
【請求項５４】
　前記ユーザ入力は、前記ホームシアタ装置（４０）と前記モバイル通信装置（２０）と
のうちの一方の装置内のメモリ（３０、４３）から取り出される電話番号を含むことを特
徴とする請求項５０に記載の方法。
【請求項５５】
　前記呼制御信号は、前記短距離無線送受信機（２４）側で前記ホームシアタ装置（４０
）から受信される通話開始の応答信号を含み、
　前記通話開始の応答信号に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワ
ーク（１２）との間での音声通信セッションを前記モバイル通信装置（２０）を介して確
立するステップと、
　前記音声通信セッション中に、前記短距離無線インタフェースを通じて、前記無線ネッ
トワーク（１２）と前記ホームシアタ装置（４０）との間で前記呼び出し信号の経路指定
を行うステップと
をさらに含むことを特徴とする請求項５０に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に無線ネットワークでの無線通信に関し、特に、ホームシアタ装置と同時
に使用するモバイル通信装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　セルラ電話機の人気に起因して、個人では、家にいるときでさえ主な通信装置として自
分のセルラ電話機を使用することが多い。しかし、着呼により電話機の呼出音が鳴った場
合に、セルラ電話機は、家の中のどの場所にも存在し得る。ユーザがこの電話機の近くに
いなかった場合、ユーザは着信音が聞えないために着呼を取り逃すことがある。さらに、
テレビを見ている最中は、テレビの音量に妨げられて着呼に関連する着信音がユーザに聞
えないこともある。
【０００３】
　さらに、セルラ電話機は長時間の通話用としては使いづらいことが多い。この問題を解
決するために、セルラ電話機の中には、手を使わないですむハンズフリー機能、即ち、ス
ピーカ・フォン機能が含まれているものもある。しかし、セルラ電話機により使用される
スピーカのサイズに起因して、スピーカ・フォンとしてセルラ電話機を使用している間に
交換される音声信号の品質には限界がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、モバイル通信装置用のハンズフリーのインタフェースとして、テレビのよう
なホームシアタ装置を利用することによって、上述の問題の少なくともいくつかを解決す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　１つの実施形態によれば、ホームシアタ装置の短距離無線送受信機は、モバイル通信装
置と呼び出し信号の交換を行う。これらの呼び出し信号に応じて、ホームシアタ装置内の
制御装置は、当該ホームシアタ装置の音声出力とビデオ出力とのうちの少なくとも一方を
制御する。
【０００６】
　１つの例示の実施形態では、呼び出し信号は、モバイル通信装置側での着呼通知のよう
な呼制御信号を含んでもよい。モバイル通信装置は、短距離無線送受信機を介してこの着
呼通知をホームシアタ装置へルーティング（経路指定）する。着呼通知に応じて、ホーム
シアタ装置は、当該ホームシアタ装置の音声出力とビデオ出力とのうちの少なくとも一方
を制御して、ユーザに着呼を通知する。例えば、ホームシアタ装置は、通知信号に応じて
、ビデオメッセージの表示と耳に聞える着信音の生成との少なくともいずれかを行っても
よい。その結果、ユーザは、モバイル通信装置までの距離と、ホームシアタ装置の音量と
の少なくともいずれかによって妨げられてモバイル通信装置の音がユーザに聞えなくなる
ときでさえ、着呼通知を受け取ることになる。
【０００７】
　ユーザは、着呼通知を受け取るとすぐに、モバイル通信装置か又はホームシアタ装置か
のいずれかを用いて通話開始の応答信号を生成することによりこの着呼に応答する。モバ
イル通信装置を用いてユーザが着呼に応答すると、無線ネットワークはモバイル通信装置
と無線ネットワークとの間で音声通信セッションを確立する。ホームシアタ装置を用いて
着呼に応答するために、ユーザはホームシアタ装置に入力を行う。次いで、モバイル通信
装置は、音による呼び出し信号と映像による呼び出し信号の少なくともいずれかの呼び出
し信号の経路指定をホームシアタ装置と無線ネットワークとの間で行い、ホームシアタ装
置と無線ネットワークとの間でハンズフリーの音声通信セッションを確立する。
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【０００８】
　他の例示の実施形態によれば、上記呼び出し信号はユーザ入力に応じて生成される通話
開始要求信号を含んでもよい。当該実施形態では、ユーザは、電話番号などの連絡先情報
をホームシアタ装置に与えることにより外部への呼を送る。次いで、ホームシアタ装置は
この与えられた連絡先情報に基づいて通話開始要求信号を生成し、短距離無線送受信機を
介してこの通話開始要求信号をモバイル通信装置へ提供し、無線ネットワークとの当該呼
をモバイル通信装置に送信させる。呼が接続した後に、モバイル通信装置は、音による呼
び出し信号と映像による呼び出し信号の少なくともいずれかの呼び出し信号の経路指定を
ホームシアタ装置と無線ネットワークとの間で行い、ホームシアタ装置と無線ネットワー
クとの間でハンズフリーの音声通信セッションを確立する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１は、本発明に関連する例示の無線システム１０を示す図である。無線システム１０
は、無線ネットワーク１２、少なくとも１つのセルラ電話機２０、テレビ放送受信機（テ
レビ）４０、及び当該テレビ４０用のオプションのリモートコントロール装置６０を含む
。セルラ電話機２０は、任意の公知の無線接続規格に準拠する長距離無線インタフェース
を通じて無線ネットワーク１２と通信を行う。例えば、セルラ電話機２０は、ＣＤＭＡ（
符号分割多元接続）、ＴＤＭＡ（時分割多元接続）、ＧＳＭ（モバイル通信用広域システ
ム）、ＷＣＤＭＡ、（広帯域ＣＤＭＡ）、ＦＤＭＡ（周波数分割多元接続）などを用いて
無線ネットワーク１２と通信を行うことができる。さらに、セルラ電話機２０は、任意の
公知の短距離無線インタフェース、即ち、赤外線インタフェース、ブルートゥース（登録
商標）インタフェース、８０２．１１インタフェースなどを通じてテレビ４０と通信を行
う。
【００１０】
　図２及び図３はそれぞれ、本発明に係る例示のセルラ電話機２０及びテレビ４０を例示
する図である。図２に示すように、セルラ電話機２０は、モバイルコントローラ（制御装
置）２２、短距離無線送受信機２４、長距離無線送受信機２６、ユーザインタフェース２
８、及びメモリ３０を含む。短距離無線送受信機２４は、セルラ電話機２０をテレビ４０
などの遠隔ホームシアタ装置と接続し、一方で、長距離無線送受信機２６は、上述したよ
うに、セルラ電話機２０を無線ネットワーク２６と接続する。モバイルコントローラ（制
御装置）２２は、メモリ３０に格納されているプログラムと、ユーザがユーザインタフェ
ース２８を介して与える命令とに応じてセルラ電話機２０の動作を制御する。さらに、モ
バイルコントローラ２２は、テレビ４０から受信した信号に応じて、及び、テレビ４０用
の無線ネットワーク１２から受信した信号に応じて、セルラ電話機２０の動作を制御する
。これについては以下で詳細に説明する。
【００１１】
　図３に示すように、テレビ４０は、ケーブルインタフェース、ＤＶＤプレーヤインタフ
ェースなどのような娯楽用インタフェース４１、テレビ用コントローラ（制御装置）４２
、メモリ４３、短距離無線送受信機４４、ユーザインタフェース４６、及びエコー抑制器
５８を含む。ユーザインタフェース４６は、ビデオ番組をユーザに表示する表示装置４８
、音声内容をユーザに伝えるスピーカ５２、及びテレビ４０のハウジングに設けられたオ
プションのコントロールパネル５４を備える。このコントロールパネル５４は、チャネル
、音量、電源などのようないくつかのテレビ機能を制御するものである。さらに、当業者
に良く理解されているように、ユーザインタフェース４６は、テレビ４０をリモートコン
トロール装置６０と接続する遠隔制御用インタフェース５６を含んでもよい。また、ユー
ザインタフェース４６は、マイク５０を含んでもよい。これについては以下で詳細に説明
する。
【００１２】
　テレビ用コントローラ４２は、メモリ４３に格納されているプログラムと、ユーザがユ
ーザインタフェース４６を介して与える命令とに応じてテレビ４０の動作を制御する。さ
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らに、テレビ用コントローラ４２は、短距離無線送受信機４４側でセルラ電話機２０から
受信した信号に応じて、テレビ４０の音声出力と、ビデオ出力と、マイク出力との少なく
ともいずれかの出力を制御する。これについては以下で詳細に説明する。
【００１３】
　図４に示す１つの例示の実施形態によれば、テレビ４０は、ユーザとセルラ電話機２０
との間のハンズフリーのインタフェースとして機能する。したがって、テレビ４０は、呼
び出し信号をセルラ電話機２０と交換する。テレビ用コントローラ４２は、セルラ電話機
２０から受信した呼び出し信号に応じて、テレビ４０の音声出力とビデオ出力との少なく
ともいずれかの出力を制御する。本明細書で使用されているように、呼び出し信号は、任
意の呼制御信号と、無線通信に関連づけられる音声／ビデオによる呼び出し信号との少な
くともいずれかを含んでもよい。
【００１４】
　他の例示の実施形態によれば、テレビ４０は、遠隔の相手先からの着呼をユーザへ通知
するためのセルラ電話機２０の拡張装置として機能する。より詳細には、図５Ａに示すよ
うに、無線ネットワーク１２がセルラ電話機２０に着呼を通知すると、セルラ電話機２０
は、呼制御信号、即ち、着呼通知を生成し、これをテレビ４０へ送信する。この着呼通知
に応じて、テレビ４０は、当該テレビ４０の音声出力とビデオ出力との少なくともいずれ
かを制御して、ユーザに着呼を通知する。
【００１５】
　着呼に応答するために、ユーザは、コントロールパネル５４又はリモートコントロール
装置６０を介してテレビ４０への入力を行うことにより、通話開始の応答信号などの他の
呼制御信号をセルラ電話機２０へ送信する。図５Ｂに示すように、セルラ電話機２０は長
距離無線送受信機２６を介して通話開始の応答信号を無線ネットワーク１２へ転送する。
この通話開始の応答信号に応じて、無線ネットワーク１２は音声通信セッションを確立す
る。図５Ｃに示すように、無線ネットワーク１２が音声通信セッションを確立した後に、
セルラ電話機２０は、テレビ４０と無線ネットワーク１２との間で音による呼び出し信号
と映像による呼び出し信号との少なくともいずれかの経路指定を行う。以下では、本発明
の通知処理、応答処理、及び音声通信セッション処理のさらなる詳細について説明する。
【００１６】
　上述したように、テレビ用コントローラ４２は、着呼通知に応じて音声とビデオの少な
くともいずれかによるテレビ出力４０を制御する。１つの実施形態によれば、テレビ用コ
ントローラ４２は、表示装置４８の出力信号を制御して、着呼通知に応じてビデオによる
通知信号を表示する。このビデオによる通知信号は、ユーザに着呼を通知するための、テ
キストメッセージ、アイコン画像などの任意の種類のビデオ信号を含むものであってもよ
い。テレビ用コントローラ４２は、表示装置４８を制御して、現在のビデオ出力に割り込
みをかけ、ビデオによる通知信号を表示することができる。上記とは別に、テレビ用コン
トローラ４２は、表示装置４８の底部に沿うような又は表示装置４８のコーナ部分におけ
るような表示装置４８の小さな部分にこのビデオによる通知信号を表示することによって
、当該ビデオによる通知信号を現在のビデオ出力とオーバラップさせることも可能である
。
【００１７】
　上記とは別に、又は、上記に加えて、テレビ用コントローラ４２は、スピーカ５２の出
力信号を制御して、着呼通知に応じて音声による通知信号を生成することも可能である。
この音声による通知信号は、着信音、音声による通知などを含む任意の種類の音声信号で
あって、着呼をユーザに通知するテレビ又はネットワークにより生成された任意の種類の
音声信号を含むものであってもよい。さらに、テレビ用コントローラ４２は、ユーザが音
声による通知信号をより良く聞けるようにプログラムすることにより、テレビの音量の低
下と、テレビの音声出力の無音化との少なくともいずれかを行うことができる。
【００１８】
　ユーザは、リモートコントロール装置６０を通じてテレビ４０へ入力を行うことにより
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、音声／ビデオによる通知出力に応答することも可能である。例えば、ユーザは、リモー
トコントロール装置６０に設けられたコントロールボタンを起動して、着呼に応答するよ
うにしてもよい。上記とは別に、ユーザはコントロールボタンを起動して、着呼を無視し
、それによって、音声／ビデオによる通知を停止することもできる。リモートコントロー
ル装置６０は、本発明の電話機能用の応答、切断、無視などを示す特定の制御ボタンを含
むものであってもよい。上記とは別に、リモートコントロール装置６０に設けられている
従来の制御ボタンをプログラムして、テレビ４０の動作モードに基づいて特定の機能を実
現することもできる。例えば、リモートコントロールの数字キーパッドによる制御ボタン
は、テレビ４０がテレビモードの場合には、チャネルを変えることができる。また、テレ
ビ４０が電話モードの場合には、電話制御ボタンとして機能することができる。上述の説
明は、着呼に応答するためにリモートコントロール装置６０を使用する場合について説明
したものであるが、上記とは別にユーザがコントロールパネル５４を使用することも可能
であることは理解できよう。
【００１９】
　ユーザが通知に応答する場合、テレビ用コントローラ４２は、音声／ビデオによる通知
出力を取り消し、通話開始の応答信号をセルラ電話機２０へ送信する。これに応じて、モ
バイルコントローラ２２は、通話開始の応答信号を無線ネットワーク１２へ送信して、遠
隔の相手先と音声通信セッションを確立する。この音声通信セッション中に、モバイルコ
ントローラ２２は、短距離無線送受信機２４、４４を介して無線ネットワーク１２とテレ
ビ４０との間で音による呼び出し信号の経路指定を行う。これに応じて、テレビ用コント
ローラ４２は、受信した音による呼び出し信号を処理し、この処理済みの信号をスピーカ
５２へ送信して、遠隔の相手先からユーザへの音声出力を生成する。さらに、ユーザはテ
レビ４０内のマイク５０へ音声入力を行う。テレビ用コントローラ４２はこの音声入力を
処理し、短距離無線送受信機４４を介して音声入力をセルラ電話機２０へ送信する。これ
により、テレビ４０は音声通信セッション中にハンズフリーの音声通信を提供することに
なる。上記に明示的には述べられていないが、セルラ電話機２０は、ハンズフリーの通信
セッション中に無線ネットワーク１２とテレビ４０との間で映像による呼び出し信号の経
路指定を行うことも可能であることは理解できよう。
【００２０】
　マイク５０が、音声入力信号に加えてスピーカからの出力信号をピックアップする場合
があることに起因して、望ましくないエコー信号がマイク５０からの出力の中に含まれる
ことがある。そのため、テレビ４０はエコー抑制器５８を備えてもよい。このエコー抑制
器５８は、テレビ用コントローラ４２がマイクからの出力信号をセルラ電話機２０へ送信
する前に、マイクロフォンからの出力に起因するエコー信号を抑制するためのものである
。エコー抑制器５８は、任意の公知の手段に従ってマイクロフォンからの出力に起因する
エコーを抑制することができる。このエコー抑制は公知のものであるため、これについて
は本明細書ではこれ以上説明しない。しかし、テレビ４０がセルラ電話機２０用のハンズ
フリーのインタフェースとして機能しているときは常にテレビ４０がエコー抑制器５８を
使用できることが理解できよう。
【００２１】
　他の例示の実施形態によれば、ユーザは、テレビ４０の代わりにセルラ電話機２０を用
いて着呼に応答することができる。この実施形態の場合、図６Ａに示すように、セルラ電
話機２０はテレビ４０をそのまま使用して、遠隔の相手先からの着呼をユーザに通知する
。しかし、この実施形態によれば、ユーザは、セルラ電話機２０へ直接入力を行うことに
より着呼に応答する。このユーザ入力に応じて、セルラ電話機２０は、通話開始の応答信
号を生成し、長距離無線送受信機２６を介して通話開始の応答信号を無線ネットワーク１
２へ送信する。さらに、図６Ｂに示すように、セルラ電話機２０は、呼制御信号をテレビ
４０へ送信して、音声とビデオとの少なくともいずれかによりテレビ出力４０をさらに制
御することも可能である。図６Ｃに示すように、無線ネットワーク１２がユーザと遠隔の
相手先との間で音声通信セッションを確立した後、セルラ電話機２０は無線ネットワーク
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１２と音による呼び出し信号を交換する。
【００２２】
　上述したように、セルラ電話機２０は、音声通信セッション中にテレビ４０の音声出力
をさらに制御してもよい。例えば、通話開始の応答信号を生成した後に、モバイルコント
ローラ２２は、呼制御信号をテレビ用コントローラ４２へ送信して、テレビ４０の音量の
低下や、無音化を行って、通話中、ビデオ番組の中断と、テレビ４０のスイッチの切断と
の少なくともいずれかを行うことができる。また、呼制御信号は、スピーカ５２と表示装
置４８の元の出力を再開して、ユーザが通話をしている間、他の視聴者がビデオ番組を引
き続き楽しめるようにすることも可能である。上記とは別に、テレビ用コントローラ４２
は、予め構成された設定値に基づいて音声出力を独立に制御することも可能である。
【００２３】
　上記の説明は、無線ネットワーク１２からの着呼に対応してセルラ電話機２０をテレビ
４と接続することについて説明するものである。しかし、図７Ａ乃至図７Ｃに示すように
、本発明は外部への呼に対しても適用される。この実施形態によれば、ユーザは、無線ネ
ットワーク１２を通じて行う音声通信セッションを、テレビ４０を介して要求する。無線
ネットワーク１２がこの要求された音声通信セッションを確立した後に、モバイルコント
ローラ２２は、上述したように、テレビ４０と無線ネットワーク１２との間で音による呼
び出し信号の経路指定を行う。
【００２４】
　特に、ユーザは、リモコン６０を使用して、電話番号、氏名などのような外部への呼情
報をテレビ４０へ提供する。また、ユーザは、リモコン６０を使用して、テレビ４０内の
メモリから又はセルラ電話機２０内のメモリから外部への呼情報を取り出すことも可能で
ある。いずれにせよ、テレビ用コントローラ４２は、テレビ入力に与えられる外部への呼
情報に応答して通話開始要求信号を生成し、次いで、短距離無線送受信機４４を介して通
話開始要求信号をセルラ電話機２０へ転送する。これに応じて、図７Ａに示すように、セ
ルラ電話機２０内のモバイルコントローラ２２は、長距離無線送受信機２６を介して通話
開始要求信号を無線ネットワーク１２へ送信する。これに応じて、無線ネットワーク１２
は、通話経過信号、即ち、リングバック信号、話中信号などをセルラ電話機２０へ送信す
る。図７Ｂに示すように、モバイルコントローラ２２は、受信した通話経過信号に基づい
て呼制御信号を生成し、次いで、当該呼制御信号をテレビ４０へ送信する。次いで、テレ
ビ用コントローラ４２は受信した制御信号に応じて音声出力を制御する。例えば、テレビ
用コントローラ４２は、音声出力を制御して、スピーカ５２側でリングバックトーンを生
成することも可能である。上述したように、そして、図７Ｃに示すように、遠隔の相手先
がこの呼に応答した場合、無線ネットワーク１２はハンズフリーの音声通信セッションを
確立し、モバイルコントローラ２２は無線ネットワーク１２とテレビ４０との間で音によ
る呼び出し信号の経路指定を行う。マイクロフォンからの出力時のエコーを低減するため
に、ハンズフリーの音声通信セッションはエコー抑制器５８を使用することも可能である
。
【００２５】
　ユーザとセルラ電話機２０との間のインタフェースとしてのテレビ４０の利用について
上記に説明した。たとえユーザがセルラ電話機２０により生成された通知を聞いたり、見
たりすることができない場合であっても、この種類のインタフェースによって、ユーザは
着呼通知を受け取ることが可能となる。さらに、上記種類のインタフェースによって、ユ
ーザはハンズフリーの通信装置としてテレビ４０を用いて、電話の発呼を行い、着呼を受
け取ることが可能となる。さらに、この種類のインタフェースによって、ユーザは、通話
がどのように開始されるかにかかわらず、ハンズフリーの通信用スピーカ・フォンとして
テレビ４０を利用することが可能となる。
【００２６】
　さらに、上記の説明は、テレビ４０が音声による出力と入力とを音声通信セッション中
に受信することを述べたものにすぎないが、本発明はこれに限定されるものではない。例
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加の呼情報又はセルラ電話情報をユーザへ伝えてもよい。さらに、ユーザは、音声通信セ
ッション中に、コントロールパネル５４又はリモートコントロール装置６０の音量制御機
能を用いて音声出力の音量を制御してもよい。さらにまた、セルラ電話機２０は、上記に
加えて、又は、上記とは別に、ハンズフリーの通信セッション中に無線ネットワーク１２
とテレビ４０との間で映像による呼び出し信号の経路指定を行うことも可能であることが
理解できよう。
【００２７】
　上記の説明はテレビ４０とセルラ電話機２０という点から本発明について説明したもの
であるが、当業者であれば理解できるように、本発明は、任意のモバイル通信装置やホー
ムシアタ装置にも適用されるものである。例えば、本発明は携帯情報端末や、ページャ又
は他のモバイル通信装置についても適用が可能である。さらに、本発明は、パーソナルコ
ンピュータ、携帯用ＤＶＤプレーヤ、ホームシアタシステム、又は他のホームシアタ装置
についても適用される。
【００２８】
　本発明は、その本質的特徴から逸脱しない範囲において、本明細書に具体的に記載した
方法以外の方法でも実施可能であることは言うまでもない。本実施形態は、いかなる点に
おいても、例示にすぎず、本発明を限定するものではなく、添付した請求項の意味する範
囲及びそれと均等の範囲に入るすべての変更は、その中に包含されることが意図されてい
る。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の１つの例示的な実施形態に係る無線システムを示す図である。
【図２】図１の無線システムにおける１つの例示のモバイル通信装置を示すブロック図で
ある。
【図３】図１の無線システムにおける１つの例示のビデオ装置を示すブロック図である。
【図４】本発明の１つの実施形態に係る処理を示す図である。
【図５Ａ】、
【図５Ｂ】、
【図５Ｃ】本発明の１つの実施形態に係る処理を示す図である。
【図６Ａ】、
【図６Ｂ】、
【図６Ｃ】本発明の他の実施形態に係る処理を示す図である。
【図７Ａ】、
【図７Ｂ】、
【図７Ｃ】本発明の他の実施形態に係る処理を示す図である。
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【図５Ｃ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図７Ｃ】
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【手続補正書】
【提出日】平成19年6月6日(2007.6.6)
【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】
　ホームシアタ装置（４０）であって、
　入力装置（５４、６０）と、
　無線ネットワーク（１２）において外部のモバイル通信装置（２０）と呼び出し信号を
交換する短距離無線送受信機（４４）と、
　前記短距離無線送受信機（４４）と動作可能なように接続される制御装置（４２）であ
って、受信した呼び出し信号に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の音声出力とビデ
オ出力とのうちの少なくとも一方を、前記ホームシアタ装置（４０）のプログラムを消音
させるか、前記ホームシアタ装置（４０）の前記プログラムの音量を低下させるか、前記
ホームシアタ装置（４０）の前記プログラムを中断させるか、又は、前記ホームシアタ装
置（４０）の電源を落とさせるかによって、制御する前記制御装置（４２）と
を備えることを特徴とするホームシアタ装置（４０）。
【請求項２】
　前記呼び出し信号は、音による呼び出し信号を含み、
　前記制御装置（４２）は、さらに、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワ
ーク（１２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置
（４０）と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記音による呼び出し信号
に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少
なくとも一方を制御することを特徴とする請求項１に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項３】
　前記ホームシアタ装置（４０）のマイクロフォンの入力信号から生じるエコーを前記ハ
ンズフリーの音声通信セッション中に抑制するエコー抑制回路（５８）をさらに備えるこ
とを特徴とする請求項２に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項４】
　前記呼び出し信号は、映像による呼び出し信号を含み、
　前記制御装置（４２）は、さらに、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワ
ーク（１２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置
（４０）と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記映像による呼び出し信
号に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの
少なくとも一方を制御することを特徴とする請求項１に記載のホームシアタ装置（４０）
。
【請求項５】
　前記呼び出し信号は、呼制御信号を含むことを特徴とする請求項１に記載のホームシア
タ装置（４０）。
【請求項６】
　前記呼制御信号は、前記短距離無線送受信機（４４）側の前記モバイル通信装置（２０
）から受信される着呼通知を含むことを特徴とする請求項５に記載のホームシアタ装置（
４０）。
【請求項７】
　前記呼制御信号は、前記着呼通知に応じて、前記入力装置（５４、６０）側でのユーザ
入力に応じて生成される通話開始の応答信号を含み、
　前記短距離無線送受信機（４４）は、前記通話開始の応答信号を前記モバイル通信装置
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（２０）へ送信することを特徴とする請求項６に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項８】
　前記呼び出し信号は、音による呼び出し信号を含み、
　前記制御装置（４２）は、さらに、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワ
ーク（１２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置
（４０）と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記音による呼び出し信号
に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少
なくとも一方を制御することを特徴とする請求項７に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項９】
　前記ホームシアタ装置（４０）のマイクロフォンの入力信号から生じるエコーを前記ハ
ンズフリーの音声通信セッション中に抑制するエコー抑制回路（５８）をさらに備えるこ
とを特徴とする請求項８に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項１０】
　前記呼び出し信号は、映像による呼び出し信号を含み、
　前記制御装置（４２）は、さらに、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワ
ーク（１２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置
（４０）と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記映像による呼び出し信
号に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの
少なくとも一方を制御することを特徴とする請求項７に記載のホームシアタ装置（４０）
。
【請求項１１】
　前記呼制御信号は、前記モバイル通信装置（２０）側でのユーザ入力に応じて、前記短
距離無線送受信機（４４）を介して前記モバイル通信装置（２０）から受信される通話開
始の応答信号を含み、
　前記制御装置（４２）は、前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも一方を
、前記受信した通話開始の応答信号に応じて制御することを特徴とする請求項６に記載の
ホームシアタ装置（４０）。
【請求項１２】
　前記制御装置（４２）は、前記モバイル通信装置（２０）と前記無線ネットワーク（１
２）との間での音声通信セッション中に前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なく
とも一方を制御し続けることを特徴とする請求項１１に記載のホームシアタ装置（４０）
。
【請求項１３】
　前記呼制御信号は、ユーザ入力に応じて生成される通話開始要求を含み、
　前記短距離無線送受信機（４４）は、前記通話開始要求を前記モバイル通信装置（２０
）へ送信することを特徴とする請求項５に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項１４】
　前記呼制御信号は、前記短距離無線送受信機（４４）を介して前記モバイル通信装置（
２０）から受信される通話経過信号を含み、
　前記制御装置（４２）は、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ
出力とのうちの少なくとも一方を、前記受信した通話経過信号に応じて制御することを特
徴とする請求項１３に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項１５】
　前記呼び出し信号は、音による呼び出し信号を含み、
　前記制御装置（４２）は、さらに、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワ
ーク（１２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置
（４０）と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記音による呼び出し信号
に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少
なくとも一方を制御することを特徴とする請求項１３に記載のホームシアタ装置（４０）
。
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【請求項１６】
　前記ハンズフリーの音声通信セッション中に前記ホームシアタ装置（４０）のマイクロ
フォンの入力信号から生じるエコーを抑制するエコー抑制回路（５８）をさらに備えるこ
とを特徴とする請求項１５に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項１７】
　前記呼び出し信号は、映像による呼び出し信号を含み、
　前記制御装置（４２）は、さらに、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワ
ーク（１２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置
（４０）と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記映像による呼び出し信
号に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの
少なくとも一方を制御することを特徴とする請求項１３に記載のホームシアタ装置（４０
）。
【請求項１８】
　前記入力装置（５４、６０）は、前記ホームシアタ装置（４０）上のコントロールパネ
ル（５４）と、前記ホームシアタ装置（４０）の外部にある遠隔制御装置（６０）とのう
ちの少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項１に記載のホームシアタ装置（４０）
。
【請求項１９】
　前記ホームシアタ装置（４０）は、テレビ（４０）を備えることを特徴とする請求項１
に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項２０】
　前記制御装置（４２）は、前記ホームシアタ装置（４０）の音量と、前記ホームシアタ
装置（４０）の電力と、前記受信した呼び出し信号に応じて前記ホームシアタ装置（４０
）に表示される番組とのうちの少なくとも１つを制御することを特徴とする請求項１に記
載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項２１】
　前記モバイル通信装置（２０）は、セルラ電話機（２０）を備えることを特徴とする請
求項１に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項２２】
　無線ネットワーク（１２）において、ホームシアタ装置（４０）と外部のモバイル通信
装置（２０）とを接続する方法であって、
　前記ホームシアタ装置（４０）の短距離無線送受信機（４４）を介して呼び出し信号を
前記モバイル通信装置（２０）と交換するステップと、
　受信した呼び出し信号に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の音声出力とビデオ出
力とのうちの少なくとも一方を、前記ホームシアタ装置（４０）のプログラムを消音させ
るか、前記ホームシアタ装置（４０）の前記プログラムの音量を低下させるか、前記ホー
ムシアタ装置（４０）の前記プログラムを中断させるか、又は、前記ホームシアタ装置（
４０）の電源を落とさせるかによって、制御するステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２３】
　前記呼び出し信号は、音による呼び出し信号を含み、
　前記制御ステップは、さらに、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク
（１２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４
０）と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記音による呼び出し信号に応
じて、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なく
とも一方を制御するステップを含むことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ホームシアタ装置（４０）のマイクロフォンの入力信号から生じるエコーを前記ハ
ンズフリーの音声通信セッション中に抑制するステップをさらに含むことを特徴とする請
求項２３に記載の方法。
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【請求項２５】
　前記呼び出し信号は、映像による呼び出し信号を含み、
　前記制御ステップは、さらに、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク
（１２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４
０）と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記映像による呼び出し信号に
応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少な
くとも一方を制御するステップを含むことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２６】
　前記呼び出し信号は、呼制御信号を含むことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２７】
　前記呼制御信号は、前記短距離無線送受信機（４４）側の前記モバイル通信装置（２０
）からの着呼通知を含み、
　前記制御ステップは、前記着呼通知に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音
声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも一方を制御するステップを含むことを特徴
とする請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記呼制御信号は、前記着呼通知に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の入力装置
（５４、６０）において受信される入力に応じて生成される通話開始の応答信号を有する
ことを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記呼び出し信号は、音による呼び出し信号を含み、
　前記制御ステップは、さらに、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク
（１２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４
０）と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記音による呼び出し信号に応
じて、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なく
とも一方を制御するステップを含むことを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記ホームシアタ装置（４０）のマイクロフォンの入力信号から生じるエコーを前記ハ
ンズフリーの音声通信セッション中に抑制するステップをさらに含むことを特徴とする請
求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記呼び出し信号は、映像による呼び出し信号を含み、
　前記制御ステップは、さらに、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク
（１２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４
０）と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記映像による呼び出し信号に
応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少な
くとも一方を制御するステップを含むことを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３２】
　前記モバイル通信装置（２０）側でのユーザ入力に応じて、前記短距離無線送受信機（
４４）を介して通話開始の応答信号を前記モバイル通信装置（２０）から受信するステッ
プと、
　前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも
一方を、前記受信した通話開始の応答信号に応じて制御するステップと
をさらに含むことを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項３３】
　前記モバイル通信装置（２０）と前記無線ネットワーク（１２）との間での音声通信セ
ッション中に前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも一方を制御し続けるス
テップをさらに含むことを特徴とする請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記呼制御信号は、ユーザ入力に応じて生成される通話開始要求を含むことを特徴とす
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る請求項２６に記載の方法。
【請求項３５】
　前記呼制御信号は、前記短距離無線送受信機（４４）において前記モバイル通信装置（
２０）から受信される通話経過信号を含み、
　前記制御ステップは、前記受信される通話経過信号に応じて、前記ホームシアタ装置（
４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも一方を制御するステップを
含むことを特徴とする請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記ユーザ入力は、前記ホームシアタ装置（４０）の入力装置（５４、６０）において
入力された電話番号を含むことを特徴とする請求項３４に記載の方法。
【請求項３７】
　前記ユーザ入力は、前記モバイル通信装置（２０）の入力装置（５４、６０）において
入力され、前記ホームシアタ装置（４０）の前記短距離無線送受信機（４４）側で受信さ
れる電話番号を含むことを特徴とする請求項３４に記載の方法。
【請求項３８】
　前記ユーザ入力は、前記ホームシアタ装置（４０）と前記モバイル通信装置（２０）と
のうちの一方の装置内のメモリ（３０、４３）から取り出される電話番号を含むことを特
徴とする請求項３４に記載の方法。
【請求項３９】
　前記呼び出し信号は、音による呼び出し信号を含み、
　前記制御ステップは、さらに、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク
（１２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４
０）と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記音による呼び出し信号に応
じて、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なく
とも一方を制御するステップを含むことを特徴とする請求項３４に記載の方法。
【請求項４０】
　前記ホームシアタ装置（４０）のマイクロフォンの入力信号から生じるエコーを前記音
声通信セッション中に抑制するステップをさらに含むことを特徴とする請求項３９に記載
の方法。
【請求項４１】
　前記呼び出し信号は、映像による呼び出し信号を含み、
　前記制御ステップは、さらに、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク
（１２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４
０）と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記映像による呼び出し信号に
応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少な
くとも一方を制御するステップを含むことを特徴とする請求項３４に記載の方法。
【請求項４２】
　無線ネットワーク（１２）においてモバイル通信装置（２０）をホームシアタ装置（４
０）と接続する方法であって、
　前記モバイル通信装置（２０）の長距離無線送受信機で呼び出し信号を検出するステッ
プと、
　前記モバイル通信装置（２０）内の短距離無線送受信機（２４）を介して、前記モバイ
ル通信装置（２０）と前記ホームシアタ装置（４０）との間で前記呼び出し信号の経路指
定を行うステップと、
　前記呼び出し信号に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の音声出力及びビデオ出力
のうちの少なくとも一方を、前記ホームシアタ装置（４０）のプログラムを消音させるか
、前記ホームシアタ装置（４０）の前記プログラムの音量を低下させるか、前記ホームシ
アタ装置（４０）の前記プログラムを中断させるか、又は、前記ホームシアタ装置（４０
）の電源を落とさせるために呼制御信号を前記ホームシアタ装置（４０）に経路指定する
ことによって、制御するステップと
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を含むことを特徴とする方法。
【請求項４３】
　前記呼び出し信号は、音による呼び出し信号を含み、
　前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク（１２）との間でのハンズフリ
ーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置４０と前記無線ネットワーク（１２
）との間で前記音による呼び出し信号の経路指定を行うステップをさらに含むことを特徴
とする請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記呼び出し信号は、映像による呼び出し信号を含み、
　前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク（１２）との間でのハンズフリ
ーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク（
１２）との間で前記映像による呼び出し信号の経路指定を行うステップをさらに含むこと
を特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項４５】
　前記呼び出し信号は、呼制御信号を含むことを特徴とする請求項４２に記載の方法。
【請求項４６】
　前記呼制御信号は、前記長距離無線送受信機で前記無線ネットワーク（１２）から受信
される着呼通知を含み、
　前記経路指定ステップは、前記短距離無線送受信機（２４）を介して前記着呼通知を前
記ホームシアタ装置（４０）へ送信するステップを含むことを特徴とする請求項４５に記
載の方法。
【請求項４７】
　前記呼制御信号は、前記短距離無線送受信機（２４）側で前記ホームシアタ装置（４０
）から受信される通話開始の応答信号を含み、
　前記通話開始の応答信号に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワ
ーク（１２）との間でのハンズフリーの音声通信セッションを前記モバイル通信装置（２
０）を介して確立するステップと、
　前記ハンズフリーの音声通信セッション中に、前記短距離無線インタフェースを通じて
、前記無線ネットワーク（１２）と前記ホームシアタ装置（４０）との間で前記呼び出し
信号の経路指定を行うステップと
をさらに含むことを特徴とする請求項４６に記載の方法。
【請求項４８】
　前記呼制御信号は、ユーザ入力に応じて生成される通話開始要求信号を有することを特
徴とする請求項４５に記載の方法。
【請求項４９】
　前記呼制御信号は、前記長距離無線送受信機で前記無線ネットワーク（１２）から受信
される通話経過信号を含み、
前記経路指定ステップは、前記短距離無線送受信機（２４）を介して前記通話経過信号を
前記ホームシアタ装置（４０）へ送信するステップを含むことを特徴とする請求項４８に
記載の方法。
【請求項５０】
　前記ユーザ入力は、前記ホームシアタ装置（４０）の入力装置（５４、６０）において
入力される電話番号を含むことを特徴とする請求項４８に記載の方法。
【請求項５１】
　前記ユーザ入力は、前記モバイル通信装置（２０）の入力装置（５４、６０）において
入力され、次いで、前記ホームシアタ装置（４０）の前記短距離無線送受信機（４４）側
で受信される電話番号を含むことを特徴とする請求項４８に記載の方法。
【請求項５２】
　前記ユーザ入力は、前記ホームシアタ装置（４０）と前記モバイル通信装置（２０）と
のうちの一方の装置内のメモリ（３０、４３）から取り出される電話番号を含むことを特
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徴とする請求項４８に記載の方法。
【請求項５３】
　前記呼制御信号は、前記短距離無線送受信機（２４）側で前記ホームシアタ装置（４０
）から受信される通話開始の応答信号を含み、
　前記通話開始の応答信号に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワ
ーク（１２）との間での音声通信セッションを前記モバイル通信装置（２０）を介して確
立するステップと、
　前記音声通信セッション中に、前記短距離無線インタフェースを通じて、前記無線ネッ
トワーク（１２）と前記ホームシアタ装置（４０）との間で前記呼び出し信号の経路指定
を行うステップと
をさらに含むことを特徴とする請求項４８に記載の方法。
【手続補正書】
【提出日】平成20年5月12日(2008.5.12)
【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】
　ホームシアタ装置（４０）であって、
　入力装置（５４、６０）と、
　無線ネットワーク（１２）において外部のモバイル通信装置（２０）と呼び出し信号を
交換する短距離無線送受信機（４４）と、
　前記短距離無線送受信機（４４）と動作可能なように接続される制御装置（４２）であ
って、受信した呼び出し信号に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の音声出力とビデ
オ出力とのうちの少なくとも一方を、前記ホームシアタ装置（４０）のプログラムを消音
させるか、前記ホームシアタ装置（４０）の前記プログラムの音量を低下させるか、前記
ホームシアタ装置（４０）の前記プログラムを中断させるか、又は、前記ホームシアタ装
置（４０）の電源を落とさせるかによって、制御する前記制御装置（４２）と
を備えることを特徴とするホームシアタ装置（４０）。
【請求項２】
　前記呼び出し信号は、音による呼び出し信号を含み、
　前記制御装置（４２）は、さらに、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワ
ーク（１２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置
（４０）と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記音による呼び出し信号
に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少
なくとも一方を制御することを特徴とする請求項１に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項３】
　前記ホームシアタ装置（４０）のマイクロフォンの入力信号から生じるエコーを前記ハ
ンズフリーの音声通信セッション中に抑制するエコー抑制回路（５８）をさらに備えるこ
とを特徴とする請求項２に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項４】
　前記呼び出し信号は、映像による呼び出し信号を含み、
　前記制御装置（４２）は、さらに、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワ
ーク（１２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置
（４０）と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記映像による呼び出し信
号に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの
少なくとも一方を制御することを特徴とする請求項１に記載のホームシアタ装置（４０）
。
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【請求項５】
　前記呼び出し信号は、呼制御信号を含むことを特徴とする請求項１に記載のホームシア
タ装置（４０）。
【請求項６】
　前記呼制御信号は、前記短距離無線送受信機（４４）側の前記モバイル通信装置（２０
）から受信される着呼通知を含むことを特徴とする請求項５に記載のホームシアタ装置（
４０）。
【請求項７】
　前記呼制御信号は、前記着呼通知に応じて、前記入力装置（５４、６０）側でのユーザ
入力に応じて生成される通話開始の応答信号を含み、
　前記短距離無線送受信機（４４）は、前記通話開始の応答信号を前記モバイル通信装置
（２０）へ送信することを特徴とする請求項６に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項８】
　前記呼制御信号は、前記モバイル通信装置（２０）側でのユーザ入力に応じて、前記短
距離無線送受信機（４４）を介して前記モバイル通信装置（２０）から受信される通話開
始の応答信号を含み、
　前記制御装置（４２）は、前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも一方を
、前記受信した通話開始の応答信号に応じて制御することを特徴とする請求項６に記載の
ホームシアタ装置（４０）。
【請求項９】
　前記呼制御信号は、ユーザ入力に応じて生成される通話開始要求を含み、
　前記短距離無線送受信機（４４）は、前記通話開始要求を前記モバイル通信装置（２０
）へ送信することを特徴とする請求項５に記載のホームシアタ装置（４０）。
【請求項１０】
　前記入力装置（５４、６０）は、前記ホームシアタ装置（４０）上のコントロールパネ
ル（５４）と、前記ホームシアタ装置（４０）の外部にある遠隔制御装置（６０）とのう
ちの少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項１に記載のホームシアタ装置（４０）
。
【請求項１１】
　無線ネットワーク（１２）において、ホームシアタ装置（４０）と外部のモバイル通信
装置（２０）とを接続する方法であって、
　前記ホームシアタ装置（４０）の短距離無線送受信機（４４）を介して呼び出し信号を
前記モバイル通信装置（２０）と交換するステップと、
　受信した呼び出し信号に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の音声出力とビデオ出
力とのうちの少なくとも一方を、前記ホームシアタ装置（４０）のプログラムを消音させ
るか、前記ホームシアタ装置（４０）の前記プログラムの音量を低下させるか、前記ホー
ムシアタ装置（４０）の前記プログラムを中断させるか、又は、前記ホームシアタ装置（
４０）の電源を落とさせるかによって、制御するステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　前記呼び出し信号は、音による呼び出し信号を含み、
　前記制御ステップは、さらに、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク
（１２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４
０）と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記音による呼び出し信号に応
じて、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なく
とも一方を制御するステップを含むことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ホームシアタ装置（４０）のマイクロフォンの入力信号から生じるエコーを前記ハ
ンズフリーの音声通信セッション中に抑制するステップをさらに含むことを特徴とする請
求項１２に記載の方法。
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【請求項１４】
　前記呼び出し信号は、映像による呼び出し信号を含み、
　前記制御ステップは、さらに、前記ホームシアタ装置（４０）と前記無線ネットワーク
（１２）との間でのハンズフリーの音声通信セッション中に、前記ホームシアタ装置（４
０）と前記モバイル通信装置（２０）との間で交換される前記映像による呼び出し信号に
応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少な
くとも一方を制御するステップを含むことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記呼び出し信号は、呼制御信号を含むことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記呼制御信号は、前記短距離無線送受信機（４４）側の前記モバイル通信装置（２０
）からの着呼通知を含み、
　前記制御ステップは、前記着呼通知に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の前記音
声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも一方を制御するステップを含むことを特徴
とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記呼制御信号は、前記着呼通知に応じて、前記ホームシアタ装置（４０）の入力装置
（５４、６０）において受信される入力に応じて生成される通話開始の応答信号を有する
ことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記モバイル通信装置（２０）側でのユーザ入力に応じて、前記短距離無線送受信機（
４４）を介して通話開始の応答信号を前記モバイル通信装置（２０）から受信するステッ
プと、
　前記ホームシアタ装置（４０）の前記音声出力と前記ビデオ出力とのうちの少なくとも
一方を、前記受信した通話開始の応答信号に応じて制御するステップと
をさらに含むことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記呼制御信号は、ユーザ入力に応じて生成される通話開始要求を含むことを特徴とす
る請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ユーザ入力は、前記ホームシアタ装置（４０）の入力装置（５４、６０）において
入力された電話番号を含むことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ユーザ入力は、前記モバイル通信装置（２０）の入力装置（５４、６０）において
入力され、前記ホームシアタ装置（４０）の前記短距離無線送受信機（４４）側で受信さ
れる電話番号を含むことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ユーザ入力は、前記ホームシアタ装置（４０）と前記モバイル通信装置（２０）と
のうちの一方の装置内のメモリ（３０、４３）から取り出される電話番号を含むことを特
徴とする請求項１９に記載の方法。
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