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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の位置に載置される第１の部材と、
　前記第１の部材に対して着脱自在とされる可搬型の第２の部材と
　を備える情報処理装置において、
　前記第１の部材は、
　　ＡＶ（Audio Visual）機器との間で、前記ＡＶ機器から出力されるコンテンツデータ
を授受する授受手段と、
　　前記授受手段により授受された前記コンテンツデータを、前記第２の部材との間で無
線により授受する第１の無線手段と
　を備え、
　前記第２の部材は、
　　前記第１の部材との間で無線により前記コンテンツデータを授受する第２の無線手段
と、
　　前記第１の部材より授受された前記コンテンツデータを処理する処理手段と、
　　処理された前記コンテンツデータを表示する表示手段と、
　　前記ＡＶ機器を制御するための制御データを入力する入力手段と
　を備え、
　前記表示手段は、前記ＡＶ機器を制御するための前記制御データと対応付けられた制御
ボタンを前記ＡＶ機器毎に表示し、
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　前記入力手段は、前記表示手段に表示された前記制御ボタンの選択を制御して、対応す
る前記ＡＶ機器に対する前記制御データを入力し、
　前記第２の無線手段は、前記第１の部材との間で、前記入力された制御データを無線に
より授受し、
　前記第１の無線手段は、前記第２の部材との間で前記制御データを無線により授受し、
　前記授受手段は、前記ＡＶ機器との間で前記制御データを授受する
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記第１の部材は、前記第２の部材に対して電力を供給する供給手段をさらに備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　所定の位置に載置される第１の部材と、
　前記第１の部材に対して着脱自在とされる可搬型の第２の部材と
　を備える情報処理装置の情報処理方法において、
　前記第１の部材は、
　　ＡＶ機器との間で、前記ＡＶ機器から出力されるコンテンツデータを授受する授受ス
テップと、
　　前記授受ステップにより授受された前記コンテンツデータを、前記第２の部材との間
で無線により授受する第１の無線ステップと
　を行い、
　前記第２の部材は、
　　前記第１の部材との間で無線により前記コンテンツデータを授受する第２の無線ステ
ップと、
　　前記第１の部材より授受された前記コンテンツデータを処理する処理ステップと、
　　処理された前記コンテンツデータを表示する表示ステップと、
　　前記ＡＶ機器を制御するための制御データを入力する入力ステップと
　を行い、
　前記表示ステップにおいて、前記ＡＶ機器を制御するための前記制御データと対応付け
られた制御ボタンが前記ＡＶ機器毎に表示され、
　前記入力ステップにおいて、表示された前記制御ボタンの選択が制御され、対応する前
記ＡＶ機器に対する前記制御データが入力され、
　前記第２の無線ステップにおいて、前記第１の部材との間で、前記入力された制御デー
タが無線により授受され、
　前記第１の無線ステップにおいて、前記第２の部材との間で前記制御データが無線によ
り授受され、
　前記授受ステップにおいて、前記ＡＶ機器との間で前記制御データが授受される
　ことを特徴とする情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、情報処理装置および方法に関し、特に、例えば、家庭において、個々の家族
が、ある程度の機密を保持しつつ、共同して利用することができるようにした情報処理装
置および方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近、インターネットに代表されるネットワークが普及し、職場はもとより、各家庭にお
いても、E-Mailやファクシミリによりメッセージを相手に伝送することが行われるように
なってきた。
【０００３】
従来、各家庭において、このようなE-Mailやファクシミリが伝送されてきた場合、これを
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例えばテレビジョン受像機に表示させたり、パーソナルコンピュータを用いて、そのディ
スプレイ上に表示させるようにしている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、E-Mailやファクシミリのメッセージを、例えばテレビジョン受像機に表示
するようにすると、他の家族には知られたくないメッセージを、他の家族にも知られてし
まうおそれがあり、プライバシーが守れない課題があった。
【０００５】
また、E-Mailやファクシミリにより受信したメッセージをテレビジョン受像機に表示させ
るようにすると、例えば、急なE-Mailやファクシミリが受信された場合、そのアイコンが
テレビ画面上に表示されたり、その内容を見るために、画面を切り換えたり、分割するな
どの処理が必要となり、その間、テレビ番組を充分楽しむことができなくなる課題があっ
た。
【０００６】
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、テレビ番組を楽しむことができな
くなることを防止するとともに、各家族のプライバシーを守ることができるようにするも
のである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の情報処理装置は、第１の部材は、ＡＶ機器との間で、ＡＶ機器から出
力されるコンテンツデータを授受する授受手段と、授受手段により授受されたコンテンツ
データを、第２の部材との間で無線により授受する第１の無線手段とを備え、第２の部材
は、第１の部材との間で無線によりコンテンツデータを授受する第２の無線手段と、第１
の部材より授受されたコンテンツデータを処理する処理手段と、処理されたコンテンツデ
ータを表示する表示手段と、ＡＶ機器を制御するための制御データを入力する入力手段と
を備え、表示手段は、ＡＶ機器を制御するための制御データと対応付けられた制御ボタン
をＡＶ機器毎に表示し、入力手段は、表示手段に表示された制御ボタンの選択を制御して
、対応するＡＶ機器に対する制御データを入力し、第２の無線手段は、第１の部材との間
で、入力された制御データを無線により授受し、第１の無線手段は、第２の部材との間で
制御データを無線により授受し、授受手段は、ＡＶ機器との間で制御データを授受するこ
とを特徴とする。
【０００８】
　請求項３に記載の情報処理方法は、第１の部材は、ＡＶ機器との間で、ＡＶ機器から出
力されるコンテンツデータを授受する授受ステップと、授受ステップにより授受されたコ
ンテンツデータを、第２の部材との間で無線により授受する第１の無線ステップとを行い
、第２の部材は、第１の部材との間で無線によりコンテンツデータを授受する第２の無線
ステップと、第１の部材より授受されたコンテンツデータを処理する処理ステップと、処
理されたコンテンツデータを表示する表示ステップと、ＡＶ機器を制御するための制御デ
ータを入力する入力ステップとを行い、表示ステップにおいて、ＡＶ機器を制御するため
の制御データと対応付けられた制御ボタンがＡＶ機器毎に表示され、入力ステップにおい
て、表示された制御ボタンの選択が制御され、対応するＡＶ機器に対する制御データが入
力され、第２の無線ステップにおいて、第１の部材との間で、入力された制御データが無
線により授受され、第１の無線ステップにおいて、第２の部材との間で制御データが無線
により授受され、授受ステップにおいて、ＡＶ機器との間で制御データが授受されること
を特徴とする。
【００１５】
　請求項１に記載の情報処理装置および請求項３に記載の情報処理方法においては、第１
の部材とＡＶ機器との間で、ＡＶ機器から出力されるコンテンツデータが授受され、その
ＡＶ機器との間で授受されたコンテンツデータが、第１の部材と第２の部材との間で無線
によりコンテンツデータが授受され、第１の部材に対して着脱自在とされる可搬型の第２
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の部材において、ＡＶ機器からのコンテンツデータの表示が行われる。そして、ＡＶ機器
を制御するための制御データが入力され、その制御データと対応付けられた制御ボタンが
ＡＶ機器毎に表示され、その表示された制御ボタンの選択が制御され、対応するＡＶ機器
に対する制御データが入力され、第１の部材と第２の部材との間で無線により、その制御
データが授受され、ＡＶ機器との間で制御データが授受される。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施の形態を説明するが、特許請求の範囲に記載の発明の各手段と以下の
実施の形態との対応関係を明らかにするために、各手段の後の括弧内に、対応する実施の
形態（但し一例）を付加して本発明の特徴を記述すると、次のようになる。但し勿論この
記載は、各手段を記載したものに限定することを意味するものではない。
【００２１】
　請求項１に記載の情報処理装置は、第１の部材（例えば図１のベース１）は、ＡＶ機器
との間で、ＡＶ機器から出力されるコンテンツデータを授受する授受手段（例えば図１５
のインターフェース４８、IEEE１３９４バス５２、およびＡＶコントローラ５３）と、授
受手段により授受されたコンテンツデータを、第２の部材（例えば図１の端末３）との間
で無線により授受する第１の無線手段（例えば図１５のＲＦ送受信部４６）とを備え、第
２の部材は、第１の部材との間で無線によりコンテンツデータを授受する第２の無線手段
（例えば図１５のＲＦ送受信部６５）と、第１の部材より授受されたコンテンツデータを
処理する処理手段（例えば図１５のCPU６１）と、処理されたコンテンツデータを表示す
る表示手段（例えば図１５のLCD１１）と、ＡＶ機器を制御するための制御データを入力
する入力手段（例えば、図１５のタッチパネル１６）とを備え、表示手段は、ＡＶ機器を
制御するための制御データと対応付けられた制御ボタンをＡＶ機器毎に表示し、入力手段
は、表示手段に表示された制御ボタンの選択を制御して、対応するＡＶ機器に対する制御
データを入力し、第２の無線手段は、第１の部材との間で、入力された制御データを無線
により授受し、第１の無線手段は、第２の部材との間で制御データを無線により授受し、
授受手段は、ＡＶ機器との間で制御データを授受することを特徴とする。
【００２６】
図１乃至図１４は、本発明の情報処理装置の構成例を表している。これらの図に示すよう
に、この情報処理装置は、基本的に、ベース１と、このベース１に対して着脱自在とされ
ているコードレスの電話機２、および端末３とにより構成されている。ベース１は、机、
テーブルなどに載置され、端末３は、ベース１から取り外した状態において、容易に手で
持って運ぶことができる可搬型のものとされている。
【００２７】
端末３の正面には、図３に示すように、LCD１１が設けられており、その表面には、タッ
チパネル１６が設けられている。タッチパネル１６は、透明とされ、その裏側に配置され
ているLCD１１の表示を、使用者が見ることができるようになされている。LCD１１の上方
には、ビデオカメラ１２が配置され、LCD１１を見ている状態の使用者を撮像することが
できるようになされている。また、この状態の使用者からの声を集音することができるよ
うに、ビデオカメラ１２の近傍に、マイクロホン１５が設けられている。マイクロホン１
５のさらに外周には、スピーカ１３が設けられ、LCD１１を見ている使用者が、スピーカ
１３の出力する音を容易に聞くことができるようになされている。また、LCD１１の下方
には、端末３に対して基本的な指令を入力するとき操作されるボタン１４が複数個設けら
れている。
【００２８】
図５に示すように、端末３の上面左側には、ペン４を挿入するための挿入孔２１が設けら
れている。使用者は、ペン４を用いないとき、この挿入孔２１にペン４を挿入し、使用す
るとき、この挿入孔２１からペン４を取り出して、タッチパネル１６上に所定の入力を行
うことができるようになされている。
【００２９】



(5) JP 4301530 B2 2009.7.22

10

20

30

40

50

電話機２は、図８に示すように、その上方にスピーカ３２が、その下方にマイクロホン３
３が、それぞれ設けられており、それらの間には、数字、その他の入力を行うためのボタ
ン３１が設けられている。
【００３０】
図１３と図１４に示すように、ベース１には、電話機２を収容するための凹部１Ａと、端
末３を収容するための凹部１Ｂが設けられている。
【００３１】
なお、これらの図には省略されているが、ベース１と電話機２の間には、電話機２に内蔵
されている２次電池３５（図１５）に対して、ベース１の充電器４２（図１５）から電力
を供給するための接点が設けられている。また、同様に、ベース１と端末３の間には、ベ
ース１の充電器４２から、端末３の２次電池６６（図１５）に対して、電力を供給するた
めの接点が設けられている。
【００３２】
図１５は、ベース１、電話機２、および端末３の内部の電気的構成例を示している。ベー
ス１には、CPU４３とメモリ４４を有するマイクロコンピュータ４５が設けられている。
このマイクロコンピュータ４５は、ベース１における動作を制御するようになされている
。ＲＦ送受信部４６は、端末３のＲＦ送受信部６５、ＡＶコントローラ５３または文字入
力装置５４との間において、無線でデータを授受するようになされている。電源回路４１
は、ベース１内の各部に電力を供給するとともに、充電器４２から、端末３の２次電池６
６と、電話機２の２次電池３５に対して、充電電力を供給するようになされている。
【００３３】
モデム４７は、電話回線５１とマイクロコンピュータ４５との間の通信のインタフェース
処理を実行するようになされている。インタフェース４８は、IEEE(Institute of Electr
ical and Electronics Engineers)１３９４バス５２を介して、外部のＡＶコントローラ
５３との間で授受されるデータのインタフェース処理を行うようになされている。
【００３４】
電話機２においては、２次電池３５が、各部に電力を供給するようになされている。制御
部３６は、ボタン３１からの指令に対応して、ＲＦ送受信部３４を制御し、端末３のＲＦ
送受信部６５またはベース１のＲＦ送受信部４６との間において、データの授受を行うよ
うになされている。マイクロホン３３は、使用者からの音声信号を取り込み、ＲＦ送受信
部３４に出力するようになされている。スピーカ３２は、ＲＦ送受信部３４から供給され
てきた音声信号を出力するようになされている。
【００３５】
端末３は、CPU６１とメモリ６２を有するマイクロコンピュータ６３を有している。マイ
クロコンピュータ６３は、端末３における各種の動作を制御するようになされている。タ
ッチパネル１６は、ペン４で所定の入力が行われたとき、そのデータを取り込み、取り込
んだデータをマイクロコンピュータ６３に供給するようになされている。マイクロコンピ
ュータ６３は、ボタン１４からの操作信号またはＲＦ送受信部からの入力に対応して、各
種の処理を実行し、LCD１１に所定の表示を行わせるとともに、メモリ６２または記憶装
置６４に各種の情報を記憶させるようになされている。
【００３６】
記憶装置６４は、固体メモリまたはハードディスクなどにより構成され、外部より伝送さ
れてきたE-Mailのメッセージ、ファクシミリのデータ、電話を介して伝送されてきた音声
データなどを記憶するようになされている。ＲＦ送受信部６５は、ベース１のＲＦ送受信
部４６、電話機２のＲＦ送受信部３４、あるいはまたＡＶコントローラ５３より無線で入
力されたデータを、マイクロコンピュータ６３に供給するようになされている。このＲＦ
送受信部６５にはまた、文字入力装置５４から無線で文字を入力することができるように
なされている。
【００３７】
マイクロコンピュータ６３はまた、端末３に対して、ＩＤカード７１が装着された場合、
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これを読み取り、使用者を特定することができるようになされている。マイクロコンピュ
ータ６３はさらに、ビデオカメラ１２やマイクロホン１５で取り込んだデータを、ＲＦ送
受信部６５を介して、無線でベース１のＲＦ送受信部４６、電話機２のＲＦ送受信部３４
、またはＡＶコントローラ５３に対して供給するようになされている。また、スピーカ１
３には、マイクロコンピュータ６３から所定の音声信号が入力され、放音されるようにな
されている。２次電池６６は、端末３の各部に対して、必要な電力を供給するようになさ
れている。
【００３８】
次に、図１６と図１７のフローチャートを参照して、端末３の動作について説明する。端
末３の電源をオンすると、CPU６１は、電話回線５１を介して、E-Mail、ファクシミリの
データが伝送されてきたとき、自動的に記録する処理を実行する。すなわち、ベース１の
CPU４３は、モデム４７を介してこれらのデータを受信したとき、これをＲＦ送受信部４
６から端末３のＲＦ送受信部６５に無線で送信させる。端末３のCPU６１は、ＲＦ送受信
部６５を介してこのデータを受信したとき、これを記憶装置６４に記憶させる。
【００３９】
常にこのような処理を行う一方で、CPU６１は、図１６と図１７に示す処理を実行する。
ステップＳ１において、CPU６１は、メニュー画面を表示させる処理を実行する。すなわ
ち、CPU６１は、例えば図１８に示すようなメニュー画面のデータを生成し、これをLCD１
１に出力し、表示させる。図１８の表示例においては、人の形状をシンボライズしたシン
ボル１０３が５個表示されている。そして、各シンボル１０３の下には、各シンボル１０
３に対応する名称が表示されている。すなわち、このシンボル１０３は、この情報処理装
置を使用する家庭の各家族に対応されており、各シンボル１０３の下方には、その使用す
る家族の名前が表示されている。この名前は、各家庭において、文字入力装置５４を操作
することで使用者が入力し、記憶装置６４に登録させるものである。
【００４０】
この表示例においては、図１８において、左側から順番に、Jon，Laura，Mike，Jane，Gr
egの名前が各シンボル１０３に割り当てられている。また、これらのシンボル１０３は、
それぞれ異なる色で表されており、例えば左側から順番に、青、緑、グレー、ピンク、黄
色で表示されている。
【００４１】
また、メニュー画面のほぼ中央には、ウインドウ１０１が表示され、このウインドウ１０
１内には、電話回線５１を介して授受する各種の情報が表示されている。この表示例の場
合、情報としては、E-Mailの受付件数（５件）、および電話(TEL)の受付件数（２件）が
表示されている。また、電話回線５１を介して、ニュースの配信を受けるようになされて
おり、その配信がなされたか否かが、WEBに表示されている。いまの場合、配信されてい
ないので、文字NONが表示されている。
【００４２】
さらに、IEEE１３９４バス５２を介してＡＶコントローラ５３に接続されているビデオテ
ープレコーダ(VTR)（図示せず）に対して録画の予約を行っている場合には、その予約の
状況が表示される。この表示例の場合、午後４時３０分から５時まで第８６チャンネルの
放送を録画することが予約されていることになる。
【００４３】
さらにこの表示例においては、所定の代理店(AGENT)に対して、チケットの予約を、例え
ばインターネットを介して申し込んでおいたような場合、そのチケットの予約結果が、そ
の代理店から、インターネットを介して伝送されてきていれば、これが表示される。
【００４４】
さらに、このウインドウ１０１の右端には、各情報に対応して、マーク１０２が表示され
ている。このマーク１０２は、シンボル１０３の色に対応したものとなっている。例えば
、E-Mailの欄の右側に表示されている２個のマークが青とグレーである場合には、青のシ
ンボル１０３に対応されているJonと、グレーのシンボル１０３に対応されているMikeに
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、E-Mailが伝送されてきて、記憶装置６４に記憶されていることになる。また、電話の欄
のマーク１０２が、例えばピンクと青である場合には、ピンクのシンボル１０３のJaneと
青のシンボル１０３のJonに対して電話がかかってきたことが判る。さらに、VTRの欄のマ
ーク１０２が黄色である場合には、黄色のシンボル１０３のGregの予約であることが判る
。また、代理店の情報欄におけるマーク１０２が、例えば緑色である場合には、この情報
は、緑色のシンボル１０３のLauraによるものであることになる。
【００４５】
次に、ステップＳ２に進み、CPU６１は、入力があるまで待機し、何らかの入力がなされ
た場合には、ステップＳ３に進み、パスワード入力画面表示処理を実行する。このとき、
CPU６１は、LCD１１に、例えば図１９に示すようなパスワード入力画面を表示させる。こ
の画面においては、その下方にボタン１２１が表示され、使用者は、このボタン１２１の
うちの所定のものをペン４でタッチすることにより、自分自身のパスワードを入力する。
勿論、各パスワードは、使用者毎に（シンボル毎に）予め入力され、記憶装置６４に登録
されているものである。
【００４６】
次に、ステップＳ４において、CPU６１は、使用者が入力したパスワードが、ステップＳ
２で行った入力に対応するパスワードであるか否かを判定する。入力されたパスワードが
ステップＳ２の入力に対応しないものである場合には、ステップＳ１に戻り、再びメニュ
ー画面表示状態に戻る。
【００４７】
すなわち、例えば、使用者が、図１８のメニュー画面表示状態において、E-Mailの欄をペ
ン４でタッチした場合には、記憶装置６４に記憶されているE-Mailのメッセージを読み出
すことができるのであるが、いまの場合、受信されているE-Mailは、青色のシンボル１０
３が対応するJonと、グレーのシンボル１０３が対応するMikeに対するものだけである。
従って、プライバシーを守る観点から、それ以外の、例えばLauraがE-Mailの情報の欄を
ペン４でタッチしたとしても、入力するパスワードがJonまたはMikeのパスワードでない
場合には、E-Mailのメッセージを表示させないようにする。このため、ステップＳ４にお
いて、パスワードが入力と一致しない場合には、以後のステップに移行させないようにす
るのである。
【００４８】
従って、いまの場合、ステップＳ２でE-Mailの情報の読み出しが指令された場合において
、JonまたはMikeのパスワードが入力された場合には、そのパスワードは入力に対応する
ものとなる。そこで、その場合には、ステップＳ５に進み、ステップＳ２で入力されたの
は（ペン４でタッチされたのは）、個人キー（シンボル１０３）であるのか否かが判定さ
れる。シンボル１０３が入力された場合には、その使用者が、端末３を用いて所定の処理
を行おうとしているので、この場合には、ステップＳ１２に進む。
【００４９】
ステップＳ５において、タッチされたのがシンボルではないと判定された場合、ステップ
Ｓ６に進み、タッチされたのがWEBの情報の欄（WEBキー）であるか否かが判定される。タ
ッチされたのがWEBキーである場合には、ステップＳ７に進み、CPU６１は、WEB画面表示
処理を実行する。すなわち、LCD１１に、例えばインターネットを介して、所定のサーバ
にアクセスするためのWEB画面として、図２０に示すような画面を表示させる。
【００５０】
ステップＳ６において、入力されたのがWEBキーではないと判定された場合、ステップＳ
８に進み、E-Mailキーであるか否かが判定される。E-Mailキーであると判定された場合に
は、ステップＳ９に進み、MAIL/TEL画面表示処理が実行される。すなわち、このとき、CP
U６１は、LCD１１に、例えば図２１に示すようなMAIL/TEL画面を表示させる。ここでは、
いままでに送信されてきたE-Mailのメッセージが記憶装置６４から読み出され、表示され
る。但し、このメッセージは、入力されたパスワードに対応する使用者（シンボル）宛の
ものだけが表示される。これにより、この端末３を複数の家族で共通して使用するような
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場合においても、各家族のプライバシーが守られることになる。
【００５１】
一方、ステップＳ８において、E-Mailキーがタッチされていないと判定された場合には、
ステップＳ１０に進み、ウインドウ１０１のVTRの欄（VTRキー）がタッチされたか否かが
判定され、タッチされたと判定された場合には、ステップＳ１１に進み、ホームネット(H
OME NET)画面表示処理が実行される。すなわち、この場合には、図２２に示すようなホー
ムネット利用画面がLCD１１に表示される。
【００５２】
ステップＳ１２において、タッチされたのがVTRキーでもないと判定された場合には、こ
の他、どのキーがタッチされたのか判定され、その判定結果に対応した処理が行われる。
【００５３】
一方、ステップＳ５において、メニュー画面上においてタッチされたのが、個人キー（シ
ンボル１０３）であると判定された場合、ステップＳ１２に進み、CPU６１は、ファンク
ション画面表示処理を実行し、例えば図２３に示すようなファンクション画面をLCD１１
に表示させる。このファンクション画面においては、ウインドウ１０１に入力されたパス
ワードに対応するシンボル宛のE-Mailの件数（２件）と電話(TEL)の件数（１件）が表示
されている。図２３の表示例は、青色のシンボル１０３がパスワードを入力した場合の表
示例を表している。図１８のメニュー画面においては、E-Mailの件数が５件であり、電話
(TEL)の件数が２件であったものが、これらの件数は、記憶装置６４に記憶されている全
ての家族宛の件数であるので、この図２３では、青色のシンボル１０３(Jon)宛のものだ
けの件数が表示されている。
【００５４】
使用者は、例えば、E-Mailのメッセージを見る場合においては、図２３のE-Mailの文字（
情報キー）をペン４でタッチする。CPU６１は、ステップＳ１３において、この情報キー
が選択されたか否かを判定し、この情報キーが選択されたと判定された場合、ステップＳ
１４に進み、選択された情報キーに対応する情報を記憶装置６４から読み出し、LCD１１
に表示する処理を実行する。例えば、使用者がE-Mailの情報キーを選択した場合には、LC
D１１に、図２１に示すように、MAIL/TEL画面が表示され、そこに青色のシンボル１０３(
Jon)宛のE-Mailのメッセージが表示される（但し、図２１の表示例は、Jon宛のメッセー
ジではない）。
【００５５】
ファンクション画面においては、図２３に示すように、その下方に、WEB，MAIL/TEL，HOM
E NETの３つのタブ１３１が表示され、そのいずれかを選択することにより、いずれかの
モードに移行することができるようになされている。WEBは、例えば、インターネットな
どを介して、所定のサーバにアクセスするような場合に選択される。MAIL/TELは、E-Mail
を送信したり、電話をかけたりする場合に選択される。HOME NETは、IEEE１３９４バス５
２に接続されている電子機器を制御する場合に選択される。
【００５６】
ステップＳ１３において、ウインドウ１０１内の情報キーが選択されていないと判定され
た場合には、ステップＳ１５に進み、３つのタブ１３１のうちのいずれかが選択されたか
否かが判定される。いずれのタブキーも選択されていないと判定された場合には、ステッ
プＳ１２に戻り、それ以降の処理が繰り返し実行される。
【００５７】
ステップＳ１５において、３つのタブ１３１のうち、いずれかが選択されたと判定された
場合、ステップＳ１６に進み、それぞれのモードに移行し、選択されたタブに対応する画
面が表示される。例えば、タブWEBが選択された場合、WEBモードが設定され、LCD１１に
は、図２０に示したようなWEB画面が表示される。タブMAIL/TELが選択された場合には、M
AIL/TELモードが設定され、例えば図２１に示すようなMAIL/TEL画面が表示される。タブH
OME NETが選択された場合には、HOME NETモードが設定され、図２２に示すようなHOME NE
T画面が表示される。
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【００５８】
これらの図２０乃至図２２に示す３つのモードの表示画面においては、その右上に、ホー
ムリターンキーとしてのボタン１４２が表示されている。このボタン１４２は、３つのモ
ードのうちのいずれかのモードにある状態において、メニュー画面に戻る場合に操作され
るボタンである。従って、図２０乃至図２２に示すような画面が表示されている状態にお
いては、ステップＳ１７において、ホームリターンキー（ボタン１４２）がオンされたか
否かが判定され、オンされたと判定された場合には、ステップＳ１に戻り、LCD１１に、
図１８に示すようなメニュー画面を表示させる。
【００５９】
ステップＳ１７において、ボタン１４２が操作されていないと判定された場合、ステップ
Ｓ１８に進み、タブキーが選択されたか否かが判定される。すなわち、図２０乃至図２２
に示すように、いずれのモード画面においても、その上方に、３つのタブキー１３１が表
示されており、いずれのモードからも、所定のタブキーを選択することにより、他のモー
ドに移行することができるようになされている。なお、タブ１３１のうち、現在のモード
のタブは、現在のモードがいずれのモードであるのかを認識することができるように、他
のモードのタブより上方に表示されている。
【００６０】
ステップＳ１８において、３つのタブ１３１のうち、いずれかが選択されたか否かが判定
され、いずれかが選択されたと判定された場合には、ステップＳ１６に戻り、選択された
タブに対応するモードに移行し、その画面が表示される。
【００６１】
ステップＳ１８において、タブ１３１のいずれもが選択されていないと判定された場合に
は、ステップＳ１９に進み、その他のボタン（キー）が選択されたか否かが判定される。
その他のボタンが選択されていないと判定された場合には、ステップＳ１７に戻り、それ
以降の処理が繰り返し実行される。ステップＳ１９において、その他のボタンが選択され
たと判定された場合には、ステップＳ２０に進み、選択されたボタンに対応する処理が実
行される。
【００６２】
例えば、図２１に示すMAIL/TEL画面において、ウインドウ２０１に表示されている、過去
に受信したE-Mailのメッセージのリストの中から、カーソルを移動させることで所定のE-
Mailを選択すると、その下方のウインドウ２０２には、その新たに選択したMAILの情報が
表示される。図２４は、このようにして、他のE-Mailの内容が表示された状態を表してい
る。この図２４の表示例においては、ファクシミリで受信した情報がウインドウ２０２に
表示されている。
【００６３】
このように、この発明の実施の形態の場合、E-Mailとファクシミリの情報とは、実質的に
、同様の情報として取り扱われている。
【００６４】
次に、図２５乃至図２８のフローチャートを参照して、MAIL/TELモードの処理の詳細につ
いて説明する。すなわち、この処理は、図２１または図２４に示すようなMAIL/TEL画面が
表示された状態において（MAIL/TELモードにおいて）実行されるものである。
【００６５】
最初に、ステップＳ３１において、CPU６１は、着信メイル選択処理が入力されたか否か
を判定する。この選択は、上述したように、例えば図２１のウインドウ２０１に示されて
いる着信リストの中から、所定のものをカーソルで選択することで行われる。所定のメイ
ルが選択された場合には、ステップＳ３２に進み、その選択した着信メイルが、記憶装置
６４から読み出され、LCD１１に表示される。すなわち、上述したように、図２１に示す
ような所定の着信メイルが表示されている状態において、他の着信メイルが選択されると
、図２４に示すように、ウインドウ２０２に、その選択した他の着信メイルが表示される
。
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【００６６】
ステップＳ３１において、着信メイルが選択されていないと判定された場合には、ステッ
プＳ３３に進み、メイルボタンがオンされたか否かが判定される。このメイルボタンは、
例えば図２１に示すボタン１４１Ｂであり、このボタンが選択された場合には、ステップ
Ｓ３４に進み、メイル作成画面表示処理が実行される。
【００６７】
メイルボタン（ボタン１４１Ｂ）がオンされていないと判定された場合には、ステップＳ
４１に進み、電話ボタンがオンされたか否かが判定される。この電話ボタンは、例えば図
２１のボタン１４１Ａである。このボタン１４１Ａは、電話をかけたり、着信を受ける場
合に操作されるものであり、このボタン１４１Ａがオンされたと判定された場合には、ス
テップＳ４２に進み、ビデオホン画面表示処理が実行される。
【００６８】
これに対して、ステップＳ４１において、ボタン１４１Ａがオンされていないと判定され
た場合には、ステップＳ４３に進み、図２１におけるボタン１４１のうち、その他のボタ
ンがオンされたか否かが判定される。その他のボタンがオンされたと判定された場合には
、ステップＳ４４に進み、その操作されたボタンに対応する処理が実行される。ボタン１
４１のその他のボタンがオンされていないと判定された場合には、ステップＳ３１に戻り
、それ以降の処理が繰り返し実行される。
【００６９】
ステップＳ３３において、メイルボタン１４１Ｂがオンされたと判定された場合、ステッ
プＳ３４において、メイル作成画面表示処理が実行され、LCD１１には、例えば図２９に
示すようなメイル作成画面が表示される。同図に示すように、この表示例においては、ウ
インドウ２１１に、記憶装置６４に記憶されているE-Mailのアドレス(URL)と電話番号の
対応表が、その氏名とともに表示される。そして、ウインドウ２１１の下方のウインドウ
２１２には、送信するメイルの題名を入力する欄が表示され、その下方のウインドウ２１
３には、送信するメイルの本文を入力する欄が表示される。
【００７０】
使用者は、このようなメイル作成画面が表示されたとき、ステップＳ３５において、送信
するメイルを作成する処理を実行する。例えば、作成するメイルがE-Mailである場合には
、題名と本文を、文字入力装置５４を操作することで入力する。入力された文字は、ＲＦ
送受信部６５により、無線で受信され、CPU６１は、この信号を受信すると、そのテキス
トデータを、LCD１１の所定の位置（ウインドウ２１２またはウインドウ２１３）に表示
させる。
【００７１】
あるいはまた、作成するメイルがファクシミリのメイルである場合には、ＡＶコントロー
ラ５３により、図示せぬスキャナで、送信する原稿を読み取り、その読み取った原稿のデ
ータを、ＲＦ送受信部６５で無線で受信するか、あるいはIEEE１３９４バス５２を介して
ベース１に供給させ、このベース１のＲＦ送受信部４６から無線でＲＦ送受信部６５で取
り込むようにする。CPU６１は、このようにして取り込んだファクシミリの画像データを
、ウインドウ２１３上に表示させる。
【００７２】
次に、ステップＳ３６に進み、使用者は、E-Mailを送信するか否かを判定する。E-Mailを
送信する場合には、ステップＳ３７に進み、使用者は、図２９のウインドウ２１１に表示
されている対応表から、送信する相手方のメイルアドレス(URL)を選択する。この選択は
、カーソルを所定の位置に移動させることで行われる。この選択が行われたとき、ステッ
プＳ３８に進み、CPU６１は、ステップＳ３５で作成されたE-Mailを、ステップＳ３７で
選択された相手先(URL)に送出する処理を実行する。
【００７３】
すなわち、CPU６１は、ＲＦ送受信部６５を介して、ベース１のCPU４３に、E-Mailの送出
を要求し、その送出するE-Mailのデータを出力する。ベース１のCPU４３は、このコマン
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ドとデータを、ＲＦ送受信部４６を介して取り込み、モデム４７を制御して、指定された
URLに対するアクセス動作を実行させる。そして、アクセスした相手(URL)にE-Mailを送出
させる。
【００７４】
ステップＳ３６において、送信するのがE-Mailではないと判定された場合、送信するのは
、結局、ファクシミリであることになる。そこで、ステップＳ３９に進み、使用者は、図
２９のウインドウ２１１に表示されている対応表から、ファクシミリを送る相手側の電話
番号を選択する。この選択も、カーソルを所定の電話番号の位置に移動することで行われ
る。電話番号が選択されたとき、CPU６１は、ステップＳ４０に進み、ステップＳ３５で
作成されたファクシミリの原稿を、ステップＳ３９で指定された電話番号のファクシミリ
に伝送する処理を実行する。この場合も、CPU６１は、ＲＦ送受信部６５を介して、ベー
ス１に対して、送出のコマンドとデータをベース１に出力する。ベース１においては、CP
U４３が、ＲＦ送受信部４６を介して、このコマンドとデータを受け取り、モデム４７を
制御して、電話回線５１を介して、指定された相手方にファクシミリのデータを送出させ
る。
【００７５】
一方、ステップＳ４１において、図２１に示すボタン１４１Ａ（電話ボタン）がオンされ
たと判定された場合、ステップＳ４２に進み、ビデオホン画面表示処理が実行され、LCD
１１に、例えば図３０に示すようなビデオホン画面が表示される。この表示例においては
、上方のウインドウ２２１に、相手方の画像を表示する画面が表示され、その下方のウイ
ンドウ２２２に、相手側の氏名、メイルアドレス、および電話番号の対応表が表示される
。なお、このウインドウ２２２に表示されている対応表は、図２９のウインドウ２１１で
表示されている対応表と同一の対応表とされている。
【００７６】
E-Mailまたはファクシミリの原稿を作成する図２９に示す画面においては、この対応表が
画面の上方に表示されているのに対し、図３０に示す電話を送受する場合の画面において
は、画面の下方に表示されている。これは、図３０に示す画面においては、ウインドウ２
２１に表示されている相手側の画像を見ながら、相手方と通話を行うことになるので、相
手側の画像を表示するウインドウ２２１を下方に配置すると（対応表のウインドウ２２２
を上方に配置すると）、端末３の上方に配置したビデオカメラ１２で撮像する自己の画像
が、下目使いの画像となってしまうので、これを防止するためである。相手側の画像を表
示するウインドウ２２１を、ビデオカメラ１２が配置されている位置に近い位置に配置す
るようにすれば、自己の画像を適正な角度で取り込むことができる。
【００７７】
このように、ビデオホン画面が表示された状態においては、次にステップＳ４５に進み、
所定の相手側から着信があったか否かが判定され、着信があったと判定された場合には、
ステップＳ４７に進み、着信ボタン（例えば図３０に示すボタン１６１Ａ）が点滅される
。これにより、使用者は、いま着信があることを認識することができる。また、このとき
、CPU６１は、スピーカ１３から着信音を発生させる。次にステップＳ４８に進み、CPU６
１は、ボタン１６１Ａ（着信ボタン）がオンされたか否かを判定し、オンされていないと
判定された場合には、ステップＳ４５に戻り、それ以降の処理を繰り返し実行する。ステ
ップＳ４８において、ボタン１６１Ａ（着信ボタン）がオンされたと判定された場合、ス
テップＳ４９に進み、CPU６１は、着信処理を実行する。
【００７８】
すなわち、CPU６１は、ＲＦ送受信部６５を介して、ベース１のCPU４３に着信処理を要求
する。CPU４３は、この要求に対応して、モデム４７を制御し、着信処理を実行させる。
これにより、電話回線が閉結されることになる。
【００７９】
このように、電話回線が閉結されたとき、ステップＳ５０に進み、使用者は、通話を開始
する。CPU６１は、マイクロホン１５を介して取り込んだ使用者の音声を、ＲＦ送受信部
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６５を介して、ベース１に供給する。ベース１のCPU４３は、ＲＦ送受信部４６を介して
、取り込んだ使用者の音声信号を、モデム４７を介して、相手方に伝送させる。また、CP
U４３は、相手方から伝送されてきた音声信号を、モデム４７を介して受け取ると、ＲＦ
送受信部４６を介して、端末３に出力する。端末３側においては、ＲＦ送受信部６５で、
この相手側からの音声信号が受信され、これがスピーカ１３から出力される。
【００８０】
相手側から音声信号とともに映像信号が送られてきた場合には、ステップＳ５１において
、その相手側の画像が、ウインドウ２２１に表示される。図３１は、このようにして、相
手側の画像が、ウインドウ２２１に表示された状態を表している。
【００８１】
次に、ステップＳ５２に進み、CPU６１は、セルフモニタ表示処理を実行し、図３１に示
すように、ウインドウ２３１に、自己の画像を表示するためのセルフモニタを表示させる
。さらに、ステップＳ５３において、CPU６１は、ウインドウ２３１の自画像表示ボタン
（図３１のボタン２３２）がオンされたか否かを判定する。使用者は、自分自身の画像を
相手側に伝送させ、相手側の端末３のウインドウ２２１に、自分の画像を表示させる場合
には、このボタン２３２をオンする。この自画像表示ボタン２３２がオンされていると判
定された場合には、ステップＳ５４に進み、記憶装置６４に予め登録されているデフォル
トの登録画像を読み出し、これをウインドウ２３１に自画像として表示させる。これによ
り、例えば、急に電話がかかってきたような場合において、現在の自分の画像を相手側に
伝送したくない場合には、伝送してもよい自分の画像を、予め記憶装置６４に登録してお
くことで、その画像を相手側に伝送するようにすることができる。なお、このとき、最初
に表示される登録画像は、入力したパスワードに対応する画像とすることができる。
【００８２】
ウインドウ２３１には、ウインドウ２３１に表示する（相手側に伝送する）画像を変更す
るためのボタン２３３が設けられている。そこで、ステップＳ５５において、このボタン
２３３がオンされたか否かが判定され、このボタンがオンされたと判定された場合には、
ステップＳ５６に進み、CPU６１は、記憶装置６４に登録されている他の画像を読み出し
たり、あるいは、ビデオカメラ１２でいま撮像した使用者の画像を取り込み、これをウイ
ンドウ２３１に表示させる。図３２は、このときの表示例を示している。ステップＳ５５
において、変更ボタン２３３がオンされていないと判定された場合には、ステップＳ５６
の処理はスキップされる。
【００８３】
次にステップＳ５７に進み、予め設定してある所定の時間が経過したか否かが判定され、
所定の時間が経過していなければ、ステップＳ５５に戻り、それ以降の処理が繰り返し実
行される。ステップＳ５７において、所定の時間が経過したと判定された場合、ステップ
Ｓ５８に進み、ウインドウ２３１にそのとき表示されている画像を、相手側に伝送する処
理が実行される。すなわち、CPU６１は、ウインドウ２３１に表示させている画像のデー
タを、ＲＦ送受信部６５を介して、ベース１に送出する。ベース１のCPU４３は、この画
像データをＲＦ送受信部４６を介して受信したとき、これをモデム４７を介して相手側に
伝送させる。このようにして伝送した自分の画像が、相手側の端末３のウインドウ２２１
に表示されることになる。
【００８４】
ステップＳ５９においては、通話を終了させるためのボタン（図３２におけるボタン２６
１Ｂ）が操作されたか否かが判定され、操作されていなければ、それが操作されるまで待
機する。使用者は、通話を終了させるとき、ボタン１６１Ｂをオンする。このとき、ステ
ップＳ５９からステップＳ６０に進み、CPU６１は、電話回線を開放する処理を実行する
。そして、ステップＳ３１に戻り、それ以降の処理を繰り返し実行する。
【００８５】
ステップＳ５３において、自画像表示ボタン２３２がオンされていないと判定された場合
には、ステップＳ５４乃至ステップＳ５８の処理はスキップされ、ステップＳ５９に進む
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。すなわち、この場合には、自己の登録画像は相手側に伝送されず、音声による通話だけ
を行うことができる。
【００８６】
一方、ステップＳ４５において、着信がなされていないと判定された場合には、ステップ
Ｓ４６に進み、メイルボタン（図３０におけるボタン１４１Ｂ）がオンされているか否か
が判定される。このメイルボタン１４１Ｂがオンされていると判定された場合には、ステ
ップＳ３４に戻り、メイル作成画面表示処理を実行し、それ以降の処理がさらに続けて行
われる。すなわち、このように、電話をかけるか、電話の着信を受ける場合の画面（例え
ば、図３０の画面）には、メイルを作成する場合の画面に移行するためのボタン１４１Ｂ
が設けられており、メイルを作成する画面（例えば、図２９に示す画面）には、電話をか
けるか、着信を受ける場合の画面に移行するためのボタン１４１Ａが設けられており、そ
れぞれ相互に簡単に他方の画面に移行することができるようになされている。
【００８７】
ステップＳ４６において、メイルボタン１４１Ｂがオンされていないと判定された場合に
は、ステップＳ６１以降において、相手方に電話をかける場合の処理が行われる。
【００８８】
この場合においては、ステップＳ６１において、使用者は、電話をかける相手方の電話番
号を入力する処理が行われる。この入力は、例えば図３０のウインドウ２２２に表示され
ている対応表から、予め登録されている所定の電話番号をカーソルで選択することで行っ
てもよいし、文字入力装置５４を操作して行ってもよい。このように、所定の電話番号が
入力されると、ステップＳ６２に進み、CPU６１は、自画像を表示するためのセルフモニ
タを表示する処理を実行する。これにより、例えば図３１に示すようなウインドウ２３１
が、図３０に示すような画面に重畳表示されることになる。
【００８９】
次にステップＳ６３に進み、ウインドウ２３１のボタン２３２（自画像表示ボタン）がオ
ンされたか否かが判定される。ボタン２３２がオンされていないと判定された場合には、
ステップＳ６４に進み、発呼ボタン（図３０における、ボタン１６１Ａ）がオンされたか
否かが判定される。ボタン１６１Ａがオンされていないと判定された場合には、ステップ
Ｓ６１に戻り、それ以降の処理が繰り返し実行される。
【００９０】
ステップＳ６３において、ウインドウ２３１のボタン２３２がオンされたと判定された場
合には、ステップＳ６５に進み、登録画面表示処理が実行される。すなわち、このとき、
CPU６１は、記憶装置６４に予め記憶されているデフォルトの画像を読み出し、ウインド
ウ２３１に表示させる。この場合も、パスワードに対応する画像が、ウインドウ２３１に
表示される。次にステップＳ６６に進み、ウインドウ２３１のボタン２３３がオンされた
か否かが判定され、オンされた場合には、ステップＳ６７に進み、CPU６１は、記憶装置
６４に記憶されている他の画像、あるいは、ビデオカメラ１２で取り込んだ画像を読み出
し、ステップＳ６５で、これをウインドウ２３１に表示させる。使用者は、必要に応じて
、このように変更ボタン２３３を操作して、所定の画像をウインドウ２３１に表示させる
。ステップＳ６６において、変更ボタン２３３がオンされていないと判定された場合には
、ステップＳ６４に進み、発呼ボタン１６１Ａがオンされたか否かが判定される。
【００９１】
ステップＳ６４において、発呼ボタン１６１Ａがオンされたと判定された場合には、ステ
ップＳ６８に進み、CPU６１は、ステップＳ６１で入力された電話番号に対する呼び出し
処理を実行する。すなわち、CPU６１は、ＲＦ送受信部６５を介して、ベース１のCPU４３
に、発呼動作を要求する。CPU４３は、ＲＦ送受信部４６を介して、CPU６１からこの要求
を受けたとき、モデム４７を制御して、指定された電話番号に対する発呼動作を開始させ
る。
【００９２】
次にステップＳ６９に進み、相手側が応答したか否かを判定し、相手側が応答していない
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と判定された場合には、ステップＳ７３に進み、終了ボタン１６１Ｂがオンされたか否か
を判定する。終了ボタン１６１Ｂがオンされていないと判定された場合には、ステップＳ
６８に戻り、相手側を呼び出す処理がそのまま継続される。そして、ステップＳ７３にお
いて、終了ボタン１６１Ｂがオンされたと判定された場合には、ステップＳ７４に進み、
発呼動作を中止し、ステップＳ４５に戻り、それ以降の処理を繰り返し実行する。
【００９３】
ステップＳ６９において、相手側が応答したと判定された場合、ステップＳ７０に進み、
回線閉結処理が実行される。そして、ステップＳ７１において、通話が開始される。ステ
ップＳ７２においては、セルフモニタに画像が表示されているか否か（ボタン２３２がオ
ンされているか否か）が判定される。相手側に画像を伝送する場合には、使用者は、ボタ
ン２３２を操作して、ウインドウ２３１に、予め記憶装置６４に登録されている画像、ま
たはそのときの自分自身の画像をビデオカメラ１２で取り込んだ画像を、ウインドウ２３
１に表示させている。このように、ウインドウ２３１に画像が表示されている場合には（
自画像表示ボタン２３２がオンされている場合には）、ステップＳ５８に進み、ウインド
ウ２３１に表示されている画像と同一の画像を相手側に出力する処理が実行される。
【００９４】
ステップＳ７２において、ボタン２３２がオンされていないと判定された場合には、ステ
ップＳ５８の処理はスキップされる。そして、ステップＳ５９に進み、終了ボタン１６１
Ｂがオンされるまで待機し、オンされたとき、ステップＳ６０において、回線開放処理を
実行した後、ステップＳ４５に戻る。
【００９５】
なお、電話機２により、通常のように電話をかけることができるのは、勿論である。
【００９６】
次に、図３３のフローチャートを参照して、図２２に示すようなHOME NET画面が表示され
ている場合におけるホームネット制御の詳細について説明する。使用者は、所定の機器を
制御するとき、ステップＳ１０１において、制御する機器を選択する操作を行う。この操
作は、例えば図２２に示す画面上で、IEEE１３９４バス５２を介して、相互に接続されて
いるＡＶ機器のうち、所定の制御すべきＡＶ機器をカーソルを移動して選択することで行
う。このように、所定の機器が選択されると、ステップＳ１０２に進み、CPU６１は、選
択されたＡＶ機器を制御するための制御ボタンを表示する処理を実行する。図３４は、こ
のようにして、LCD１１に表示された制御ボタン１７１の表示例を表している。この表示
例においては、テレビジョン受像機（ＴＶ）、ビデオカセットレコーダ(VCR)、およびデ
ジタルビデオディスク(DVD)が、制御すべきＡＶ機器として選択され、その制御ボタン１
７１が表示されている。
【００９７】
次にステップＳ１０３に進み、使用者は、図３４に示すように、各ＡＶ機器毎に表示され
たボタン１７１のうち、所定のボタンを選択し、制御を指令する。各ＡＶ機器の所定のボ
タン１７１が操作されると、その操作された制御ボタンに対応する処理がステップＳ１０
４において実行される。
【００９８】
すなわち、このとき、CPU６１は、ＲＦ送受信部６５から直接、またはベース１を介して
、例えばＡＶコントローラ５３に、その制御ボタンに対応するコマンドを出力する。ＡＶ
コントローラ５３は、無線またはIEEE１３９４バス５２を介して供給されてきたこのコマ
ンドを取り込むと、このコマンドに対応して、各ＡＶ機器を制御する。図３５は、このよ
うにして、テレビジョン受像機に対して、第１２０チャンネルの画像を受信させ、これを
ビデオカセットレコーダに記録させる場合のLCD１１における表示例を表している。
【００９９】
図３６と図３７は、図１８乃至図２４、図２９乃至図３２、図３４および図３５に示した
表示画面の遷移の状態を表している。これらの図に示すように、図１８に示すメニュー画
面において、所定の入力が行われると、図１９に示すパスワード入力画面が表示される。
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そして、WEBキーが選択されて、パスワードが入力された場合には、図２０に示すWEB画面
が表示される。E-Mailキーが選択された状態で、パスワードが入力された場合には、図２
１に示すMAIL/TEL画面が表示される。VTRキーが選択された状態で、パスワードが入力さ
れた場合には、図２２に示すHOME NET画面が表示される。
【０１００】
さらに、シンボルが選択された状態において、パスワードが入力された場合には、図２３
に示すファンクション画面が表示される。図２３に示すファンクション画面において、タ
ブMAIL/TELが選択された場合には、図２１に示す画面が表示される。
【０１０１】
これらの図２０、図２１、および図２２に示すWEB，MAIL/TEL、またはHOME NETの３つの
モードのいずれにおいても、それぞれの画面において表示されているタブを選択すること
で、任意の他のモードに遷移することができる。また、これらの３つのモードのいずれの
モードにおいても、ホームリターンキー（ボタン１４２）を選択することで、図１８のメ
ニュー画面に戻ることができる。
【０１０２】
図２１に示すMAIL/TEL画面において、他の着信メイルを選択すると、図２４に示す他の着
信メイルの内容が表示される。
【０１０３】
また、図２１のMAIL/TEL画面において、メイルボタン１４１Ｂを選択すると、図２９に示
すように、メイル作成画面が表示される。図２９に示すメイル作成画面において、電話ボ
タン１４１Ａを選択すると、図３０に示すビデオホン画面に遷移する。この図３０のビデ
オホン画面において、メイルボタン１４１Ｂを選択すれば、再び図２９に示すメイル作成
画面に戻ることができる。
【０１０４】
図３０に示すビデオホン画面において、着信があると、図３１に示すように、ウインドウ
２２１に相手側の画像が表示されるとともに、ウインドウ２３１が表示される。そして、
ウインドウ２３１のボタン２３２をオンすると、図３２に示すように、ウインドウ２３１
に、自己の画像が表示され、これが相手側にも伝送される。
【０１０５】
図２２に示すHOME NET画面において、所定のＡＶ機器を選択すると、図３４に示すように
、選択したＡＶ機器を制御するボタンが表示される。そして、図３４に示す表示状態にお
いて、所定のボタンを制御すると、図３５に示すように、そのボタンに対応した制御と表
示が行われる。
【０１０６】
端末３は可搬型とされているので、ベース１から容易に取り外し、運ぶことができる。従
って、通常、部屋Ａに、ベース１を載置しておき、このベース１に、電話機２と端末３を
装着した状態にしておく。そして、電話がかかってきたときには、相手の画像を確認する
必要のない場合、電話機２で通常の電話を行うことができる。勿論、相手側の画像を確認
しながら電話を行いたい場合には、部屋Ａにおいて、端末３をベース１に装着したままの
状態で、相手側と端末３を用いて通話を行うこともできる。さらに、部屋Ａに置いてある
他のＡＶ機器を、端末３を用いて、無線で制御することもできる。
【０１０７】
このような状態において、第３者からE-Mailやファクシミリが送られてきたとき、CPU４
３は、モデム４７を介して、このデータを取り込み、ＲＦ送受信部４６を介して、端末３
に出力する。端末３のCPU６１は、このデータをＲＦ送受信部６５を介して取り込み、こ
れを記憶装置６４に記憶させる。このようにして、記憶装置６４には、着信されたファク
シミリやE-Mailが自動的に記録される。
【０１０８】
このように、所定のE-Mailや電話がかかってくると、図１８のメニュー画面に示すように
、そのE-Mailや電話が誰にかかってきたかが識別され、その識別された結果が、端末３の
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メニュー画面に表示される。使用者は、このメニュー画面の表示を見て、自分宛のE-Mail
などが着信していることを、自己に割り当てられているシンボル１０３の色に対応するマ
ーク１０２から知ることができる。そして、必要に応じて、自分の部屋Ｂに端末３を持っ
て行き、自分宛のE-Mailを読み出し、内容を確認することができる。
【０１０９】
なお、以上の実施の形態においては、ベース１、電話機２、および端末３の間のデータの
授受をＲＦ信号を用いて行うようにしたが、赤外線を用いて行うようにすることも可能で
ある。要は、無線であればよい。
【０１１０】
このようにして、端末３で、E-Mailやファクシミリを自動的に受信し、記憶装置６４に記
憶しておくようにすることで、テレビジョン受像機などに、これらの受信情報を表示する
必要がなくなり、例えばテレビジョン受像機の電源をオンしていないような場合において
も、これらの情報を、自動的に着信し、記録することができる。従って、緊急の情報であ
ったとしても、この着信を、速やかに、各家族が知ることができる。また、これらの情報
を、端末３自体に表示し、確認することができるので、テレビジョン受像機に表示させる
場合のように、他の家族が、その番組を楽しむことができなくなってしまうようなことが
防止される。また、端末３を可搬型としたので、これを自分の部屋に持って行って、情報
を確認することができるので、複数の家族で端末３を共用したとしても、そのプライバシ
ーを確保することができる。
【０１１１】
【発明の効果】
　以上の如く、請求項１に記載の情報処理装置および請求項３に記載の情報処理方法によ
れば、複数の使用者が、個々のプライバシーを確保しながら、受信した情報を迅速に確認
することが可能となる。この場合において、テレビジョン受像機などの他のＡＶ機器の利
用が阻害されるようなことがなくなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の情報処理装置の構成例を示す斜視図である。
【図２】図１の構成例の電話機とペンを取り外した状態の構成を示す斜視図である。
【図３】図１の端末３の正面の構成を示す正面図である。
【図４】図１の端末３の背面の構成を示す背面図である。
【図５】図１の端末３の平面の構成を示す平面図である。
【図６】図１の端末３の底面の構成を示す底面図である。
【図７】図１の端末３の側面の構成を示す右側面図である。
【図８】図１の電話機２の正面の構成を示す正面図である。
【図９】図１の電話機２の側面の構成を示す左側面図である。
【図１０】図１のベース１の正面の構成を示す正面図である。
【図１１】図１のベース１の平面の構成を示す平面図である。
【図１２】図１のベース１に端末３を装着した状態の背面の構成を示す図である。
【図１３】図１のベース１に電話機２を装着した状態の平面の構成を示す図である。
【図１４】図１のベース１に電話機２と端末３を装着した状態の側面の構成を示す右側面
図である。
【図１５】図１のベース１、電話機２および端末３の内部の構成例を示すブロック図であ
る。
【図１６】図１の端末３の動作を説明するフローチャートである。
【図１７】図１の端末３の動作を説明するフローチャートである。
【図１８】図１の端末３のLCDにおける表示例を示す写真である。
【図１９】図１の端末３のLCDにおける表示例を示す写真である。
【図２０】図１の端末３のLCDにおける表示例を示す写真である。
【図２１】図１の端末３のLCDにおける表示例を示す写真である。
【図２２】図１の端末３のLCDにおける表示例を示す写真である。
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【図２３】図１の端末３のLCDにおける表示例を示す写真である。
【図２４】図１の端末３のLCDにおける表示例を示す写真である。
【図２５】図１の端末３のMAIL/TELモードにおける動作を説明するフローチャートである
。
【図２６】図１の端末３のMAIL/TELモードにおける動作を説明するフローチャートである
。
【図２７】図１の端末３のMAIL/TELモードにおける動作を説明するフローチャートである
。
【図２８】図１の端末３のMAIL/TELモードにおける動作を説明するフローチャートである
。
【図２９】図１の端末３のLCDにおける表示例を示す写真である。
【図３０】図１の端末３のLCDにおける表示例を示す写真である。
【図３１】図１の端末３のLCDにおける表示例を示す写真である。
【図３２】図１の端末３のLCDにおける表示例を示す写真である。
【図３３】図１の端末３のホームネット制御のより詳細な動作を説明するフローチャート
である。
【図３４】図１の端末３のLCDにおける表示例を示す写真である。
【図３５】図１の端末３のLCDにおける表示例を示す写真である。
【図３６】図１の端末３の表示の遷移を説明する図である。
【図３７】図１の端末３の表示の遷移を説明する図である。
【図３８】図１の実施の形態の使用状態を説明する図である。
【符号の説明】
１　ベース，　２　電話機，　３　端末，　４　ペン，　１１　LCD，　１２ビデオカメ
ラ，　１３　スピーカ，　１４　ボタン，　１５　マイクロホン，１６　タッチパネル，
　３４　ＲＦ送受信部，　３５　２次電池，　４１　電源回路，　４２　充電器，　４５
　マイクロコンピュータ，　４６　ＲＦ送受信部，　４７　モデム，　６３　マイクロコ
ンピュータ，　６４　記憶装置，　６６　２次電池
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