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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二次電池を作動用電源として用いるように構成され所定の第一形式の外部接続端子が設
けられ、前記第一形式の外部接続端子は、当該二次電池を充電するための受電用導体であ
る充電用接触子と外部電子機器との信号の授受のための接触を得る信号用接触子とを含む
第一群の接触子が配設され、且つ、該第一群の接触子に対応する第二群の接触子を有する
所定の第二形式の外部の接続端子と正規の接続が行われ得るように構成されている携帯情
報端末装置に対して、自装置側の前記第二形式の接続端子が当該携帯情報端末装置の前記
第一形式の外部接続端子に接続された状態で前記充電用接触子を通して当該二次電池を充
電するための電力を供給する充電装置であって、
　自装置の所定部に設けられ前記第一形式の外部接続端子と同じ配列形式の第三群の接触
子を備え前記第二形式の外部の接続端子と正規の接続が行われ得るように構成されている
補助接続端子と、
　当該携帯情報端末装置の充電に適用する前記第二形式の接続端子の前記第二群の接触子
と前記補助接続端子の前記第三群の接触子とを、当該携帯情報端末装置の前記第一形式の
外部接続端子の前記第一群の接触子における前記信号用接触子と前記第二形式の接続端子
の前記第二群の接触子における各該当する接触子との対応関係と等しい対応関係を少なく
とも部分的に維持する関係を以って導通させるための導通用導体群と、
　外部電子機器と近距離無線通信を行うための充電装置側近距離無線通信手段と、
　自装置側の前記第二形式の接続端子が前記携帯情報端末装置の前記第一形式の外部接続
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端子に接続された状態で該接続された第二形式の接続端子および前記第一形式の外部接続
端子を通して当該携帯情報端末装置と前記充電装置側近距離無線通信手段との間でデータ
の授受を行うための伝送路を確立し、当該携帯情報端末装置の動作モードが、前記充電装
置側近距離無線通信手段を通して、当該外部電子機器との間で近距離無線通信を利用した
通信を行うことが可能な近距離無線通信モードを設定するように制御する外部通信制御手
段と、
　前記導通用導体群のうちの所定の導通用導体には、前記補助接続端子の前記第三群の接
触子と、自装置側の前記第二形式の接続端子における前記第二群の接触子のうちの該当す
る接触子とが導通状態にある外部電子機器接続モードと、当該導通状態に到らない接続待
機モードとを、選択的に切換える切換えスイッチと
　を有し、
　前記外部通信制御手段は、前記携帯情報端末装置の前記第一形式の外部接続端子に自装
置側の前記第二形式の接続端子が接続された状態で、前記第一形式の外部接続端子におけ
る該当する接触子を通して当該携帯情報端末装置にハンズフリーモード切換え制御信号を
供給してその動作モードをハンズフリーモードに切換えると共に、前記充電装置側近距離
無線通信手段の動作モードが前記外部電子機器と近距離無線通信による通信を行うハンズ
フリーモードとなるように制御し、更に、前記ハンズフリーモードが解除されるハンズフ
リー解除モードを選択しているときには、前記切換えスイッチを前記外部電子機器接続モ
ードとなるように制御し、前記ハンズフリーモードを選択しているときには、前記切換え
スイッチを前記接続待機モードとなるように制御する
ことを特徴とする充電装置。
【請求項２】
　前記外部通信制御手段は、更に、当該携帯情報端末装置のマイクおよびスピーカの音声
信号が相互に接続された前記第一形式の外部接続端子および自装置側の前記第二形式の接
続端子を通して入出力され得るモードであるヘッドセットモードの設定を行うためのヘッ
ドセットモード切換え制御信号を供給し得るように構成され、前記充電装置側近距離無線
通信手段が当該外部電子機器としてのワイヤレスイヤホンからの音楽再生コマンドを受信
すると、当該携帯情報端末装置の前記第一形式の外部接続端子に自装置側の前記第二形式
の接続端子が接続された状態で、前記第一形式の外部接続端子における該当する接触子を
通して当該携帯情報端末装置に前記ヘッドセットモード切換え制御信号を供給してその動
作モードを前記ヘッドセットモードに切換えると共に、前記充電装置側近距離無線通信手
段の動作モードが前記ワイヤレスイヤホンと近距離無線通信によるヘッドセットモードで
の通信を行うように制御することを特徴とする請求項１に記載の充電装置。
【請求項３】
　前記外部通信制御手段は、前記充電装置側近距離無線通信手段が当該外部電子機器とし
てのワイヤレスイヤホンからの音楽再生コマンドを受信して、当該携帯情報端末装置に対
してその動作モードを前記ヘッドセットモードに設定した後に、更に、相互に接続された
前記第一形式の外部接続端子および自装置側の前記第二形式の接続端子を通して、当該携
帯情報端末装置側から着信を通知する信号を受信したときには、ワイヤレスイヤホンから
の着信に応答をする旨の着信応答信号を受信することにより、当該携帯情報端末装置にハ
ンズフリーモード切換え制御信号を供給してその動作モードを前記ヘッドセットモードか
らハンズフリーモードに切換え、当該携帯情報端末装置側に着信応答信号を送出し、更に
、相互に接続された前記第一形式の外部接続端子および自装置側の前記第二形式の接続端
子を通して、当該携帯情報端末装置側からの通話の切断を通知する信号、またはワイヤレ
スイヤホンからの通話の切断信号を受信することにより、当該携帯情報端末装置に対して
その動作モードを前記ヘッドセットモードに切換えることを特徴とする請求項２に記載の
充電装置。
【請求項４】
　前記補助接続端子における前記第三群の接触子のうち、当該外部電子機器の前記第二形
式の外部接続端子における第二群の接触子のうち充電用接触子との接触を得る接触子と、
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自装置側の第二形式の接続端子における第二群の接触子のうち前記充電用接触子に対応す
る接触子との間に、当該携帯情報端末装置に装着された二次電池を充電するための電力を
発生する電力発生手段が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の充電装置。
【請求項５】
　前記電力発生手段は、二次電池、ＡＣアダプタ、または、ＤＣアダプタの何れかである
ことを特徴とする請求項４に記載の充電装置。
【請求項６】
　前記導通用導体群のうち該当する導体は、その所定部に、当該充電装置に設けられたマ
イクロフォンまたはスピーカに当該接続が切換えられる切換えスイッチが設けられている
ことを特徴とする請求項１に記載の充電装置。
【請求項７】
　前記導通用導体群のうち該当する導体は、その所定部に、前記補助接続端子とは異なる
汎用外部接続端子の該当する接触子が接続されていることを特徴とする請求項１に記載の
充電装置。
【請求項８】
　二次電池を作動用電源として用いるように構成され所定の第一形式の外部接続端子が設
けられ、前記第一形式の外部接続端子は、当該二次電池を充電するための受電用導体であ
る充電用接触子と外部電子機器との信号の授受のための接触を得る信号用接触子とを含む
第一群の接触子が配設され該第一群の接触子に対応する第二群の接触子を有する所定の第
二形式の外部の接続端子と正規の接続が行われ得るように構成されている携帯情報端末装
置に、自装置側の前記第二形式の接続端子が当該携帯情報端末装置の前記第一形式の外部
接続端子に接続された状態で前記充電用接触子を通して当該二次電池を充電するための電
力を供給する充電装置と、前記充電装置を通して当該携帯情報端末装置と近距離無線通信
を行うワイヤレスイヤホンと、を含んで構成された充電システムであって、
　前記充電装置は、
　自装置の所定部に設けられ前記第一形式の外部接続端子と同じ配列形式の第三群の接触
子を備え前記第二形式の外部の接続端子と正規の接続が行われ得るように構成されている
補助接続端子と、
　当該携帯情報端末装置の充電に適用する前記第二形式の接続端子の前記第二群の接触子
と前記補助接続端子の前記第三群の接触子とを、当該携帯情報端末装置の前記第一形式の
外部接続端子の前記第一群の接触子における前記信号用接触子と前記第二形式の接続端子
の前記第二群の接触子における各該当する接触子との対応関係と等しい対応関係を少なく
とも部分的に維持する関係を以って導通させるための導通用導体群と、
　前記ワイヤレスイヤホンと近距離無線通信を行うための充電装置側近距離無線通信手段
と、
　自装置側の前記第二形式の接続端子が当該携帯情報端末装置の前記第一形式の外部接続
端子に接続された状態で該接続された第二形式の接続端子および前記第一形式の外部接続
端子を通して当該携帯情報端末装置と前記充電装置側近距離無線通信手段との間でデータ
の授受を行うための伝送路を確立し、当該携帯情報端末装置が、前記充電装置側近距離無
線通信手段を通して、前記ワイヤレスイヤホンとの間で近距離無線通信を利用した通信を
行うことが可能な近距離無線通信モードを設定するように制御する外部通信制御手段と、
　前記導通用導体群のうちの所定の導通用導体には、前記補助接続端子の前記第三群の接
触子と、自装置側の前記第二形式の接続端子における前記第二群の接触子のうちの該当す
る接触子とが導通状態にある外部電子機器接続モードと、当該導通状態に到らない接続待
機モードとを、選択的に切換える切換えスイッチと、を備え、
　前記ワイヤレスイヤホンは、
　前記充電装置側近距離無線通信手段と近距離無線通信を行うワイヤレスイヤホン側近距
離無線通信手段を備え、
　前記外部通信制御手段は、前記携帯情報端末装置の前記第一形式の外部接続端子に自装
置側の前記第二形式の接続端子が接続された状態で、前記第一形式の外部接続端子におけ
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る該当する接触子を通して当該携帯情報端末装置にハンズフリーモード切換え制御信号を
供給してその動作モードをハンズフリーモードに切換えると共に、前記充電装置側近距離
無線通信手段の動作モードが前記ワイヤレスイヤホンと近距離無線通信による通信を行う
ハンズフリーモードとなるように制御し、更に、前記ハンズフリーモードが解除されるハ
ンズフリー解除モードを選択しているときには、前記切換えスイッチを前記外部電子機器
接続モードとなるように制御し、前記ハンズフリーモードを選択しているときには、前記
切換えスイッチを前記接続待機モードとなるように制御する
ことを特徴とする充電システム。
【請求項９】
　前記外部通信制御手段は、更に、当該携帯情報端末装置のマイクおよびスピーカの音声
信号が相互に接続された前記第一形式の外部接続端子および自装置側の前記第二形式の接
続端子を通して入出力され得るモードであるヘッドセットモードの設定を行うためのヘッ
ドセットモード切換え制御信号を供給し得るように構成され、前記充電装置側近距離無線
通信手段が前記ワイヤレスイヤホンからの音楽再生コマンドを受信すると、当該携帯情報
端末装置の前記第一形式の外部接続端子に自装置側の前記第二形式の接続端子が接続され
た状態で、前記第一形式の外部接続端子における該当する接触子を通して当該携帯情報端
末装置に前記ヘッドセットモード切換え制御信号を供給してその動作モードを前記ヘッド
セットモードに切換えると共に、前記充電装置側近距離無線通信手段の動作モードが前記
ワイヤレスイヤホンと近距離無線通信によるヘッドセットモード通信を行うヘッドセット
モードとなるように制御することを特徴とする請求項８に記載の充電システム。
【請求項１０】
　前記外部通信制御手段は、前記充電装置側近距離無線通信手段が当該外部電子機器とし
てのワイヤレスイヤホンからの音楽再生コマンドを受信して、当該携帯情報端末装置に対
してその動作モードを前記ヘッドセットモードに設定した後に、更に、相互に接続された
前記第一形式の外部接続端子および自装置側の前記第二形式の接続端子を通して、当該携
帯情報端末装置側から着信を通知する信号（着信音）を受信したときは、ワイヤレスイヤ
ホンからの着信に応答をする旨の着信応答信号を受信することにより、当該携帯情報端末
装置にハンズフリーモード切換え制御信号を供給してその動作モードを前記ヘッドセット
モードからハンズフリーモードに切換え、当該携帯情報端末装置側に着信応答信号を送出
し、更に、相互に接続された前記第一形式の外部接続端子および自装置側の前記第二形式
の接続端子を通して、当該携帯情報端末装置側からの通話の切断を通知する信号（ビジー
トーン）、またはワイヤレスイヤホンからの通話の切断信号を受信することにより、当該
携帯情報端末装置に対してその動作モードを前記ヘッドセットモードに切換えることを特
徴とする請求項９に記載の充電システム。
【請求項１１】
　前記外部通信制御手段は、前記充電装置側近距離無線通信手段が当該外部電子機器とし
てのワイヤレスイヤホンからの音楽再生コマンドを受信して、当該携帯情報端末装置に対
してその動作モードを前記ヘッドセットモードに設定した後に、更に、当該外部電子機器
としてのワイヤレスイヤホンの前記近距離無線通信手段および自装置の前記充電装置側近
距離無線通信手段を通して、当該携帯情報端末装置における着信を通知する信号（着信音
）を受信したときは、ワイヤレスイヤホンからの着信に応答をする旨の着信応答信号を受
信することにより、当該携帯情報端末装置にハンズフリーモード切換え制御信号を供給し
てその動作モードを前記ヘッドセットモードからハンズフリーモードに切換え、当該携帯
情報端末装置側に着信応答信号を送出し、更に、相互に接続された前記第一形式の外部接
続端子および自装置側の前記第二形式の接続端子を通して、当該携帯情報端末装置側から
の通話の切断を通知する信号（ビジートーン）、またはワイヤレスイヤホンからの通話の
切断信号を受信することにより、当該携帯情報端末装置に対してその動作モードを前記ヘ
ッドセットモードに切換えることを特徴とする請求項９に記載の充電システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、作動用電源である二次電池を装着した、例えば、携帯電話機のような携帯情
報端末装置の、当該二次電池を充電するための充電装置、充電システム、および、充電方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機等の携帯情報端末装置では、作動用電源である二次電池を装着した状態のま
まで、その筐体の所定部に設けられた充電用外部接続端子に充電装置側からの給電端子を
接続して充電を行うように構成されることが多い。
　一方、上述のような携帯情報端末装置では、充電用外部接続端子は単に充電用の端子と
して用いられるのみならず、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）の規格に準拠した接触子配
列を備えて、ＵＳＢによる外部電子機器との通信を行うことが可能なように構成されたも
のが既に普及しつつある。
【０００３】
　このような外部接続端子を備えた携帯電話機等の携帯情報端末装置の多くのものは、そ
の外部接続端子を利用してＵＳＢ通信、ＵＳＢハンズフリー接続、ＵＡＲＴ（Universal 
Asynchronous Receiver Transmitter）による通信や外部アンテナの接続をも行うことが
可能である。
　昨今では、更に、携帯情報端末装置の小型化、薄型化、多機能化を目指した開発が進め
られ、携帯電話機の場合では、イヤホンマイク接続端子、ＡＶ入出力端子を上述のような
外部接続端子と共用するように構成されるのが一般的になりつつある。
【０００４】
　一方、携帯情報端末装置に装着された二次で蓄積を充電するための充電装置についても
、種々の点で改良が進められて来た。
　例えば、無不可時においても出力の安定化がはかられるようにした回路（例えば、特許
文献１参照）や、一次電池を用いた携帯型充電装置等（例えば、特許文献２参照）も提案
され、或いは、既に普及している。
　他方、外部接続端子を充電用と外部電子機器との通信用とに兼用する構成の携帯電話機
に対して、その外部接続端子に外部電子機器が接続されて外部接続端子の接続部位が塞が
れた状態にあるときにも、携帯電話機を充電することが可能にするといった提案もある（
例えば、特許文献３参照）。
【０００５】
　即ち、この特許文献３には、携帯電話機側の充電用端子との接触を得る充電用接触子を
有する充電装置本体に、外部電子機器との接続を行うためのモジュラージャックを配する
ことが開示されている。
　また一方、携帯電話機の外部接続端子に外部アンテナが接続された状態においても、充
電装置からの充電ケーブル（その端部のオス型充電コネクタ）を接続して、その携帯電話
機に装着された二次電池を受電することを可能にする充電アダプタ装置等も既に提案され
ている（例えば、特許文献４照）。
【０００６】
【特許文献１】特許第３６１３１４５号公報（段落０００８～段落００１０等）
【特許文献２】特開２００４－１５９３２号公報（要約、図１等）
【特許文献３】特開平９－１６２９６０号公報（要約、図１、図２等）
【特許文献４】特開２００５－１６００２２号公報（要約、図１等）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　既述のように、昨今、携帯電話機等の携帯情報端末装置では、充電用外部接続端子は単
に充電用の端子として用いられるのみならず、ＵＳＢによって外部電子機器との通信、即
ち、ＵＳＢハンズフリー接続、ＵＡＲＴによる通信のための接続にも利用される。
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　しかしながら、充電が行われているときには、充電用外部接続端子は充電装置側からの
給電を行うための端子によって塞がれてしまうため、充電継続中に外部電子機器を接続し
て利用することができないといった問題がある。
【０００８】
　上掲の、特許文献１および特許文献２所載の技術はこのような問題に対処するものでは
なく、他方、特許文献３および特許文献４所載の技術は、充電中においても他の外部電子
機器との接続を許容するものではあるが、この接続に関する汎用性を欠くものである。
　本発明は、上述のような状況に鑑みてなされたものであり、筐体内の所定部に作動用電
源である二次電池を装着した携帯情報端末装置の外部接続端子に充電装置側の充電用端子
を接続している状況下においても、当該携帯情報端末装置に係る外部電子機器との信号の
授受を汎用性のある接続手段によって確実に行うことを可能にする充電装置、充電システ
ム、および、充電方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するべく、本願では次に列記するような技術を提案する。
　本発明の請求項１の充電装置は：
　二次電池を作動用電源として用いるように構成され所定の第一形式の外部接続端子が設
けられ、前記第一形式の外部接続端子は、当該二次電池を充電するための受電用導体であ
る充電用接触子と外部電子機器との信号の授受のための接触を得る信号用接触子とを含む
第一群の接触子が配設され、且つ、該第一群の接触子に対応する第二群の接触子を有する
所定の第二形式の外部の接続端子と正規の接続が行われ得るように構成されている携帯情
報端末装置に対して、自装置側の前記第二形式の接続端子が当該携帯情報端末装置の前記
第一形式の外部接続端子に接続された状態で前記充電用接触子を通して当該二次電池を充
電するための電力を供給する充電装置であって、
　自装置の所定部に設けられ前記第一形式の外部接続端子と同じ配列形式の第三群の接触
子を備え前記第二形式の外部の接続端子と正規の接続が行われ得るように構成されている
補助接続端子と、
　当該携帯情報端末装置の充電に適用する前記第二形式の接続端子の前記第二群の接触子
と前記補助接続端子の前記第三群の接触子とを、当該携帯情報端末装置の前記第一形式の
外部接続端子の前記第一群の接触子における前記信号用接触子と前記第二形式の接続端子
の前記第二群の接触子における各該当する接触子との対応関係と等しい対応関係を少なく
とも部分的に維持する関係を以って導通させるための導通用導体群と、
を備えていることを特徴とする。
【００１０】
　上記請求項１の充電装置は、二次電池を作動用電源として用いるように構成され所定の
第一形式の外部接続端子が設けられ、前記第一形式の外部接続端子は、当該二次電池を充
電するための受電用導体である充電用接触子と外部電子機器との信号の授受のための接触
を得る信号用接触子とを含む第一群の接触子が配設され、且つ、該第一群の接触子に対応
する第二群の接触子を有する所定の第二形式の外部の接続端子と正規の接続が行われ得る
ように構成されている携帯情報端末装置に対して、自装置側の前記第二形式の接続端子が
当該携帯情報端末装置の前記第一形式の外部接続端子に接続された状態で前記充電用接触
子を通して当該二次電池を充電するための電力を供給する。
【００１１】
　この充電装置には、その所定部に補助接続端子が設けられ、且つ、この補助接続端子は
、前記第一形式の外部接続端子と同じ配列形式の第三群の接触子を備え前記第二形式の外
部の接続端子と正規の接続が行われ得るように構成されている。
　更に、この充電装置には、当該携帯情報端末装置の充電に適用する前記第二形式の接続
端子の前記第二群の接触子と前記補助接続端子の前記第三群の接触子との電気的導通を得
る導通用導体群が備えられている。
【００１２】
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　この導通用導体群によって、自装置側の前記第二形式の接続端子の前記第二群の接触子
と前記補助接続端子の前記第三群の接触子とを、当該携帯情報端末装置の前記第一形式の
外部接続端子の前記第一群の接触子における前記信号用接触子と前記第二形式の接続端子
の前記第二群の接触子における各該当する接触子との対応関係と等しい対応関係を少なく
とも部分的に維持する関係を以って電気的導通が確立する。
　以上の構成により、当該充電装置の前記補助接続端子は、外部電子機器側から見たとき
に、携帯情報端末装置における前記第一形式の外部接続端子と等価に機能する。
【００１５】
　本発明の請求項１の充電装置は：
　外部電子機器と近距離無線通信を行うための充電装置側近距離無線通信手段と、
　自装置側の前記第二形式の接続端子が当該携帯情報端末装置の前記第一形式の外部接続
端子に接続された状態で該接続された第二形式の接続端子および前記第一形式の外部接続
端子を通して当該携帯情報端末装置と前記充電装置側近距離無線通信手段との間でデータ
の授受を行うための伝送路を確立し、当該携帯情報端末装置が、前記充電装置側近距離無
線通信手段を通して、当該外部電子機器との間で近距離無線通信を利用した通信を行うこ
とが可能な近距離無線通信モードを設定するように制御する外部通信制御手段と、
を有することを特徴とする。
【００１６】
　上記請求項１の充電装置では、外部電子機器と近距離無線通信を行うための充電装置側
近距離無線通信手段が更に設けられている。また、外部通信制御手段が設けられ、この外
部通信制御手段によって、自装置側の前記第二形式の接続端子が当該携帯情報端末装置の
前記第一形式の外部接続端子に接続された状態で該接続された第二形式の接続端子および
前記第一形式の外部接続端子を通して当該携帯情報端末装置と前記充電装置側近距離無線
通信手段との間でデータの授受を行うための伝送路を確立し、当該携帯情報端末装置の動
作モードが、前記充電装置側近距離無線通信手段を通して、当該外部電子機器との間で近
距離無線通信を利用した通信を行うことが可能な近距離無線通信モードが設定されるよう
に制御が行われる。
【００１７】
　本発明の請求項１の充電装置は：
　前記外部通信制御手段は、当該携帯情報端末装置の前記第一形式の外部接続端子に自装
置側の前記第二形式の接続端子が接続された状態で、前記第一形式の外部接続端子におけ
る該当する接触子を通して当該携帯情報端末装置にハンズフリーモード切換え制御信号を
供給してその動作モードをハンズフリーモードに切換えると共に、前記充電装置側近距離
無線通信手段の動作モードが当該外部電子機器と近距離無線通信による通信を行うハンズ
フリーモードとなるように制御することを特徴とする。
【００１８】
　上記請求項１の充電装置では、前記外部通信制御手段は、更に、当該携帯情報端末装置
の前記第一形式の外部接続端子に自装置側の前記第二形式の接続端子が接続された状態で
、前記第一形式の外部接続端子における該当する接触子を通して当該携帯情報端末装置に
ハンズフリーモード切換え制御信号を供給してその動作モードをハンズフリーモードに切
換え、且つ、前記充電装置側近距離無線通信手段の動作モードが当該外部電子機器と近距
離無線通信による通信を行うハンズフリーモードとなるように制御する。
　外部通信制御手段による上述の制御によって、前記充電装置側近距離無線通信手段の動
作モードもハンズフリーモードとなって、外部電子機器とは近距離無線通信によるハンズ
フリーでの通話が可能な状態となる。
【００１９】
　本発明の請求項１の充電装置は：
　前記導通用導体群のうちの所定の導通用導体には、前記補助接続端子の前記第三群の接
触子と、自装置側の前記第二形式の接続端子における前記第二群の接触子のうちの該当す
る接触子とが導通状態にある外部電子機器接続モードと、当該導通状態に到らない接続待
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機モードとを、選択的に切換える切換えスイッチが設けられ、
　前記外部通信制御手段は、更に、前記ハンズフリーモードが解除されるハンズフリー解
除モードを選択しているときには、前記切換えスイッチを前記外部電子機器接続モードと
なるように制御し、前記ハンズフリーモードを選択しているときには、前記切換えスイッ
チを前記接続待機モードとなるように制御することを特徴とする。
【００２０】
　上記請求項１の充電装置では、前記切換えスイッチによって、前記補助接続端子の前記
第三群の接触子と、自装置側の前記第二形式の接続端子における前記第二群の接触子のう
ちの該当する接触子との所定の組み合わせが導通状態にある外部電子機器接続モードと、
当該導通状態に到らない接続待機モードとが、選択的に切換えられる。
　更に、外部通信制御手段によって、前記ハンズフリーモードが解除されるハンズフリー
解除モードが選択されているときには、前記切換えスイッチが前記外部電子機器接続モー
ドとなるように制御し、前記ハンズフリーモードが選択されているときには、前記切換え
スイッチを前記接続待機モードとなるように制御する。
【００２１】
　外部通信制御手段による上述の制御によって、ハンズフリー解除モード時には、外部電
子機器接続モードとなって補助接続端子に接続された外部電子機器が有効に機能し、ハン
ズフリーモード時には、前記切換えスイッチが接続待機モードとなって補助接続端子に接
続された外部電子機器は回路上では携帯情報端末装置から切り離されて有効に機能しない
状態となる。
【００２２】
　本発明の請求項２の充電装置は：
　請求項１の充電装置において特に、前記外部通信制御手段は、更に、当該携帯情報端末
装置のマイクおよびスピーカの音声信号が相互に接続された前記第一形式の外部接続端子
および自装置側の前記第二形式の接続端子を通して入出力され得るモードであるヘッドセ
ットモードの設定を行うためのヘッドセットモード切換え制御信号を供給し得るように構
成され、前記充電装置側近距離無線通信手段が当該外部電子機器としてのワイヤレスイヤ
ホンからの音楽再生コマンドを受信すると、当該携帯情報端末装置の前記第一形式の外部
接続端子に自装置側の前記第二形式の接続端子が接続された状態で、前記第一形式の外部
接続端子における該当する接触子を通して当該携帯情報端末装置に前記ヘッドセットモー
ド切換え制御信号を供給してその動作モードを前記ヘッドセットモードに切換えると共に
、前記充電装置側近距離無線通信手段の動作モードが前記ワイヤレスイヤホンと近距離無
線通信によるヘッドセットモードでの通信を行うように制御することを特徴とする。
【００２３】
　上記請求項２の充電装置では、前記外部通信制御手段は、更に、当該携帯情報端末装置
のマイクおよびスピーカの音声信号が相互に接続された前記第一形式の外部接続端子およ
び自装置側の前記第二形式の接続端子を通して入出力され得るモードであるヘッドセット
モードの設定を行うためのヘッドセットモード切換え制御信号を供給し得るように構成さ
れ、前記充電装置側近距離無線通信手段が当該外部電子機器としてのワイヤレスイヤホン
からの音楽再生コマンドを受信すると、当該携帯情報端末装置の前記第一形式の外部接続
端子に自装置側の前記第二形式の接続端子が接続された状態で、前記第一形式の外部接続
端子における該当する接触子を通して当該携帯情報端末装置に前記ヘッドセットモード切
換え制御信号を供給してその動作モードを前記ヘッドセットモードに切換える。
【００２４】
　また、この切換えと共に、前記充電装置側近距離無線通信手段の動作モードが前記ワイ
ヤレスイヤホンと近距離無線通信によるヘッドセットモードでの通信を行うように制御す
る。
　外部通信制御手段による上述の制御によって、ワイヤレスイヤホンからの音楽再生コマ
ンドを受信すると、ヘッドセットで音楽を聴くことが可能な状態が確立する。
【００２５】
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　本発明の請求項３の充電装置は：
　請求項２の充電装置において特に、前記外部通信制御手段は、前記充電装置側近距離無
線通信手段が当該外部電子機器としてのワイヤレスイヤホンからの音楽再生コマンドを受
信して、当該携帯情報端末装置に対してその動作モードを前記ヘッドセットモードに設定
した後に、更に、相互に接続された前記第一形式の外部接続端子および自装置側の前記第
二形式の接続端子を通して、当該携帯情報端末装置側から着信を通知する信号（着信音）
を受信したときは、ワイヤレスイヤホンからの着信に応答をする旨の着信応答信号を受信
することにより、当該携帯情報端末装置にハンズフリーモード切換え制御信号を供給して
その動作モードを前記ヘッドセットモードからハンズフリーモードに切換え、当該携帯情
報端末装置側に着信応答信号を送出し、更に、相互に接続された前記第一形式の外部接続
端子および自装置側の前記第二形式の接続端子を通して、当該携帯情報端末装置側からの
通話の切断を通知する信号（ビジートーン）、またはワイヤレスイヤホンからの通話の切
断信号を受信することにより、当該携帯情報端末装置に対してその動作モードを前記ヘッ
ドセットモードに切換えることを特徴とする。
【００２６】
　上記請求項３の充電装置では、前記外部通信制御手段は、前記充電装置側近距離無線通
信手段が当該外部電子機器としてのワイヤレスイヤホンからの音楽再生コマンドを受信し
て、当該携帯情報端末装置に対してその動作モードを前記ヘッドセットモードに設定した
後に、更に、相互に接続された前記第一形式の外部接続端子および自装置側の前記第二形
式の接続端子を通して、当該携帯情報端末装置側から着信を通知する信号（着信音）を受
信したときは、ワイヤレスイヤホンからの着信に応答をする旨の着信応答信号を受信する
ことにより、当該携帯情報端末装置を前記ヘッドセットモードからハンズフリーモードに
切換え、当該携帯情報端末装置側に着信応答信号を送出し、ハンズフリーでの通話が可能
な状態が確立し、更に、相互に接続された前記第一形式の外部接続端子および自装置側の
前記第二形式の接続端子を通して、当該携帯情報端末装置側からの通話の切断を通知する
信号（ビジートーン）、またはワイヤレスイヤホンからの通話の切断信号を受信すること
により、当該携帯情報端末装置に対してその動作モードを前記ヘッドセットモードに切換
え、再びヘッドセットで音楽を聴くことが可能な状態が確立する。
【００３０】
　本発明の請求項４の充電装置は：
　請求項１の充電装置において特に、前記補助接続端子における前記第三群の接触子のう
ち、当該外部電子機器の前記第二形式の外部接続端子における第二群の接触子のうち充電
用接触子との接触を得る接触子と、自装置側の第二形式の接続端子における第二群の接触
子のうち前記充電用接触子に対応する接触子との間に、当該携帯情報端末装置に装着され
た二次電池を充電するための電力を発生する電力発生手段が設けられていることを特徴と
する。
　上記請求項４の充電装置では、前記補助接続端子に電力発生手段からの電力が当該外部
電子機器の前記第二形式の外部接続端子における第二群の接触子のうち充電用接触子との
接触を得る接触子を通して当該携帯情報端末装置に装着された二次電池に供給され、この
二次電池の充電が行われる。
【００３１】
　本発明の請求項５の充電装置は：
　請求項４の充電装置において特に、前記電力発生手段は、二次電池、ＡＣアダプタ、ま
たは、ＤＣアダプタの何れかであることを特徴とする。
　上記請求項５の充電装置では、二次電池、ＡＣアダプタ、または、ＤＣアダプタの何れ
かからの充電電力の供給によって当該二次電池の充電が行われる。
【００３２】
　本発明の請求項６の充電装置は：
　請求項１の充電装置において特に、前記導通用導体群のうち該当する導体は、その所定
部に、当該充電装置に設けられたマイクロフォンまたはスピーカに当該接続が切換えられ



(10) JP 5399652 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

る切換えスイッチが設けられていることを特徴とする。
　上記請求項６の充電装置では、切換えスイッチを、該充電装置に設けられたマイクロフ
ォンまたはスピーカが有効に機能する側に当該接続が切換えて、これらマイクロフォンま
たはスピーカによる通話等が可能になる。
【００３３】
　本発明の請求項７の充電装置は：
　請求項１の充電装置において特に、前記導通用導体群のうち該当する導体は、その所定
部に、前記補助接続端子とは異なる汎用外部接続端子の該当する接触子が接続されている
ことを特徴とする。
　上記請求項７の充電装置では、例えばミニジャック等である汎用外部接続端子に、前記
補助接続端子への外部電子機器の接続の有無によらず、他の外部電子機器を接続すること
が可能である。
【００３４】
　本発明の請求項８の充電システムは：
　二次電池を作動用電源として用いるように構成され所定の第一形式の外部接続端子が設
けられ、前記第一形式の外部接続端子は、当該二次電池を充電するための受電用導体であ
る充電用接触子と外部電子機器との信号の授受のための接触を得る信号用接触子とを含む
第一群の接触子が配設され該第一群の接触子に対応する第二群の接触子を有する所定の第
二形式の外部の接続端子と正規の接続が行われ得るように構成されている携帯情報端末装
置に、自装置側の前記第二形式の接続端子が当該携帯情報端末装置の前記第一形式の外部
接続端子に接続された状態で前記充電用接触子を通して当該二次電池を充電するための電
力を供給する充電装置と、前記充電装置を通して当該携帯情報端末装置と近距離無線通信
を行うワイヤレスイヤホンと、を含んで構成された充電システムであって、
　前記充電装置は、
　自装置の所定部に設けられ前記第一形式の外部接続端子と同じ配列形式の第三群の接触
子を備え前記第二形式の外部の接続端子と正規の接続が行われ得るように構成されている
補助接続端子と、
　当該携帯情報端末装置の充電に適用する前記第二形式の接続端子の前記第二群の接触子
と前記補助接続端子の前記第三群の接触子とを、当該携帯情報端末装置の前記第一形式の
外部接続端子の前記第一群の接触子における前記信号用接触子と前記第二形式の接続端子
の前記第二群の接触子における各該当する接触子との対応関係と等しい対応関係を少なく
とも部分的に維持する関係を以って導通させるための導通用導体群と、
　前記ワイヤレスイヤホンと近距離無線通信を行うための充電装置側近距離無線通信手段
と、
　自装置側の前記第二形式の接続端子が当該携帯情報端末装置の前記第一形式の外部接続
端子に接続された状態で該接続された第二形式の接続端子および前記第一形式の外部接続
端子を通して当該携帯情報端末装置と前記充電装置側近距離無線通信手段との間でデータ
の授受を行うための伝送路を確立し、当該携帯情報端末装置の動作モードが、前記充電装
置側近距離無線通信手段を通して、前記ワイヤレスイヤホンとの間で近距離無線通信を利
用した通信を行うことが可能な近距離無線通信モードを設定するように制御する外部通信
制御手段と、を備え、
　前記ワイヤレスイヤホンは、
　前記充電装置側近距離無線通信手段と近距離無線通信を行うワイヤレスイヤホン側近距
離無線通信手段を備えている
ことを特徴とする。
【００３５】
　上記請求項８の充電システムでは、当該携帯情報端末装置側の前記第一形式の外部接続
端子に充電装置側の第二形式の接続端子を接続して充電装置側から電力を供給して充電を
行う一方、この充電を行っている期間中においても、この接続を通して当該携帯情報端末
装置充電装置の間でデータの授受を行うことが可能である。
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　従って、当該携帯情報端末装置自体にはワイヤレスイヤホンとの間で無線でデータの授
受を行う機能が搭載されていない場合においても、上述のように当該接続を通して授受す
るデータに関して、前記充電装置側近距離無線通信手段によって近距離無線通信でワイヤ
レスイヤホンとの間でのデータの授受を行うことが可能になる。
　即ち、この充電装置（その充電装置側近距離無線通信手段）をワイヤレス通信アダプタ
の如く機能させて、ワイヤレスイヤホンを用いることが可能である。
【００３６】
　本発明の請求項８の充電システムは：
　前記外部通信制御手段は、当該携帯情報端末装置の前記第一形式の外部接続端子に自装
置側の前記第二形式の接続端子が接続された状態で、前記第一形式の外部接続端子におけ
る該当する接触子を通して当該携帯情報端末装置にハンズフリーモード切換え制御信号を
供給してその動作モードをハンズフリーモードに切換えると共に、前記充電装置側近距離
無線通信手段の動作モードが前記ワイヤレスイヤホンと近距離無線通信による通信を行う
ハンズフリーモードとなるように制御することを特徴とする。
【００３７】
　上記請求項８の充電システムでは、前記外部通信制御手段は、更に、当該携帯情報端末
装置の前記第一形式の外部接続端子に自装置側の前記第二形式の接続端子が接続された状
態で、前記第一形式の外部接続端子における該当する接触子を通して当該携帯情報端末装
置にハンズフリーモード切換え制御信号を供給してその動作モードをハンズフリーモード
に切換え、且つ、前記充電装置側近距離無線通信手段の動作モードが当該外部電子機器と
近距離無線通信による通信を行うハンズフリーモードとなるように制御する。
　外部通信制御手段による上述の制御によって、前記充電装置側近距離無線通信手段の動
作モードもハンズフリーモードとなって、外部電子機器とは近距離無線通信によるハンズ
フリーでの通話が可能な状態となる。
【００３８】
　本発明の請求項８の充電システムは：
　前記導通用導体群のうちの所定の導通用導体には、前記補助接続端子の前記第三群の接
触子と、自装置側の前記第二形式の接続端子における前記第二群の接触子のうちの該当す
る接触子とが導通状態にある外部電子機器接続モードと、当該導通状態に到らない接続待
機モードとを、選択的に切換える切換えスイッチが設けられ、
　前記外部通信制御手段は、前記ハンズフリーモードが解除されるハンズフリー解除モー
ドを選択しているときには、前記切換えスイッチを前記外部電子機器接続モードとなるよ
うに制御し、前記ハンズフリーモードを選択しているときには、前記切換えスイッチを前
記接続待機モードとなるように制御することを特徴とする。
【００３９】
　上記請求項８の充電システムでは、前記切換えスイッチによって、前記補助接続端子の
前記第三群の接触子と、自装置側の前記第二形式の接続端子における前記第二群の接触子
のうちの該当する接触子との所定の組み合わせが導通状態にある外部電子機器接続モード
と、当該導通状態に到らない接続待機モードとが、選択的に切換えられる。
　更に、外部通信制御手段によって、前記ハンズフリーモードが解除されるハンズフリー
解除モードが選択されているときには、前記切換えスイッチが前記外部電子機器接続モー
ドとなるように制御し、前記ハンズフリーモードが選択されているときには、前記切換え
スイッチを前記接続待機モードとなるように制御する。
【００４０】
　外部通信制御手段による上述の制御によって、ハンズフリー解除モード時には、外部電
子機器接続モードとなって補助接続端子に接続された外部電子機器が有効に機能し、ハン
ズフリーモード時には、前記切換えスイッチが接続待機モードとなって補助接続端子に接
続された外部電子機器は回路上では携帯情報端末装置から切り離されて有効に機能しない
状態となる。
【００４１】
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　本発明の請求項９の充電システムは：
　上記請求項８の充電システムにおいて特に、前記外部通信制御手段は、更に、当該携帯
情報端末装置のマイクおよびスピーカの音声信号が相互に接続された前記第一形式の外部
接続端子および自装置側の前記第二形式の接続端子を通して入出力され得るモードである
ヘッドセットモードの設定を行うためのヘッドセットモード切換え制御信号を供給し得る
ように構成され、前記充電装置側近距離無線通信手段が前記ワイヤレスイヤホンからの音
楽再生コマンドを受信すると、当該携帯情報端末装置の前記第一形式の外部接続端子に自
装置側の前記第二形式の接続端子が接続された状態で、前記第一形式の外部接続端子にお
ける該当する接触子を通して当該携帯情報端末装置に前記ヘッドセットモード切換え制御
信号を供給してその動作モードを前記ヘッドセットモードに切換えると共に、前記充電装
置側近距離無線通信手段の動作モードが前記ワイヤレスイヤホンと近距離無線通信による
ヘッドセットモード通信を行うヘッドセットモードとなるように制御することを特徴とす
る。
【００４２】
　上記請求項９の充電システムでは、前記外部通信制御手段は、更に、当該携帯情報端末
装置のマイクおよびスピーカの音声信号が相互に接続された前記第一形式の外部接続端子
および自装置側の前記第二形式の接続端子を通して入出力され得るモードであるヘッドセ
ットモードの設定を行うためのヘッドセットモード切換え制御信号を供給し得るように構
成され、前記充電装置側近距離無線通信手段が当該外部電子機器としてのワイヤレスイヤ
ホンからの音楽再生コマンドを受信すると、当該携帯情報端末装置の前記第一形式の外部
接続端子に自装置側の前記第二形式の接続端子が接続された状態で、前記第一形式の外部
接続端子における該当する接触子を通して当該携帯情報端末装置に前記ヘッドセットモー
ド切換え制御信号を供給してその動作モードを前記ヘッドセットモードに切換える。
【００４３】
　また、この切換えと共に、前記充電装置側近距離無線通信手段の動作モードが前記ワイ
ヤレスイヤホンと近距離無線通信によるヘッドセットモードでの通信を行うように制御す
る。
　外部通信制御手段による上述の制御によって、ワイヤレスイヤホンからの音楽再生コマ
ンドを受信すると、ヘッドセットで音楽を聴くことが可能な状態が確立する。
【００４４】
　本発明の請求項１０の充電システムは：
　上記請求項９の充電システムにおいて特に、前記外部通信制御手段は、前記充電装置側
近距離無線通信手段が当該外部電子機器としてのワイヤレスイヤホンからの音楽再生コマ
ンドを受信して、当該携帯情報端末装置に対してその動作モードを前記ヘッドセットモー
ドに設定した後に、更に、相互に接続された前記第一形式の外部接続端子および自装置側
の前記第二形式の接続端子を通して、当該携帯情報端末装置側から着信を通知する信号（
着信音）を受信したときは、ワイヤレスイヤホンからの着信に応答をする旨の着信応答信
号を受信することにより、当該携帯情報端末装置にハンズフリーモード切換え制御信号を
供給してその動作モードを前記ヘッドセットモードからハンズフリーモードに切換え、当
該携帯情報端末装置側に着信応答信号を送出し、更に、相互に接続された前記第一形式の
外部接続端子および自装置側の前記第二形式の接続端子を通して、当該携帯情報端末装置
側からの通話の切断を通知する信号（ビジートーン）、またはワイヤレスイヤホンからの
通話の切断信号を受信することにより、当該携帯情報端末装置に対してその動作モードを
前記ヘッドセットモードに切換えることを特徴とする。
【００４５】
　上記請求項１０の充電システムでは、前記外部通信制御手段は、前記充電装置側近距離
無線通信手段が当該外部電子機器としてのワイヤレスイヤホンからの音楽再生コマンドを
受信して、当該携帯情報端末装置に対してその動作モードを前記ヘッドセットモードに設
定した後に、更に、相互に接続された前記第一形式の外部接続端子および自装置側の前記
第二形式の接続端子を通して、当該携帯情報端末装置側から着信を通知する信号（着信音
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）を受信したときは、ワイヤレスイヤホンからの着信に応答をする旨の着信応答信号を受
信することにより、当該携帯情報端末装置を前記ヘッドセットモードからハンズフリーモ
ードに切換え、当該携帯情報端末装置側に着信応答信号を送出し、ハンズフリーでの通話
が可能な状態が確立し、更に、相互に接続された前記第一形式の外部接続端子および自装
置側の前記第二形式の接続端子を通して、当該携帯情報端末装置側からの通話の切断を通
知する信号（ビジートーン）、またはワイヤレスイヤホンからの通話の切断信号を受信す
ることにより、当該携帯情報端末装置に対してその動作モードを前記ヘッドセットモード
に切換え、再びヘッドセットで音楽を聴くことが可能な状態が確立する。
【００４６】
　本発明の請求項１１の充電システムは：
　上記請求項９の充電システムにおいて特に、前記外部通信制御手段は、前記充電装置側
近距離無線通信手段が当該外部電子機器としてのワイヤレスイヤホンからの音楽再生コマ
ンドを受信して、当該携帯情報端末装置に対してその動作モードを前記ヘッドセットモー
ドに設定した後に、更に、当該外部電子機器としてのワイヤレスイヤホンの前記近距離無
線通信手段および自装置の前記充電装置側近距離無線通信手段を通して、当該携帯情報端
末装置における着信を通知する信号（着信音）を受信したときは、ワイヤレスイヤホンか
らの着信に応答をする旨の着信応答信号を受信することにより、当該携帯情報端末装置に
ハンズフリーモード切換え制御信号を供給してその動作モードを前記ヘッドセットモード
からハンズフリーモードに切換え、当該携帯情報端末装置側に着信応答信号を送出し、更
に、相互に接続された前記第一形式の外部接続端子および自装置側の前記第二形式の接続
端子を通して、当該携帯情報端末装置側からの通話の切断を通知する信号（ビジートーン
）、またはワイヤレスイヤホンからの通話の切断信号を受信することにより、当該携帯情
報端末装置に対してその動作モードを前記ヘッドセットモードに切換えることを特徴とす
る。
【００４７】
　上記請求項１１の充電システムでは、前記外部通信制御手段は、前記充電装置側近距離
無線通信手段が当該外部電子機器としてのワイヤレスイヤホンからの音楽再生コマンドを
受信して、当該携帯情報端末装置に対してその動作モードを前記ヘッドセットモードに設
定した後に、更に、相互に接続された前記第一形式の外部接続端子および自装置側の前記
第二形式の接続端子を通して、当該携帯情報端末装置側から着信を通知する信号（着信音
）を受信したときは、ワイヤレスイヤホンからの着信に応答をする旨の着信応答信号を受
信することにより、携帯情報端末装置にハンズフリーモード切換え制御信号を供給してそ
の動作モードを前記ヘッドセットモードからハンズフリーモードに切換え、当該携帯情報
端末装置側に着信応答信号を送出する。
【００４８】
　この切換えにより、当該携帯情報端末装置側から着信応答をするときにはハンズフリー
モードでの通話が可能な状態が確立し、更に、相互に接続された前記第一形式の外部接続
端子および自装置側の前記第二形式の接続端子を通して、当該携帯情報端末装置側からの
通話の切断を通知する信号（ビジートーン）、またはワイヤレスイヤホンからの通話の切
断信号を受信することにより、当該携帯情報端末装置に対してその動作モードを前記ヘッ
ドセットモードに切換え、再びヘッドセットで音楽を聴くことが可能な状態が確立する。
【発明の効果】
【００５５】
　本発明によれば、作動用電源である二次電池を装着した携帯情報端末装置の外部接続端
子に充電装置側の充電用端子を接続している状況下においても、当該携帯情報端末装置に
係る外部電子機器との信号の授受を汎用性のある接続手段によって確実に行うことを可能
にする充電装置、充電システム、および、充電方法が実現される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５６】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳述することにより本発明を明らか
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にする。
（本発明の一つの実施の形態としての充電装置の構成）
　図１は、本発明の一つの実施の形態としての充電装置の構成を表すブロック図である。
　図１において、携帯情報端末装置としての携帯電話機１００に対し、本発明の実施の形
態としての充電装置２００によって充電を行う場合を表している。
【００５７】
　携帯電話機１００は筐体１１０内の所定部に作動用電源である二次電池１２０を装着し
該筐体に所定の第一形式の外部接続端子１３０が設けられている。
　この第一形式の外部接続端子１３０は、レセプタクル型の端子であり、二次電池１２０
を充電するための受電用導体である充電用接触子（これ自体は不図示）と外部電子機器と
の信号の授受のための接触を得る複数の信号用接触子（これ自体は不図示）とを含む第一
群の接触子が配設されている。
【００５８】
　この第一群の接触子は、自己に対応するプラグ型の第二群の接触子を有する所定の第二
形式の外部の接続端子２３０と正規の接続が行われ得るように構成されている。
　一方、充電装置２００側には先端部に上述の第二形式の外部の接続端子２３０が取り付
けられた接続コード２２０が設けられている。
　また、充電装置２００にはその筐体２１０の所定部に、携帯電話機１００における第一
形式の外部接続端子１３０と同じ配列形式の第三群の接触子（これ自体は不図示）を備え
第二形式の外部の接続端子２３０と正規の接続が行われ得るように構成された補助接続端
子２４０が設けられている。
【００５９】
　更に、この充電装置２００には、携帯情報端末装置１００の充電に適用する第二形式の
接続端子２３０の第二群の接触子と補助接続端子２４０の第三群の接触子との電気的導通
を得る導通用導体群２５０が備えられている。
　この導通用導体群２５０によって、充電装置２００側の第二形式の接続端子２３０の第
二群の接触子と補助接続端子２４０の第三群の接触子とを、携帯情報端末装置（携帯電話
機）１００の第一形式の外部接続端子１３０の第一群の接触子における信号用接触子と第
二形式の接続端子２３０の第二群の接触子における各該当する接触子との対応関係と等し
い対応関係を少なくとも部分的に維持する関係（典型的には、充電用の電力供給用接触子
を除く全ての信号用接触子、或いは、電力供給用接触子をも含む全ての接触子が、各一対
一に対応する関係であるが、この限りに限定されるものではない）を以って電気的導通が
確立する。
【００６０】
　以上の構成により、充電装置２００の補助接続端子２４０は、外部電子機器３００側か
ら見たときに、携帯情報端末装置（携帯電話機）１００における第一形式の外部接続端子
１３０と等価に機能する。
　従って、通常は携帯電話機の第一形式の外部接続端子１３０に接続端子２３０ａを接続
して用いられる外部電子機器３００としてのヘッドホンにおける、この接続端子２３０ａ
を、充電装置２００の補助接続端子２４０に接続することによって、通常の場合と同様に
音楽を聴いたり、通話の音声を聴いたりするために用いることが可能になる。
　このように、携帯電話機の第一形式の外部接続端子１３０に替えて、充電装置２００の
補助接続端子２４０に接続を行っている場合であっても、二次電池１２０の充電を継続す
るに支障はない。
【００６１】
　尚、図１を参照して説明した実施の形態では、充電装置２００側の第二形式の接続端子
２３０は、謂わば、導通用導体群２５０の延長上にある接続コード２２０の一端部に設け
られているが、第二形式の接続端子２３０は、充電装置２００自体とは別体でその一端部
に接続端子２３０が設けられたような型式のコードであって、所要に応じて、充電装置２
００と被充電機器である携帯電話機１００とを結ぶような構成であってもよい。
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　このような場合においても、第二形式の接続端子２３０は「充電装置側の」ものであり
、各部の電気的導通関係に着目すれば、技術思想として、図１を参照して上述した構成と
本質的に差異がない。
【００６２】
　また、図１の実施の形態の充電装置２００では、補助接続端子２４０における第三群の
接触子のうち、当該外部電子機器３００の第二形式の外部接続端子における第二群の接触
子のうち充電用接触子との接触を得る接触子と、充電装置２００側の第二形式の接続端子
２３０における第二群の接触子のうち充電用接触子に対応する接触子との間に、当該携帯
情報端末装置に装着された二次電池を充電するための電力を発生する電力発生手段２６０
が設けられている。
　この電力発生手段２６０は、二次電池、ＡＣアダプタ、或いは、ＤＣアダプタを適用し
得る。
【００６３】
（本発明の他の実施の形態としての充電装置の構成）
　図２は、本発明の他の実施の形態としての充電装置を表すブロック図である。
　図２において、図１との対応部は同一の参照符号を附して示し、それら自体を各個に説
明することは省略する。
　図２の実施の形態における図１の実施形態との相違点は、導通用導体群２５０のうち該
当する導体は、その所定部に、当該充電装置に設けられたマイクロフォン２５１またはス
ピーカ２５２に当該接続が切換えられる切換えスイッチ２５３、２５４が設けられている
点である。
　図２の実施の形態の充電装置２００では、切換えスイッチ２５３、２５４を充電装置２
００に設けられたマイクロフォン２５１またはスピーカ２５２が有効に機能する側に当該
接続を切換えて、これらマイクロフォンまたはスピーカによる通話等が可能になる。
【００６４】
（本発明の更に他の実施の形態としての充電装置の構成）
　図３は、本発明の更に他の実施の形態としての充電装置を表すブロック図である。
　図３において、図１との対応部は同一の参照符号を附して示し、それら自体を各個に説
明することは省略する。
　図３の実施の形態における図１の実施形態との相違点は、導通用導体群２５０のうち該
当する導体２５０ａ、２５０ｂ、２５０ｃは、その所定部に、補助接続端子２４０とは異
なる汎用外部接続端子２７０の該当する接触子２７０ａ、２７０ｂ、２７０ｃが接続され
ている点である。
　この汎用外部接続端子２７０は、例えばミニジャック等であり、記補助接続端子２４０
への外部電子機器の接続の有無によらず、他の外部電子機器である、例えば、ミニプラグ
３１０付き接続コードを有するイヤフォン３００ａ接続することが可能である。
【００６５】
（本発明の更に他の実施の形態としての充電装置の構成）
　図４は、本発明の更に他の実施の形態としての充電装置、および、充電装置とイヤホン
マイクを含む充電システムを表すブロック図である。
　図４において、図１との対応部は同一の参照符号を附して示し、それら自体を各個に説
明することは省略する。
　図４の実施の形態における図１の実施形態との相違点は、後述する外部通信制御手段（
外部通信制御回路）２８０の制御下で、例えば、ブルートゥース等の近距離無線通信を行
うワイヤレス通信モジュール２９０を備え、これに対応するブルートゥース等の近距離無
線通信機能部３２０を搭載した外部電子機器としての例えばワイヤレスイヤホン３００ｂ
と無線によって信号の授受を行い得るように構成されている点である。尚、ワイヤレスイ
ヤホン３００ｂは、レセプタクル型の充電用端子３３０から充電を受けられるように構成
されている。
【００６６】
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　即ち、図４の充電装置２００ａでは、外部電子機器としてのワイヤレスイヤホン３００
ｂと例えばブルートゥースに準拠した近距離無線通信を行うための充電装置側近距離無線
通信手段としてのワイヤレス通信モジュール２９０が更に設けられている。
　更に、外部通信制御手段としての外部通信制御回路２８０が設けられ、この外部通信制
御回路２８０によって、充電装置２００ａ側の第二形式の接続端子２３０が携帯情報端末
装置（携帯電話機）１００の第一形式の外部接続端子１３０に接続された状態で該接続さ
れた第二形式の接続端子２３０および第一形式の外部接続端子１３０を通して携帯情報端
末装置１００と充電装置２００ａ側近距離無線通信手段２９０との間でデータの授受を行
うための伝送路が確立するように制御される。
【００６７】
　更にまた、この外部通信制御回路２８０によって、携帯情報端末装置１００の動作モー
ドが、充電装置２００ａ側近距離無線通信手段２９０を通して、外部電子機器としてのワ
イヤレスイヤホン３００ｂとの間で、上述のように確立した伝送路を通して授受されるデ
ータを対象として、近距離無線通信を利用した通信を行うことが可能な近距離無線通信モ
ードが設定されるように制御が行われる。
【００６８】
　即ち、図４の充電システムでは、携帯情報端末装置１００側の第一形式の外部接続端子
１３０に充電装置２００ａ側の第二形式の接続端子２３０を接続して充電装置２００ａ側
から電力を供給して充電を行う一方、この充電を行っている期間中においても、これらの
端子１３０および２３０を通して携帯情報端末装置１００と充電装置２００ａとの間でデ
ータの授受を行うことが可能である。
【００６９】
　従って、携帯情報端末装置１００自体にはワイヤレスイヤホンとの間で無線でデータの
授受を行う機能が搭載されていない場合においても、上述のように当該端子１３０および
２３０間の接続を通して授受するデータに関して、充電装置２００ａ側近距離無線通信手
段２９０によって近距離無線通信でワイヤレスイヤホン３００ｂとの間でのデータの授受
を行うことが可能になる。
　即ち、この充電装置２００ａ（その充電装置側近距離無線通信手段２９０）をワイヤレ
ス通信アダプタの如く機能させて、ワイヤレスイヤホン３００ｂを用いることが可能であ
る。
【００７０】
　尚、近距離無線通信としてブルートゥースを適用する場合、被充電機器としての携帯情
報端末装置の動作モードをブルートゥースに規定された複数のプロファイルのうち何れに
設定するかに応じて、本発明の実施の形態としての充電装置、被充電機器としての携帯情
報端末装置、および、該当する外部電子機器を含むシステムを予定した態様に切換わるよ
うにして作動させることができる。
　上述のプロファイルの選択は、接続の当初において相互の認証が成立することを条件に
、実行可能となる。
【００７１】
　次に、種々の作動態様が選択的に設定されるための構成、および、その動作態様につい
て説明する。
　図４を参照して既述のような機能ブロック図の態様において、外部通信制御回路２８０
は、更に、携帯情報端末装置１００の第一形式の外部接続端子１３０に充電装置２００ａ
側の第二形式の接続端子２３０が接続された状態で、第一形式の外部接続端子１３０にお
ける該当する接触子を通して携帯情報端末装置１００にハンズフリーモード切換え制御信
号を供給してその動作モードをハンズフリーモードに切換えると共に、充電装置２００ａ
側近距離無線通信手段（ワイヤレス通信モジュール）２９０の動作モードがワイヤレスイ
ヤホン３００ｂと近距離無線通信による通信を行うハンズフリーモードとなるように制御
するように構成され得る。
【００７２】
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　このような充電システムでは、外部通信制御回路２８０は、更に、当該携帯情報端末装
置１００の第一形式の外部接続端子１３０に充電装置２００ａ側の第二形式の接続端子が
接続された状態で、第一形式の外部接続端子１３０における該当する接触子を通して携帯
情報端末装置１００にハンズフリーモード切換え制御信号を供給してその動作モードをハ
ンズフリーモードに切換え、且つ、充電装置２００ａ側近距離無線通信手段（ワイヤレス
通信モジュール）２９０の動作モードが外部電子機器（ワイヤレスイヤホン３００ｂ）と
近距離無線通信による通信を行うハンズフリーモードとなるように制御する。
【００７３】
　外部通信制御手段（外部通信制御回路）２９０による上述の制御によって、充電装置２
００ａ側近距離無線通信手段（ワイヤレス通信モジュール）２９０の動作モードもハンズ
フリーモードとなって、外部電子機器（ワイヤレスイヤホン）３００ｂとは近距離無線通
信によるハンズフリーでの通話が可能な状態となる。
　また、導通用導体群２５０のうちの所定の導通用導体には、充電装置２００ａにおける
補助接続端子２４０の第三群の接触子と、充電装置２００ａ側の第二形式の接続端子２３
０における第二群の接触子のうちの該当する接触子とが導通状態にある外部電子機器接続
モードと、当該導通状態に到らない接続待機モードとを、選択的に切換える切換えスイッ
チが設けられ（図４では外部通信制御回路２８０内）、外部通信制御回路２８０は、ハン
ズフリーモードが解除されるハンズフリー解除モードを選択しているときには、この切換
えスイッチを外部電子機器接続モードとなるように制御し、ハンズフリーモードを選択し
ているときには、切換えスイッチを接続待機モードとなるように制御する。
【００７４】
　上記の充電システムでは、切換えスイッチによって、補助接続端子２４０の第三群の接
触子と、充電装置２００ａ側の第二形式の接続端子２３０における第二群の接触子のうち
の該当する接触子との所定の組み合わせが導通状態にある外部電子機器接続モードと、当
該導通状態に到らない接続待機モードとが、選択的に切換えられる。
　更に、外部通信制御回路２８０によって、ハンズフリーモードが解除されるハンズフリ
ー解除モードが選択されているときには、切換えスイッチが外部電子機器接続モードとな
るように制御し、ハンズフリーモードが選択されているときには、前切換えスイッチを接
続待機モードとなるように制御する。
【００７５】
　外部通信制御回路２８０による上述の制御によって、ハンズフリー解除モード時には、
外部電子機器接続モードとなって補助接続端子２４０に接続された外部電子機器（３００
：図１，図２）が有効に機能し、ハンズフリーモード時には、切換えスイッチが接続待機
モードとなって補助接続端子２４０に接続された外部電子機器（３００：図１，図２）は
回路上では携帯情報端末装置１００から切り離されて有効に機能しない状態となる。
【００７６】
　一方、外部通信制御回路２８０は、更に、携帯情報端末装置１００のマイクおよびスピ
ーカの音声信号が相互に接続された第一形式の外部接続端子１３０および自装置側の第二
形式の接続端子２３０を通して入出力され得るモードであるヘッドセットモードの設定を
行うためのヘッドセットモード切換え制御信号を供給し得るように構成され、充電装置側
近距離無線通信手段（ワイヤレス通信モジュール）２９０がワイヤレスイヤホン３００ｂ
からの音楽再生コマンドを受信すると、携帯情報端末装置１００の第一形式の外部接続端
子１３０に充電装置２００ａ側の第二形式の接続端子２３０が接続された状態で、第一形
式の外部接続端子１３０における該当する接触子を通して当該携帯情報端末装置１００に
上述のヘッドセットモード切換え制御信号を供給してその動作モードをヘッドセットモー
ドに切換えると共に、充電装置２００ａ側近距離無線通信手段の動作モードが前記ワイヤ
レスイヤホンと近距離無線通信によるヘッドセットモード通信を行うヘッドセットモード
となるように制御することを特徴とする。
【００７７】
　上記のような充電システムでは、外部通信制御回路２８０は、更に、充電装置側近距離
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無線通信手段（ワイヤレス通信モジュール）２９０が当該外部電子機器としてのワイヤレ
スイヤホン３００ｂからの音楽再生コマンドを受信すると、携帯情報端末装置１００の第
一形式の外部接続端子１３０に充電装置２００ａ側の第二形式の接続端子２３０が接続さ
れた状態で、第一形式の外部接続端子１３０における該当する接触子を通して携帯情報端
末装置１００にヘッドセットモード切換え制御信号を供給してその動作モードをヘッドセ
ットモードに切換える。
【００７８】
　また、この切換えと共に、充電装置側近距離無線通信手段（ワイヤレス通信モジュール
）２９０の動作モードがワイヤレスイヤホンと近距離無線通信によるヘッドセットモード
での通信モードとなるように制御する。
　外部通信制御回路２８０による上述の制御によって、ワイヤレスイヤホンからの音楽再
生コマンドを受信すると、ヘッドセットで音楽を聴くことが可能な状態が確立する。
【００７９】
　更に、図４の充電システムにおいて特に、外部通信制御回路２８０は、充電装置側近距
離無線通信手段（ワイヤレス通信モジュール）２９０が当該外部電子機器としてのワイヤ
レスイヤホン３００ａからの音楽再生コマンドを受信して、当該携帯情報端末装置１００
に対してその動作モードを前記ヘッドセットモードに設定した後に、更に、相互に接続さ
れた第一形式の外部接続端子１３０および充電装置２００ａ側の第二形式の接続端子２３
０を通して、当該携帯情報端末装置１００側から着信を通知する信号（着信音）を受信し
たときは、ワイヤレスイヤホン３００ａからの着信に応答をする旨の着信応答信号を受信
することにより、当該携帯情報端末装置１００にハンズフリーモード切換え制御信号を供
給してその動作モードを前記ヘッドセットモードからハンズフリーモードに切換え、携帯
情報端末装置１００側に着信応答信号を送出し、更に、相互に接続された前記第一形式の
外部接続端子１３０および充電装置２００ａ側の第二形式の接続端子２３０を通して、当
該携帯情報端末装置１００側からの通話の切断を通知する信号（ビジートーン）、または
ワイヤレスイヤホン３００ａからの通話の切断信号を受信することにより、携帯情報端末
装置１００に対してその動作モードを前記ヘッドセットモードに切換える。
【００８０】
　上記のような充電システムでは、外部通信制御回路２８０は、充電装置側近距離無線通
信手段（ワイヤレス通信モジュール）２９０が当該外部電子機器としてのワイヤレスイヤ
ホン３００ａからの音楽再生コマンドを受信して、携帯情報端末装置１００に対してその
動作モードを前記ヘッドセットモードに設定した後に、更に、相互に接続された第一形式
の外部接続端子１３０および充電装置２００ａ側の第二形式の接続端子２３０を通して、
携帯情報端末装置１００側から着信を通知する信号（着信音）を受信したときは、ワイヤ
レスイヤホン３００ａからの着信に応答をする旨の着信応答信号を受信することにより、
携帯情報端末装置１００をヘッドセットモードからハンズフリーモードに切換え、ハンズ
フリーでの通話が可能な状態を確立し、更に、相互に接続された前記第一形式の外部接続
端子１３０および充電装置２００ａ側の第二形式の接続端子を通して、当該携帯情報端末
装置１００側からの通話の切断を通知する信号（ビジートーン）、またはワイヤレスイヤ
ホンからの通話の切断信号を受信することにより、携帯情報端末装置１００に対してその
動作モードを前記ヘッドセットモードに切換え、再びヘッドセットで音楽を聴くことが可
能な状態が確立する。
【００８１】
　更にまた、図４の充電システムにおいて特に、外部通信制御回路２８０は、充電装置側
近距離無線通信手段（ワイヤレス通信モジュール）２９０が当該外部電子機器としてのワ
イヤレスイヤホン３００ｂからの音楽再生コマンドを受信して、携帯情報端末装置１００
に対してその動作モードをヘッドセットモードに設定した後に、更に、外部電子機器とし
てのワイヤレスイヤホン３００ｂの近距離無線通信手段３２０および充電装置２００ａの
充電装置側近距離無線通信手段（ワイヤレス通信モジュール）２９０を通して、携帯情報
端末装置１００における着信を通知する信号（着信音）を受信したときは、ワイヤレスイ
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ヤホン３００ａからの着信に応答をする旨の着信応答信号を受信することにより、携帯情
報端末装置１００にハンズフリーモード切換え制御信号を供給してその動作モードを前記
ヘッドセットモードからハンズフリーモードに切換え、携帯情報端末装置１００側に着信
応答信号を送出し、更に、相互に接続された前記第一形式の外部接続端子１３０および充
電装置２００ａ側の第二形式の接続端子２３０を通して、携帯情報端末装置１００側から
の通話の切断を通知する信号（ビジートーン）、またはワイヤレスイヤホン３００ａから
の通話の切断信号を受信することにより、携帯情報端末装置１００に対してその動作モー
ドを前記ヘッドセットモードに切換える。
【００８２】
　上記の充電システムでは、外部通信制御回路２８０は、充電装置側近距離無線通信手段
（ワイヤレス通信モジュール）２９０が当該外部電子機器としてのワイヤレスイヤホン３
００ｂからの音楽再生コマンドを受信して、当該携帯情報端末装置１００に対してその動
作モードを前記ヘッドセットモードに設定した後に、更に、相互に接続された第一形式の
外部接続端子１３０および充電装置２００ａ側の前記第二形式の接続端子２３０を通して
、携帯情報端末装置１００側から着信を通知する信号（着信音）を受信したときは、ワイ
ヤレスイヤホン３００ａからの着信に応答をする旨の着信応答信号を受信することにより
、携帯情報端末装置１００にハンズフリーモード切換え制御信号を供給してその動作モー
ドを前記ヘッドセットモードからハンズフリーモードに切換え、携帯情報端末装置１００
側に着信応答信号を送出する。
【００８３】
　この切換えにより、携帯情報端末装置１００側から着信応答をするときにはハンズフリ
ーモードでの通話が可能な状態が確立し、更に、相互に接続された前記第一形式の外部接
続端子１３０および充電装置２００ａ側の第二形式の接続端子を通して、当該携帯情報端
末装置１００側からの通話の切断を通知する信号（ビジートーン）、またはワイヤレスイ
ヤホンからの通話の切断信号を受信することにより、当該携帯情報端末装置１００に対し
てその動作モードを前記ヘッドセットモードに切換え、再びヘッドセットで音楽を聴くこ
とが可能な状態が確立する。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　本発明は、筐体内の所定部に作動用電源である二次電池を装着した携帯情報端末装置の
外部接続端子に充電装置側の充電用端子を接続している状況下においても、当該携帯情報
端末装置に係る外部電子機器との信号の授受を汎用性のある接続手段によって確実に行う
ことを可能にする充電装置、充電システム、および、充電方法を実現するために利用する
ことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明の一つの実施の形態としての充電装置の構成を表すブロック図である。
【図２】本発明の他の実施の形態としての充電装置を表すブロック図である。
【図３】本発明の更に他の実施の形態としての充電装置を表すブロック図である。
【図４】本発明の更に他の実施の形態としての充電装置、および、充電装置とイヤホンマ
イクを含む充電システムを表すブロック図である。
【符号の説明】
【００８６】
１００…携帯情報端末装置（携帯電話機）
１１０…筐体
１２０…二次電池
１３０…第一形式の外部接続端子
２００、２００ａ…充電装置
２３０，２３０ａ…第二形式の外部の接続端子
２４０…補助接続端子



(20) JP 5399652 B2 2014.1.29

２５０…導通用導体群
２６０…電力発生手段
２８０…外部通信制御回路
２９０…ワイヤレス通信モジュール
３００，３００ａ…外部電子機器（ヘッドホン）
３００ｂ…ワイヤレスイヤホン
３２０…近距離無線通信機能部
３３０…充電用端子

【図１】

【図２】

【図３】
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