
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像素子を有する着脱式画像撮影アダプタを、画像を表示する表示手段が設けられ、電
話機能またはデータ通信機能を有する携帯通信端末に装着することにより、テレビ電話機
能が付加される携帯通信端末であって、
　着呼情報に付加された種別情報から、送られてくる情報が音声情報あるいは画像情報＋
音声情報のいずれかであるかを識別する情報識別手段と、
　少なくとも電話機能を実行するためのアプリケーションと、テレビ電話機能を実行する
ためのアプリケーションと、を含む複数のアプリケーションプログラムを格納する登録手
段と、
　前記情報識別手段で識別した種別情報に基づき、その種別情報に対応した前記電話機能
を実行するためのアプリケーションまたは前記テレビ電話機能を実行するためのアプリケ
ーションを起動する制御手段と、

ことを特徴とする携帯通信端末。
【請求項２】
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　前記情報識別手段で画像情報＋音声情報であると判別された際に、前記着脱式画像撮影
アダプタが装着されているか否かを判断する装着状態検出手段と、
を有し、
　前記制御手段は、前記装着状態検出手段にて前記着脱式画像撮影アダプタが装着されて
いないと判断された際に、前記着脱式画像撮影アダプタの装着を促すメッセージを可視表
示または可聴表示する



　前記装着状態検出手段にて前記着脱式画像撮影アダプタが装着されていな と判断され
た後に、利用者による前記着脱式画像撮影アダプタの装着の意志を決定させる装着意志決
定手段が設けられ、
該装着意志決定手段にて前記着脱式画像撮影アダプタの装着の意志がないと決定された際
に、前記制御手段は、回線を切断することを特徴とする 記載の携帯通信端末。
【請求項３】
　前記装着意志決定手段にて前記着脱式画像撮影アダプタの装着の意志があると決定され
た際に、前記制御手段は、前記着脱式画像撮影アダプタの装着を所定時間待機し、所定時
間内にて前記着脱式画像撮影アダプタが装着されない場合に、回線を切断することを特徴
とする 記載の携帯通信端末。
【請求項４】
　前記着脱式画像撮影アダプタの装着の待機中に、その旨の表示を相手側の携帯通信端末
に表示させることを特徴とする 記載の携帯通信端末。
【発明の詳細な説明】
技　術　分　野
本発明は、電話機能およびデータ通信機能を有する携帯通信端末に、テレビ電話機能が付
加されたテレビ電話システムに関するものである。
背　景　技　術
データの高速伝送が可能なＰＤＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｅｌｌｕｌａ
ｒ）、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、Ｇ
ＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎ）やＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ－ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、さらには
、次世代の技術として開発されているＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅ　ｂａｎｄ　ＣＤＭＡ）、Ｃ
ＤＭＡ２０００等の通信手段を用いた電話機能およびデータ通信機能を有する携帯通信端
末にテレビ電話機能を付加させてテレビ電話システムを実現する場合、操作性が良好であ
ることが要請される。
これは、例えば、電話の着信を受けた場合には、携帯通信端末を顔に近づけて通話するこ
とになり、また、テレビ電話として着信した場合には、顔から一定距離おいて表示部に映
し出される相手の顔を見ながら通話することとなるからである。
しかしながら、上記のように、携帯通信端末にテレビ電話機能を付加させた場合、着信が
あった際に、その着信がどのような種別の着信であるかがわからず、これにより、電話の
着信での操作あるいはテレビ電話としての着信の操作を円滑に行うことが困難である。
つまり、利用者が上記操作を円滑にするためには、着信があった場合、どの様な種別の着
信であるか予め知ることが必要である。また、利用者は、どのような種別の着信かを確認
した上で、そのモードの機能を起動させなければならない。
発　明　の　開　示
本発明の携帯通信端末を用いたテレビ電話システムは、電話機能またはデータ通信機能を
有し、かつ撮像素子からなるカメラ及び画像を表示する表示手段が一体化されてテレビ電
話機能が付加された携帯通信端末を用いたテレビ電話システムであって、着呼情報に予め
ヘッダとして付加された種別情報から、送られてくる情報が音声情報，文字情報または画
像情報＋音声情報のいずれかであるかを識別する情報識別手段と、少なくともテレビ電話
機能を実行するためのアプリケーションプログラムを含む複数のアプリケーションプログ
ラムを格納する登録手段と、前記情報識別手段で識別した種別情報に基づき、その種別情
報に対応したアプリケーションプログラムを起動する制御手段とを有するものである。
そして、この携帯通信端末を用いたテレビ電話システムによれば、着信時に、着呼情報の
ヘッダとして付加された種別情報に対応したアプリケーションが制御手段によって起動さ
れるので、種別に応じてモードの機能を起動させるような操作を不要とすることができる
。これにより、画像通信を行うテレビ電話システムにおける操作の円滑化を図ることがで
き、利用者による操作の手間を大幅に軽減することができる。
また、本発明の携帯通信端末を用いたテレビ電話システムは、撮像素子を有する着脱式画
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像撮影アダプタを、画像を表示する表示手段が設けられ、電話機能またはデータ通信機能
を有する携帯通信端末に装着することにより、テレビ電話機能が付加される携帯通信端末
を用いたテレビ電話システムであって、着呼情報に予めヘッダとして付加された種別情報
から、送られてくる情報が音声情報，文字情報ならびに画像情報＋音声情報のいずれかで
あるかを識別する情報識別手段と、少なくともテレビ電話機能を実行するためのアプリケ
ーションプログラムを含む複数のアプリケーションプログラムを格納する登録手段と、前
記情報識別手段で識別した種別情報に基づき、その種別情報に対応したアプリケーション
プログラムを起動する制御手段とを有するものである。
そして、この携帯通信端末を用いたテレビ電話システムによれば、携帯通信端末に、着脱
式画像撮影アダプタを装着することによりテレビ電話機能が付加された状態にて、着信時
に、着呼情報のヘッダとして付加された種別情報に対応したアプリケーションが制御手段
によって起動されるので、種別に応じてモードの機能を起動させるような操作を不要とす
ることができる。これにより、画像通信を行うテレビ電話システムにおける操作の円滑化
を図ることができ、利用者による操作の手間を大幅に軽減することができる。
また、本発明の着脱式画像撮影アダプタは、画像を表示する表示手段が設けられた電話機
能またはデータ通信機能を有する携帯通信端末へ装着されて、前記携帯通信端末にテレビ
電話機能を付加させる撮像素子を有するものである。
そして、この着脱式画像撮影アダプタによれば、携帯通信端末として、通信手段を備えた
パーソナルコンピュータ等の通信端末に装着するだけで、極めて容易に、携帯通信端末に
テレビ電話機能を付加させることができる。これにより、汎用性に優れたアダプタとして
、各種の携帯通信端末へ容易に装着して用いることができる。
発明を実施するための最良の形態
以下、図面を参照して本発明のテレビ電話システムの実施の形態を詳しく説明する。
図１は本発明によるテレビ電話機能を有する携帯通信端末の外観を説明するための正面図
であり、図２及び図３は、テレビ電話機能を有する携帯通信端末の外観を説明するそれぞ
れ側面図である。
図１から図３に示すように、携帯通信端末２０には、その端末本体２０ａの正面に、カラ
ー液晶板からなるモニター２１が設けられている。このモニター２１には、電話番号、電
界ピクトなど携帯電話装置における通信機能情報及び画像情報の両方あるいはいずれか一
方が表示されるようになっている。そして、このモニター２１からなる表示部が、各種表
示を行う表示手段とされている。
端末本体２０ａには、その上部における正面側に、後述する撮像素子３６を有するカメラ
２２が設けられており、このカメラ２２によって画像が撮影されるようになっている。ま
た、モニター２１の下方側には、操作用の複数のキー２３が設けられており、これらキー
２３を押下することにより、各種の操作を行うことができるようになっている。また、操
作用のキー２３は、端末本体２０ａの一側部にも設けられている。
端末本体２０ａには、その上部におけるカメラ２２の側部に音声出力手段としてのスピー
カ２５が設けられ、下方には、マイク２６が設けられており、マイク２６によって音声入
力が行われ、スピーカ２５から相手方の音声、着信音、アラーム等が発せられるようにな
っている。また、端末本体２０ａの上端には、伸縮可能なアンテナ２７が設けられており
、内蔵された後述するＲＦ部４８が、アンテナ２７を介して画像データ及び音声データの
通信を行うようになっている。
さらに、端末本体２０ａの他側部には、コンセント等のＡＣ電源に、アダプタを介して接
続される外部電源接続部２８及びイヤホーン等が接続される外部音声出力部２９が設けら
れている。
また、端末本体２０ａには、その裏面側に、バッテリーが収納された収納部に着脱される
電池蓋２４が設けられており、この電池蓋２４には、所定角度の範囲内にて回動可能に連
結されたスタンド２４ａが設けられている。そして、このスタンド２４ａを角度を広げる
方向に回動させることにより、端末本体２０が設置面に対して傾斜した状態に支持される
ようになっている。
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次に、上記テレビ電話機能を有する簡易形情報端末２０の機能を図４に示すブロック図に
よって説明する。
図に示すように、この簡易形情報端末２０は、結像された被写体像を電気信号（画素信号
）に変換するカメラ２２を構成する撮像素子３６、撮像素子３６の出力をディジタル信号
に変換するＡ／Ｄ変換器３７、Ａ／Ｄ変換器３７の出力をディザ画像データに変換するデ
ィザ画像処理部３９および音声処理部４０を含む処理部３８、ＰＨＳ等の通信手段を用い
た電話機能およびデータ通信機能の制御を司どる制御手段であるＣＰＵ４３、電話機能を
実行するための第１のアプリケーションプログラム，データ通信機能を実行するための第
２のアプリケーションプログラムおよびテレビ電話機能を実行するための第３のアプリケ
ーションプログラムを格納する登録手段であるアプリケーション登録部４４、データ通信
により送受信する文字などのデータや画像データを格納するメモリ部４５、発着呼情報，
文字，制御内容を表示したり，画像を表示したりする前記モニター２１からなる表示部を
駆動させる表示駆動回路４６、電話やデータ通信のため、さらに画像の撮影，再生表示，
転送のための操作用のキー２３からなる操作部とＣＰＵ４３とを接続するキー入力インタ
フェース部４７、ＰＨＳ回線を用いて相手端末と電話，データ通信するための、アンテナ
２７が接続されたＲＦ部４８を含んで構成されている。
ＣＰＵ４３は、送信されてきた着呼情報にヘッダとして付加されている種別情報を識別す
る機能を有する情報識別手段として情報識別部４３ａが設けられている。
次に、上記構成、機能のテレビ電話機能が付加された携帯通信端末の着信時の動作および
操作を図５に示すフローチャートに沿って説明する。
携帯通信端末２０がアンテナ２７、ＲＦ部４８を介して呼出情報を受信する（ステップ（
以下、「Ｓ」という）３０１）。
ＣＰＵ４３は自己に対する呼出であると判断すると、呼出しを行うとともに情報識別部４
３ａによって着呼情報にヘッダとして付加されている種別情報を識別する（Ｓ３０２）。
そして表示駆動回路４６を駆動して表示部であるモニター２１に電話通話，データ通信ま
たはテレビ電話の着信の種別を表示する（Ｓ３０３）。
利用者は、表示によってどの種別の着信かを知ることができるので、応答する場合、その
種別に適合した扱いをすることができる。
利用者がキー２３の内の通信キーを押して応答すると（Ｓ３０４，Ｓ３０８またはＳ３０
６）、種別が音声情報の場合にはＣＰＵ４３は、アプリケーション登録部４４より通話用
のアプリケーションを起動する（Ｓ３０５）。
また、文字情報の場合にはデータ通信用のアプリケーションを起動する（Ｓ３０７）。こ
れにより電話通話またはデータ受信の操作を円滑にすることができる。
さらに、種別が、音声情報＋画像情報の場合にはＣＰＵ４３は、アプリケーション登録部
４４よりテレビ電話用のアプリケーションを起動する（Ｓ３０９）。
このように、各種別情報に対応したアプリケーションが起動した後は、利用者はそれぞれ
の操作を円滑にすることができる。
そして、この携帯通信端末２０を用いたテレビ電話システムによれば、着信時に、着呼情
報のヘッダとして付加された種別情報に対応したアプリケーションがＣＰＵ４３によって
起動されるので、種別に応じてモードの機能を起動させるような操作を不要とすることが
できる。これにより、画像通信を行うテレビ電話システムにおける操作の円滑化を図るこ
とができ、利用者による操作の手間を大幅に軽減することができる。
なお、上記の実施の形態では、携帯通信端末２０のモニター２１に可視表示する例につい
て説明したが、種別表示は可聴音により認識させることができる。例えば、呼出音の音色
や発生パターンを電話通話，データ通信またはテレビ電話毎に対応づけることができる。
また、上記の例では、テレビ電話機能を付加させた携帯通信端末２０として、モニター２
１およびカメラ２２が一体化されたものについて説明したが、携帯通信端末に、テレビ電
話機能を付加させるための別体のユニットを装着させても良い。
ここで、このタイプの携帯通信端末の例を説明する。
図６は、携帯通信端末の外観を説明するための図であり、（ａ）は着脱式画像撮影アダプ
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タの外観斜視図、（ｂ）は携帯通信端末に一体に着脱式画像撮影アダプタを装着してなる
テレビ電話システムの外観斜視図である。
図６に示すように、この携帯通信端末５１に装着される着脱式画像撮影アダプタ５２は、
ＰＣカードスロット部５６の上部に被写体像を取り込むためのカメラユニット５４が設け
られている。カメラユニット５４は支持部５５によって回動可能に取り付けられ、矢印方
向に撮影方向を変えることができる。ＰＣカードスロット部５６部分には電子回路が内蔵
され、その下端部には電池収納部５３が設けられている。
一方、ＰＨＳ等の通信手段を用いた電話機能およびデータ通信機能を有する携帯通信端末
５１は、前述と同様に、表示部であるモニター５７、スピーカ６３、アンテナ６０などが
設けられている上部フリップと、通話キー５８や装着意志決定手段である装着意思決定キ
ー５９が配置されているファンクションキー，テンキー，選択キーを含む操作用のキーか
らなる操作部、マイク６１、電源スイッチ６２などが設けられている下部フリップより構
成され、２つ折りに畳むことができる。
そして、この携帯通信端末５１の下部フリップ下端に設けられているスロット接続端子に
、着脱式画像撮影アダプタ５２のＰＣカードスロット部５６を装着してテレビ電話システ
ムが構成される。
上記のように着脱式画像撮影アダプタ５２を携帯通信端末５１へ装着させる構造のテレビ
電話システムでは、図７に示すように、着脱式画像撮影アダプタ５２側に、前述したＰＣ
カードスロット部５６が設けられ、また、携帯通信端末５１側に、スロット接続端子６４
が設けられている。
そして、携帯通信端末５１の下部フリップに着脱式画像撮影アダプタ５２のＰＣカードス
ロット部５６を装着することにより、着脱式画像撮影アダプタ５２のＰＣカードスロット
部５６と携帯通信端末５１のスロット接続端子６４とが互いに接続されて、着脱式画像撮
影アダプタ５２の処理部３８と携帯通信端末５１のＣＰＵ４３との信号のやり取りが行わ
れるようになっている。
また、携帯通信端末５１には、そのＣＰＵ４３に、着脱式画像撮影アダプタ５２が装着さ
れているか否かを検出する機能を有する装着状態検出手段として装着状態検出部４３ｂが
設けられている。
そして、このタイプのテレビ電話システムでは、図８に示すように、種別情報の種別が音
声情報＋画像情報の場合、Ｓ３０８以降に、前述した一体型の携帯通信端末２０を用いた
場合と異なる処理が行われる。
つまり、音声情報＋画像情報の場合には、ＣＰＵ４３は装着状態検出部４３ｂによって着
脱式画像撮影アダプタ５２が装着されているか否かを判断する（Ｓ３１０）。
この判断の結果、当初から装着されている場合にはアプリケーション登録部４４よりテレ
ビ電話用のアプリケーションを起動する（Ｓ３１１）。
一方、着脱式画像撮影アダプタ２が装着されていない場合には、装着を促すメッセージを
可視または可聴表示し、利用者が装着の意思があるか否かを判断することとなる（Ｓ３１
２）。
利用者が装着意思決定キー５９を操作して装着しないことを意思決定すると、回線は切断
される（Ｓ３１３）。装着することを意思決定した場合には、ＣＰＵ４３は、装着のため
に所定時間待機して猶予を与えるとともに相手端末に対し装着準備中である旨の情報を送
出する。
そして、再度装着状態検出部４３ｂによって装着されたか否かを監視する（Ｓ３１０）。
上記猶予の所定時間が経過したときには回線は切断される。
なお、利用者が装着意思決定キー５９が何ら操作されなかったときにも所定時間経過後に
回線は切断される。
着脱式画像撮影アダプタ５２が装着された場合には当初から装着されていた場合と同様、
アプリケーション登録部４４よりテレビ電話用のアプリケーションを起動する（Ｓ３１１
）。
そして、この携帯通信端末５１を用いたテレビ電話システムによれば、携帯通信端末５１
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に、着脱式画像撮影アダプタ５２を装着することによりテレビ電話機能が付加された状態
にて、着信時に、着呼情報のヘッダとして付加された種別情報に対応したアプリケーショ
ンがＣＰＵ４３によって起動されるので、種別に応じてモードの機能を起動させるような
操作を不要とすることができる。これにより、画像通信を行うテレビ電話システムにおけ
る操作の円滑化を図ることができ、利用者による操作の手間を大幅に軽減することができ
る。
また、着脱式画像撮影アダプタ５２は、携帯通信端末５１に装着するだけで、極めて容易
に、携帯通信端末５１にテレビ電話機能を付加させることができる。これにより、汎用性
に優れたアダプタとして、各種の携帯通信端末へ容易に装着して用いることができる。ま
た、携帯通信端末として、通信手段を備えたパーソナルコンピュータ等の通信端末にも極
めて容易に装着してテレビ電話機能を付加させることができる。
なお、上記の例では、ＰＨＳの通信手段を例にとって説明したが、通信手段としては、Ｐ
ＨＳに限定されることなく、ＰＤＣ、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ、さらには、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭ
Ａ２０００等のあらゆる通信手段に適応することができる。
産業上の利用可能性
以上のように、本発明にかかる携帯通信端末を用いたテレビ電話システムによれば、着信
時に、着呼情報のヘッダとして付加された種別情報に対応したアプリケーションが制御手
段によって起動されるので、種別に応じてモードの機能を起動させるような操作を不要と
することができる。これにより、画像通信を行うテレビ電話システムにおける操作の円滑
化を図ることができ、利用者による操作の手間を大幅に軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
図１は、本発明の携帯通信端末を用いたテレビ電話システムを説明するテレビ電話機能を
有する携帯通信端末の外観正面図、図２は、本発明の携帯通信端末を用いたテレビ電話シ
ステムを説明するテレビ電話機能を有する携帯通信端末の外観側面図、図３は、本発明の
携帯通信端末を用いたテレビ電話システムを説明するテレビ電話機能を有する携帯通信端
末の外観側面図、図４は、本発明の携帯通信端末を用いたテレビ電話システムの機能を示
すブロック図、図５は、本発明の携帯通信端末を用いたテレビ電話システムの着信時の動
作および操作を説明するフローチャート図、図６は、本発明の他の携帯通信端末を用いた
テレビ電話システムを説明する簡易形情報端末の外観図であり、（ａ）は着脱式画像撮影
アダプタの外観斜視図、（ｂ）は着脱式画像撮影アダプタが一体に装着された携帯通信端
末の外観斜視図、図７は、本発明の他の携帯通信端末を用いたテレビ電話システムの機能
を示すブロック図、図８は、本発明の他の携帯通信端末を用いたテレビ電話システムの着
信時の動作および操作を説明するフローチャート図である。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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