
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
携帯電話システム網に接続されるサーバ又はデータベースにアクセスして、該サーバ又は
データベースからのマルチメディア情報を受信する電話通信手段と、
外部情報通信網に接続されるサーバにアクセスして、該サーバからのマルチメディア情報
を受信する外部通信処理手段と、
上記電話通信手段又は上記外部通信処理手段から受信したマルチメディア情報を加工又は
変換するデータ処理手段と、
上記電話通信手段、上記外部通信処理手段又は上記データ処理手段からのマルチメディア
情報が供給される人間－機械インターフェース手段と、
上記外部通信処理手段によって、上記外部情報通信網に接続されるサーバにアクセスして
、該サーバからのマルチメディア情報を受信するときに、当該携帯型通信端末を使用する
ユーザの所在する場所を表す識別子を上記外部情報通信網に接続されるサーバに転送する
識別子転送手段とを有し、
上記外部通信処理手段には、トランスファコントロールプロトコル又はハイパーテキスト
トランスファプロトコルが実装されてなることを特徴とする携帯型通信端末。
【請求項２】
請求項１に記載の携帯型通信端末において、
上記データ処理手段は、上記携帯型通信端末からの情報を所定のマルチメディア情報に変
換する変換手段を有することを特徴とする携帯型通信端末。
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【請求項３】
請求項１に記載の携帯型通信端末において、
上記携帯電話システム網は、簡易型携帯電話システム網であることを特徴とする携帯型通
信端末。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、無線通信網を利用して情報を提供する情報提供装置及びその情報を受信する携
帯型通信端末に関する。
背景技術
図２０を参照して、従来の無線通信網を利用した情報提供装置及び携帯通信端末装置につ
いて説明する。
通信端末１２２は、通信端末１２２の送受信アンテナ１２２Ａ及び無線通信網１２０の送
受信アンテナ１２０Ａを介して、無線通信網１２０に接続される。無線通信網１２０は、
無線通信事業者によって管理された通信網であり、電話回線網、パケット網、ＩＳＤＮ（
Integrated Services Digital Network）、専用線等の公衆通信回線網１２１に接続され
ている。
サーバ１２３は、公衆通信回線網１２１に接続されたコンピュータ通信会社のコンピュー
タである。このサーバ１２３は、通信端末１２２を用いたユーザからのアクセスに応じて
通信処理及びデータ転送処理を行うサーバて、サービス情報が蓄積されたデータベース１
２３ＤＢを備えている。
通信端末１２２は、ユーザが携帯して移動可能なように構成されており、携帯型コンピュ
ータ１２２Ｃと通信処理可能な携帯電話機１２２Ｂを組み合わせたものである。通信端末
１２２の携帯電話機１２２Ｂと無線通信網１２０との間では、データ転送用の特別な通信
プロトコルを用いるが、サーバ１２３と通信端末１２２の携帯型コンピュータ１２２Ｃと
の間では、特にデータの変換は行われない。又、通信端末１２２の携帯型コンピュータ１
２２Ｃからサーバ１２３へのアクセスは、一般に“ターミナルソフト (Terminal Applicat
ion Software)”又は“ビューワ (Viewer)”と呼ばれるコンピュータ通信専用のソフトウ
ェアを用いて行われる。
無線通信網１２０を提供する通信事業者が、同時にサーバ１２３の管理者である場合には
、サーバ１２３及びデータベース１２３ＤＢが無線通信網１２０に直接接続されている場
合もある。この場合は、通信端末１２２は携帯電話機単体であり、通信事業者はサーバ１
２３によって、ディジタル化された音声データを配信するボイスメールサービスや掛かっ
てきた電話を予め登録しておいた他の電話番号に転送する着信転送サービス等のサービス
を提供している。携帯型通信端末１２２を所有するユーザは無線通信網１２０を管理して
いる通信事業者に登録することにより、これらのサービスの提供を受けることができる。
上述した従来の情報提供装置では、携帯型通信端末が携帯型コンピュータ及び携帯電話機
を組み合わせたものであるため、携帯型通信端末の持ち運びに不便である。又、サーバと
通信を行う場合は、携帯型コンピュータ及び携帯電話機の両方をそれぞれ操作する必要が
ある。更に、携帯型コンピュータには多数のキーが配設されているが、それらのキーは携
帯型コンピュータを操作するために汎用的に用いられるように構成されており、通信操作
におけるキー割り当ての表示がない。そのため、ユーザの操作性が悪くなってしまう。
又、上述の従来の情報提供装置では、携帯型通信端末が携帯型コンピュータ及び携帯電話
機を組み合わせたものであるため、その携帯型コンピュータにコンピュータ通信専用のソ
フトウェアをインストールしなければ、サーバと通信を行い、更に、データベースから情
報を得るということができない。
更に、上述の従来の情報提供装置では、携帯型通信端末が携帯電話機単体の場合は、外部
の情報提供サーバとの間で通信処理を行い、更に、データベースから情報を得るため処理
機能を有していないので、情報提供会社やインターネットの情報提供サーバにアクセスす
ることができない。
更に、上述の従来の情報提供装置では、携帯型通信端末が携帯電話機単体の場合には、外
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部からの画像情報をデコード機能や、画像情報を処理する機能を備えていないので、外部
からの画像情報の取得及び表示を行うことができない。
かかる点を鑑み、本発明においては、無線通信網に接続可能な携帯型通信端末を有する情
報提供装置において、携帯型通信端末が小型で可搬性に優れ、操作性が良好となり、携帯
型通信端末によって、無線通信網又は外部情報通信網に接続されたサーバからマルチメデ
ィア情報の取得及びその取得されたマルチメディア情報の人間－機械インターフェース手
段への出力が可能となり、且つ、携帯型通信端末にわざわざターミナルソフト、ビューワ
等をインストールしなくても、携帯型通信端末が、外部情報通信網に接続されたサーバに
アクセスして、そのサーバからのマルチメディア情報を取得することができると共に、そ
の取得されたマルチメディア情報を、人間－機械インターフェース手段の出力能力に応じ
て加工又は変換した後、人間－機械インターフェース手段に出力させることのできる情報
提供装置及び携帯型通信端末を提供することを目的としている．
発明の開示
本発明は、携帯電話システム網に接続されるサーバ又はデータベースにアクセスして、該
サーバ又はデータベースからのマルチメディア情報を受信する電話通信手段と、外部情報
通信網に接続されるサーバにアクセスして、該サーバからのマルチメディア情報を受信す
る外部通信処理手段と、上記電話通信手段又は上記外部通信処理手段から受信したマルチ
メディア情報を加工又は変換するデータ処理手段と、上記電話通信手段、上記外部通信処
理手段又は上記データ処理手段からのマルチメディア情報が供給される人間－機械インタ
ーフェース手段と、上記外部通信処理手段によって、上記外部情報通信網に接続されるサ
ーバにアクセスして、該サーバからのマルチメディア情報を受信するときに、当該携帯型
通信端末を使用するユーザの所在する場所を表す識別子を上記外部情報通信網に接続され
るサーバに転送する識別子転送手段とを有し、上記外部通信処理手段には、トランスファ
コントロールプロトコル又はハイパーテキストトランスファプロトコルが実装されてなる
ことを特徴とする携帯型通信端末により、上記目的を達成する。
【図面の簡単な説明】
図１は、本発明の実施の形態の情報提供装置を示すブロック線図である。図２は、実施の
形態の情報提供装置の携帯型通信端末の構成例を示すブロック線図である。図３は、実施
の形態の情報提供装置の携帯型通信端末用サーバ（ＰＨＳサーバ）の構成例を示すブロッ
ク線図である。図４は、実施の形態の情報提供装置の携帯型通信端末の表示を示す略線図
である。図５は、実施の形態の情報提供装置の携帯型通信端末の表示を示す略線図である
。図６は、実施の形態の情報提供装置の携帯型通信端末の表示を示す略線図である。図７
は、データ処理手段のデータ処理方法を示す略線図である。図８は、データ処理手段のデ
ータ処理方法を示す略線図である。図９は、データ処理手段のデータ処理方法を示す略線
図である。図１０は、データ処理手段のデータ処理方法を示す略線図である。図１１は、
データ処理手段のデータ処理方法を示す略線図である。図１２は、携帯型通信端末及びＰ
ＨＳサーバ間の処理を示すシーケンス図である。図１３は、携帯型通信端末及びインター
ネットのサーバ間の処理を示すシーケンス図である。図１４は、携帯型通信端末及びイン
ターネットのサーバ間で用いるトランスポートプロトコルのヘッダを示すフォーマット図
である。図１５は、携帯型通信端末及びＦＭ放送局間のリンク処理を示すシーケンス図で
ある。図１６は、実施の形態の情報提供装置の携帯型通信端末の他の構成例を示すブロッ
ク線図である。図１７は、実施の形態の情報提供装置の携帯型通信端末用サーバ（ＰＨＳ
サーバ）の他の構成例を示すブロック線図である。図１８は、実施の形態の情報提供装置
の携帯型通信端末の他の構成例を示すブロック線図である。図１９は、実施の形態の情報
提供装置の携帯型通信端末用サーバ（ＰＨＳサーバ）の他の構成例を示すブロック線図で
ある。図２０は、従来の情報提供装置の構成を示すブロック図である。
発明を実施するための最良の形態
以下に、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。
先ず、図１を参照して、情報提供装置（システム）の全体的な構成を説明する。無線通信
網２は移動体通信等で使用される無線を用いた通信網であり、本実施例では、無線通信網
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の一例として簡易型携帯電話システム網（ PHS Network： Personal Handy Phone System N
etwork）を用いている。公衆通信回線網３は、電話回線網、パケット網、ＩＳＤＮ、専用
線等からなり、交換機６を介して無線通信網に接続されている。外部情報通信網であるイ
ンターネット４は、公衆回線網に接続された主にコンピュータ間通信に用いられるの回線
であり、複数のサーバ及びクライアント端末が接続されている。基地局５はＰＨＳ網２内
に配置されたの多数の基地局の内の１つであり、携帯型通信端末１と接続するための送受
信アンテナ５Ａを有している。交換機６はＰＨＳ網２内に配置され多数の交換機の１つで
あり、ＰＨＳ網２と公衆通信回線網３間を接続し、基地局５を含む複数の基地局を管理す
る。
尚、ＰＨＳとは日本において実施されている移動体通信システムの一つで、数百メートル
毎に無線基地局が設けられ、電話端末装置は定期的に複数の基地局の中から最寄りの基地
局と位置情報の交換を行うと共に、この基地局を介して他の電話端末装置と通信を行う。
又、ＰＨＳはＴＤＤ（ Time Division Duplex）方式を用いることにより、音声信号を時間
的に区切って圧縮し、送受信を１つのキャリア周波数で行う。更に、ＴＤＭＡ（ Time Div
ision Multiple Access）方式を用いることにより、１つのキャリア周波数に４つのチャ
ンネルを時間的に分割して多重通信を行う。ＰＨＳの通信に用いられる周波数帯は１．９
ＧＨｚ帯である。又、１チャンネルあたり３２ kbits/sec伝送速度でディジタル・データ
通信が可能であり、複数チャンネルを１端末で使用することにより、最大１２８ kbits/se
c〔（３２ kbits/sec）×４（チャンネル）〕でデータを伝送することも可能である。
携帯型通信端末１は上述のＰＨＳに加入しているユーザが操作する端末装置で、無線電波
によって最寄りのＰＨＳ基地局５に接続するための電話用送受信アンテナ１Ａ及び放送局
１１からの放送電波を受信するための放送用受信アンテナ１Ｂを備えている。
携帯型通信端末用サーバ７（以下、ＰＨＳサーバと称する）はＰＨＳ網２の基地局５に接
続され、その基地局５が設置されている地域に関連するマルチメディア情報を蓄積してい
るデータベース７ＤＢを備えている。尚、ＰＨＳサーバ７及びデーターベース７ＤＢは交
換機６に接続することも可能であり、この場合にはデータベース７ＤＢには交換機６が管
理している複数の基地局が設置されている地域に関するマルチメディア情報を蓄積するこ
とになる。
サーバ９は公衆通信回線網３に接続された、情報提供会社が運用するサーバで、通常ユー
ザは公衆通信回線網３に接続された端末装置（図示せず）からアクセスを行う。サーバ９
はマルチメディア情報を蓄積するためのデータベース９ＤＢを備えている。
サーバ１０は外部情報通信綱であるインターネット４に接続された、ＨＴＴＰ（ Hypertex
t Transfer Protocol）を用いて公衆通信回線網３若しくはインターネット４に接続され
た端末装置と通信を行う複数のサーバの内の１つのサーバで、マルチメディア情報を蓄積
しているデータベース１０ＤＢを備えている。又、個人用データベース８は公衆通信回線
網３に接続された、通信端末１の所有するユーザの個人的な情報が蓄積されているデータ
ベースである。
尚、ここでのマルチメディア情報とは、例えばテキスト（文字）情報の他に動画、静止画
等の画像情報を含むようなコンピュータで処理可能な情報であり、画像、音、文字等のデ
ータが任意に組み合わされた情報を表す。
又、ＨＴＴＰは、インターネットに接続された複数のサーバ上の情報をハイパーテキスト
形式で閲覧できるようにするＷＷＷ（ World-Wide Web）と呼ばれるシステムにおいて、情
報を提供するサーバと情報を要求するクライアント端末との間で用いられるプロトコルで
ある。クライアント端末はサーバと通信接続を確立してから、サーバに情報要求命令を送
り、サーバは、この情報要求命令に応じたデータをクライアントに送った後に、クライア
ントとの通信接続を切断する処理を行う。
放送局１１は、例えばＦＭラジオ放送局で、音声信号に文字データ情報を多重化して送信
アンテナ１１Ａを介して放送する。この放送局１１からの放送は、通信端末１及び放送受
信装置（例えばラジオ受信機）によって受信される。本実施例においては、放送局１１の
一例として、特定の限られた地域に地域情報を放送することを目的とした比較的弱い電力
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の電波で放送を行ういわゆるミニＦＭラジオ放送局を用いて説明を行う。
尚、放送局１１は、ミニＦＭラジオ放送局に限られるものではなく、音声若しくは映像信
号に文字や画像等のデータ信号を多重化して放送を行うものであればよい。例えば、音声
信号に文字情報を多重化して放送を行うＦＭラジオ放送、映像信号に文字・画像情報を多
重化して放送を行う文字放送、又は映像信号にコンピュータネットワークのアドレス情報
（例えば上述のＷＷＷで用いられるＵＲＬ（ Uniform Resource Locator）情報等）が多重
化された放送等である。
次に、図２を参照して、通信端末１の構成例について説明する。ＣＰＵ (Central Process
ing Unit)２０は電話をかけたり受けたりする電話機能処理及びマルチメディア情報の送
受信の処理を行う。ＣＰＵ２０には、バス２８（データバス、コントロールバス、アドレ
スバス等を含む）を介して、処理データを一時的に記憶するＲＡＭ (Random Access Memor
y)、動作プログラム及びデータが記憶されたＲＯＭ (Read only Memory)からなるメモリ２
１、ユーザとのインターフェースを行う人間－機械インターフェース手段２２、ＰＨＳ網
２と通信を行うために高周波回路、変復調回路及びＴＤＭＡ／ＴＤＤ処理回路を有する電
話通信手段２６、放送局１１からの放送を受信する処理を行う放送受信手段２７、放送指
示信号又は放送中信号を検出する検出手段２８が接続されている。人間－機械インターフ
ェース手段２２は、液晶表示器及び表示回路からなる表示手段２３、マイク、スピーカ及
び音声コーデックを含む音声処理部を有する音声入出力インターフェース２４、タッチセ
ンサ及び入力回路からなる液晶表示装置の液晶表示器上に設けた入力部２５を備えている
。電話通信手段２６には上述の電話用送受信アンテナ１Ａが接続され、放送受信手段２７
には、放送局１１からの放送を受信する受信アンテナ１Ｂが接続されている。
尚、本実施例では入力部２５として表示手段２３上に設けたタッチパネルを用いているが
、表示手段２３とは別にキーパッド等を用いて構成することも可能である。
次に、図３を参照して、ＰＨＳ網２の基地局５に接続されているＰＨＳサーバ７の構成例
を説明する。ＣＰＵ３０は、バス３６（データバス、コントロールバス、アドレスバス等
を含む）を介して、処理データを一時的に記憶するＲＡＭ（ Random Access Memory）、動
作プログラム及びデータが記憶されたＲＯＭ (Read Only Memory)からなるメモリ３１、外
部記憶装置によって構成されるデータベース３５（図１における７ＤＢ）に蓄積されてい
る特定地域のマルチメディア情報を通信端末１へ転送する転送手段３２、外部情報通信網
（公衆通信回線網３又はインターネット４）に接続されたサーバ９又は１０から送られて
きた文字、画像、音声情報等を有する様々な形式のマルチメディア情報のデータ処理を行
うデータ処理手段３３、サーバ９又は１０との間で通信処理を行う外部通信処理手段３４
等が接続されている。
次に、このＰＨＳサーバ７のデータベース３５（７ＤＢ）に蓄積されるマルチメディア情
報について説明する。通信端末１からサーバ７へのアクセスがあったときにデータベース
７ＤＢから通信端末１に転送するマルチメディア情報としては、図２の通信端末１の人間
－機械インターフェース手段２２の出力能力の小規模性を考慮して、見出し集、絵を含ま
ないテキスト、音声、静止画、駒落画等のマルチメディア情報である。又、外部情報通信
網２、３等に接続された通信端末１からサーバ７へのアクセスがあったときに、データベ
ース７ＤＢからその通信端末１に転送するマルチメディア情報としては、その通信端末１
の人間－機械インターフェース手段２２の出力能力の規模が小さいものであるときは、上
述の通信端末１へ転送するマルチメディア情報と同様のものとなるが、その通信端末の人
間－機械インターフェース手段２２の出力能力の規模が大きいものであるときは、見出し
、絵を含まないテキスト、絵を含むテキスト、音声、静止画、駒落画、動画等のマルチメ
ディア情報である。
データベース３５（７ＤＢ）に蓄積されるマルチメディア情報の具体例としては、基地局
５（又は交換機６）の所在する地域に関連した、映画情報、レストラン情報、飲み屋情報
、駐車場情報、イベント情報が文字による説明文及び画像による地図データとして蓄積さ
れている。
次に、図４乃至図６を参照して、通信端末１の表示手段２３における表示状態及び入力部
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２５による入力動作を説明する。尚、図４乃至図６においては、通信端末１の電源スイッ
チ（図示せず）が既にオンになっているものとする。
先ず、図４に示す初期の表示画面及び操作部を説明する。情報表示部４０は文章、画像画
像の表示される表示部で、図５及び図６においても変化しない。電話帳ボタン４１は、れ
を押すと既に登録されている人名、会社名等の電話番号が情報表示部４０に表示される。
このとき新たな人名又は会社名と電話番号の入力も行える。日本語／英語切替ボタン４２
は、電話帳作成等の文字入力時において入力される文字の種類を切り替えるための操作部
であり、本実施例においては日本語及び英語の文字を切り替え可能なように構成している
。変換ボタン４３は、日本語／英語切替ボタン４２によって日本語入力モードが選択され
ているときに、情報表示部４０に表示された仮名文字を漢字文字に変換するための操作部
である。数値／文字入力ボタン４４は、電話をかける際に電話番号を入力するためのテン
キー及びファンクションキー（アスタリスク及びシャープキー）操作部であり、入力され
た電話番号は情報表示部４０に表示される。この数値／文字入力ボタン４４は、電話帳を
編集する時など、文字入力が必要とされるときに文字を入力するための操作部も兼ねてい
る。付加サービスボタン４５は、ＰＨＳ網２に接続してＰＨＳサーバ７若しくはサーバ９
、１０からマルチメディア情報を取得するための操作部である。登録ボタン４６は、入力
された数値／文字を確定するための操作部であり、電話をかける際には、数値／文字入力
ボタン４４によって入力された電話番号が情報表示部４０に表示され、ユーザが確認した
後に、この登録ボタン４６を操作することにより、ＣＰＵ２０によりＰＨＳ網２との接続
処理及び指定された電話番号に電話をかける処理を行う。又、電話帳ボタン４１が操作さ
れて電話帳モードが選択されている場合には、登録ボタン４６を操作することによりユー
ザによって入力された人名、会社名及び電話番号等が確定されてＣＰＵ２０によって登録
処理若しくは情報表示部４０への電話番号表示処理が行われる。キャンセルボタン４７は
、操作ボタンの入力を取消して情報表示部４０を初期表示状態に戻すための操作部である
。
文字入力を必要とする状態においては、数値／文字入力ボタン４４を操作することによっ
て、日本語／英語切替ボタン４２によって選択されているモードの文字を入力することが
可能である。図４に示したように、数値／文字入力ボタン４４のそれぞれにはアルファベ
ット“Ａ”から“Ｚ”及び記号が割り当てられている。例えば、数値／文字入力ボタン４
４の“１”のボタンにはアルファベットＡ、Ｂ、Ｃが割り当てられており、文字入力状態
で“１”のボタンを操作することにより文字“Ａ”を情報表示部４０に表示することが可
能であり、その後、更に、連続的に“１”のボタンを操作することにより文字“Ａ”に置
き換わって、順次“Ｂ”、“Ｃ”が表示される。文字“Ｃ”が表示されているときに、更
に、ボタン“１”を操作されると再び文字“Ａ”が表示される。そして、文字“Ａ”“Ｂ
”若しくは“Ｃ”が表示されている状態で登録ボタン４６を操作することによって、入力
文字が確定される。その他の数値／文字入力ボタン４４に関しても同様の操作を行って、
それぞれに割り当てられた文字を入力することが可能である。
図４の付加サービスボタン４５が操作されると、後述する通信端末１とＰＨＳサーバ７と
の間の通信処理に基づいて、表示手段２３の表示画面は図５に示す次の表示画面に移行す
る。図５の表示画面及び操作部を説明する。
情報表示部４０には、例えば、「情報を選択して下さい－渋谷－」とユーザに所望の情報
を選択することを促す表示が行われる。情報選択部５０には、例えば、インターネット４
に接続されたサーバ１０のデータベース１０ＤＢからマルチメディア情報を取得するため
のインターネット選択ボタン５６、基地局５（若しくは交換機６）に接続されたサーバ７
のデータベース７ＤＢから特定地域のマルチメディア情報を取得するためのタウン情報選
択ボタン５７、通信端末１の音声入出力インターフェース２４から入力された音声信号を
ディジタル信号に変換して他の通信端末若しくは外部情報通信網に接続された端末装置に
電子メールとして配信するためのボイスメール選択ボタン５８、公衆回線網８に接続され
た個人用データベースから個人情報（例えばスケジュール）を取得するための個人用デー
タベース選択ボタン５９、放送局１１から放送されているＦＭ放送を受信するＦＭ放送受
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信選択ボタン６０が表示される。アップボタン５２及びダウンボタン５３は、情報選択部
５０に表示される選択ボタンの表示を切り替えるために機能が割り当てられており、その
他の選択ボタン（例えば公衆通信回線網３に接続されたサーバ９のデーターベース９ＤＢ
にアクセスするための選択ボタン）を選択する場合に操作される。前画面選択ボタン５４
及び次画面選択ボタン５５は、通信端末１のメモリ２１に記憶されているユーザの操作ボ
タンの選択履歴に基づいて情報選択部５０の表示を履歴の前後方向に切り替える操作を行
う。電話ボタン６１は、図４に示した初期の表示画面である電話機能表示に戻るための操
作部である。実行ボタン６２は、操作ボタン５６乃至６０のいずれかが選択された後、実
行ボタン６２を押されると、操作ボタン５６乃至６０のうちの選択されたモードを確定す
る処理を行う。キャンセルボタン６３は、操作ボタン５６乃至６０のいずれかが選択され
た後に、キャンセルボタン６３が押されると、その選択された操作を取り消す処理を行う
。
タウン情報操作ボタン５７が操作されると、表示手段２３の表示画面は図６の表示画面に
移行する。図６の表示画面及び操作部を説明する。
情報表示部４０には、例えば、「付加サービス項目を選択して下さい」と表示される。情
報選択部５０には、映画情報選択ボタン７１、レストラン情報選択ボタン７２、飲み屋情
報選択ボタン７３、駐車場情報選択ボタン７４、イベント情報選択ボタン７５が表示され
る。他地区選択ボタン７０は、ユーザが現在位置している地区以外の地区情報（例えば、
渋谷以外の他の地区情報）を選択するための操作部であり、他地区のＰＨＳサーバにアク
セスして、他地区に関するマルチメディア情報を取得することが可能となる。アップボタ
ン５２及びダウンボタン５３は、情報選択部５０に表示される選択ボタンの表示を切り替
えるために機能が割り当てられており、その他の選択ボタン（演劇情報やライブハウス情
報等の選択ボタン）を選択する場合に操作される。前画面選択ボタン５４及び次画面選択
ボタン５５は、通信端末１のメモリ２１に記憶されているユーザの操作ボタンの選択履歴
に基づいて情報選択部５０の表示を履歴の前後方向に切り替える操作を行う。電話ボタン
６１は、図４に示した初期の表示画面である電話機能表示に戻るための操作部である。実
行ボタン６２は、操作ボタン７１乃至７５のいずれかが選択された後、実行ボタン６２を
押されると、操作ボタン７１乃至マ５のうちの選択されたモードを確定する処理を行う。
キャンセルボタン６３は、操作ボタン７１乃至７５のいずれかが選択された後に、キャン
セルボタン６３が押されると、その選択された操作を取り消す処理を行う。
尚、情報選択部５０に表示される選択ボタンは、ＰＨＳサーバ７から受信するか、若しく
は通信端末１のメモリ２１から読み出されて表示される。
次に、ＰＨＳサーバ７のデータ処理手段３３によるデータ処理方法について説明する。サ
ーバ９のデータベース９ＤＢ及びサーバ１０のデータベース１０ＤＢに格納されているマ
ルチメディア情報は、基本的に公衆通信回線網３及びインターネット４に接続された高解
像度の表示装置を有する端末装置からアクセスされることを前提として作成されている。
このような、マルチメディア情報を無線通信回線を介して携帯型の通信端末で表示可能に
するためには、かなり大容量のメモリ及び高解像度の表示装置が必要とされる。このため
携帯型通信端末の小型化が難しくなってしまう。そこで、少容量のメモリ及び低解像度の
表示装置を有する携帯通信端末装置でも、これらのマルチメディア情報を表示可能とする
ために、通信端末１の表示能力に適した情報にマルチメディア情報を加工若しくは変換す
る処理をＰＨＳサーバ７のデータ処理手段３３によって行う。
ＰＨＳサーバ７が通信端末１の表示能力を特定するための方法としては、例えば、端末種
類毎に、機種ＩＤをメモリ２１に予め格納しておき、通信端末１及びＰＨＳサーバ７との
間で通信接続を確立する際に通信端末１からＰＨＳサーバ７に対してこの機種ＩＤを送信
して、ＰＨＳサーバ７に通信端末１の表示能力を認識させる。
又、ＰＨＳ網２全体を管理しているサーバ（図示せず）に予め、各通信端末毎に割り当て
られた個別ＩＤ及び機種ＩＤを登録しておき、通信接続時に個別ＩＤをこの管理サーバに
送信し、管理サーバが受信した個別ＩＤに対応する機種ＩＤを検索して、通信端末１が接
続されているＰＨＳサーバ７に送信するようにしてもよい。
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以下に、データ加工及び変換処理に関して図７乃至図１１を参照して説明する。
先ず、図７のデータ処理方法は、見出し抽出手段ＴＸ－ＨＬによって、外部情報通信網上
のサーバ９又は１０からの、１つ又は複数の見出し及びその各見出しに対応する本文から
なるテキストＴＸから、複数の見出しＨＬのみを抽出する処理を行う。
図８のデータ処理方法は、テキスト抽出手段ＴＸ／Ｐ－ＴＸによって、外部情報通信網上
のサーバ９又は１０からの、絵を含むテキスト（それぞれ見出し及び各見出しに対応する
本文及びその一部又は全部の本文に含まれる絵からなる）ＴＸ／Ｐから、絵を含まないテ
キスト（それぞれ見出し及び各見出しに対応する本文からなる）ＴＸを抽出する処理を行
う。
図９のデータ処理方法は、外部情報通信網上のサーバ９又は１０からの、１つ又は複数の
見出し及びその各見出しに対応する本文からなるテキストＴＸをメモリＭａに一旦記憶し
、テキストＴＸを文章構造解析手段ＡＮによって文章構造を解析し、音声合成手段ＳＳを
用いて文章－音声変換手段Ｓ－Ｖによって、音声信号に変換して出力端子ｔに出力する処
理を行う。出力端子ｔには、増幅器が接続されており、音声入出力インターフェース２４
のスピーカに出力される。
図１０のデータ処理方法は、外部情報通信網上のサーバ９又は１０からの静止画ＳＰの画
像信号を入力端子Ｔ 1からメモリＭ 1に書込み、そのメモリＭ 1に記憶されている静止画Ｓ
Ｐの映像信号を、間引き処理手段Ｋによって、水平及び垂直方向に間引いた後、メモリＭ

2に書込み、それを読み出して出力端子Ｔ 2から間引かれた静止画ＳＰ′の映像信号を出力
する処理を行う。
図１１のデータ処理方法は、動画の映像信号を入力端子Ｔ 1からサンプリング手段ＳＰに
供給して、サンプリング制御手段ＳＰＣによって、所定時間毎に所定枚数のフレーム画像
をサンプリングして、メモリＭ Vに供給して記憶させ、それを読み出して出力端子Ｔ 2から
映像信号を出力する処理を行う。
更に、ＰＨＳサーバ７のデータ処理手段３３は、通信端末１からのある情報を所定のマル
チメディア情報に変換する変換手段を備えている。即ち、外部情報通信網３又は４に接続
された外部端末装置（サーバ又は小規模な通信端末）に対して、通信端末１から情報を転
送するときは、通信端末１からの情報（例えば、音声）を、ＰＨＳサーバ７に転送して、
そのデータ処理手段３３で、その情報を所定のマルチメディア情報（例えば、文字情報か
らなるテキストデータ）に変換して、ＰＨＳサーバ７から、その外部情報通信網３又は４
に接続された上述の外部端末装置に転送できるようになされている。
次に、図１２のシーケンス図を参照して、通信端末１がＰＨＳ網２の基地局５に接続され
ているＰＨＳサーバ７にアクセスする動作を説明する。ユーザが、付加サービスボタン４
５（図４）を押圧又は音声入出力インターフェース２４（図２）のマイクに対するよる音
声入力を行うことにより、ＰＨＳサーバ７に対してサービス要求を行う（８１）と、通信
端末１及びサーバ７との間に通信リンク（無線通信リンク）が確立する（８２）。ＰＨＳ
サーバ７は、データベース７ＤＢに蓄積されている、ユーザが所在する地域のホームペー
ジのマルチメディア情報の目次情報データを、通信端末１に送信する（８３）。送信され
た目次情報データは、通信端末１のインターフェース手段２２の表示手段２３に表示され
る。ユーザの操作ボタン５６乃至６０、７１乃至７５を操作に応じてＣＰＵ２０は、ＰＨ
Ｓサーバ７に情報獲得要求を送信する（８４）。かくすると、ＰＨＳサーバ７は、要求情
報内容を判別し（８５）、通信端末１からの要求情報を通信端末１に送信する（８６）。
通信端末１では、ＰＨＳサーバ７からの情報を、インターフェース手段２２の表示手段２
３の情報表示部４０に表示する。データベース７ＤＢに蓄積されている他のマルチメディ
ア情報へのアクセスは、ＰＨＳサーバ７からのメニューをユーザが選択することによって
可能となる。その後、８４乃至８６の処理動作を繰り返すことによって、ユーザは所望の
マルチメディア情報を得ることができる。その後、キャンセルボタン６３を押すことによ
る通信端末１からＰＨＳサーバ７に通信リンク切断要求があると、通信端末１及びＰＨＳ
サーバ７間の通信リンクは切断される。
次に、ＰＨＳサーバ７の接続ポイントについて説明する。ＰＨＳサーバ７が基地局５又は
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交換機６に接続されているときは、ＰＨＳサーバ７が基地局５、又は交換機６の近傍に所
在することが明白であるので、ＰＨＳサーバ７からユーザが所在する地域のマルチメディ
ア情報の目次を、通信端末１にダウンロードするのは容易である。しかし、通信端末１が
別のネットワーク、例えば、公衆通信回線網３のサーバ９にアクセスするときに、サーバ
９がユーザが所在する地域のホームページのマルチメディア情報の目次を通信端末１にダ
ウンロードしょうとしても、ユーザの所在する地域、即ち、通信端末１の所在する地域が
不明であるので不可能である。
そこで、通信端末１とサーバ９、１０との間で通信リンクが確立するときに、通信端末１
は、通信端末１を利用するユーザの所在する場所の識別番号（例えば住所、経度及び緯度
等）又は、基地局５又は交換機６の識別番号等を、サーバ９、１０に供給することによっ
て、サーバ９、１０はユーザの通信端末１が接続されている基地局５又は交換機６の近傍
の地域のホームページのマルチメディア情報の目次情報を通信端末１に対して送信するこ
とができる。
次に、図１３のシーケンス図を参照して、通信端末１が外部情報通信網であるインターネ
ット４上に接続されたサーバ（以下、インターネットサーバと称する）１０にアクセスす
る動作を説明する。ユーザが付加サービスボタン４５（図４）を押すか又は音声入出力イ
ンターフェース２４のマイク（図２）に対する音声入力を行うことにより通信端末１はＰ
ＨＳサーバ７に対してサービス要求を行い（９１）、通信端末１及びＰＨＳサーバ７との
間に通信リンク（無線通信リンク）が確立する（９２）。ＰＨＳサーバ７は、データベー
ス７ＤＢに蓄積されている、ユーザが所在する地域のホームページのマルチメディア情報
の目次情報を、通信端末１に送信する（９３）。送信された目次情報は、通信端末１のイ
ンターフェース手段２２の表示手段２３に表示される。
ユーザが表示手段２３のインターネット選択ボタン５６（図５）を押して、インターネッ
トサーバ１０へのアクセスを要求すると、通信端末１はインターネットサーバ１０のアド
レス情報（例えば、ＵＲＬ）（９４）をＰＨＳサーバ７へ送信する。かくすると、ＰＨＳ
サーバ７は、ユーザが要求するインターネットサーバ１０とＴＣＰ／ＩＰ（ Transmission
 Control Protocol / Internet Protocol）によって接続処理を行うことにより、ＰＨＳ
サーバ７とインターネットサーバ１０との間に、通信パスが確立する（９５）。インター
ネットサーバ１０は、インターネットアプリケーションプロトコルであるＨＴＴＰにより
、マルチメディア情報をＰＨＳサーバ７に送信する（９６）。
ＰＨＳサーバ７は、インターネットのサーバ１０よりのマルチメディア情報をフィルタリ
ング、即ち、例えば、図７～図１１で説明したようにデータ処理（データ加工又は変換）
してから、通信端末１に送信する（９７）。通信端末１からＰＨＳサーバ７に対し、イン
ターネットサーバ１０の情報獲得要求を送信する（９８）。通信端末１及びＰＨＳサーバ
７間並びにＰＨＳサーバ７及びインターネットサーバ１０間のプロトコルが異なるなめに
、情報獲得要求をデータ変換して（９９）インターネットサーバ１０に送信する。通信端
末１及びＰＨＳサーバ７間並びにＰＨＳサーバ７及びインターネットサーバ１０間のプロ
トコルが同じであれば、かかるデータ変換は不要となる。
そして、インターネットサーバ１０からＰＨＳサーバ７へ、要求されたマルチメディア情
報が送信される（１００）。ＰＨＳサーバ７は、そのマルチメディア情報が、上述の処理
（９７）と同様にフィルタリング（データ処理）された後、通信端末１に送信される（１
０１）。その後、９８～１０１の動作を繰り返すことによって、ユーザは所望のマルチメ
ディア情報を得ることができる。その後、キャンセルボタン６３を押すことによる通信端
末１からＰＨＳサーバ７に通信リンク切断要求があると、通信端末１及びＰＨＳサーバ７
間及びＰＨＳサーバ７及びインターネットサーバ１０間の通信リンクは切断される（１０
３、１０４）。
次に、通信端末１とサーバ７との間のプロトコルについて説明する。上述したように、通
信端末１は、ＰＨＳサーバ７を介してインターネットサーバ１０にもアクセス可能である
。この場合、ＰＨＳサーバ７とインターネットサーバ１０との間のプロトコルは、上述し
たしように、ＴＣＰ／ＩＰを用いるのが一般的である。そこで、通信端末１とＰＨＳサー
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バ７との間のプロトコルを、ＴＣＰ／ＩＰと親和性の高いプロトコルを用いるのが望まし
い。ＴＣＰ／ＩＰそのものを、通信端末１とＰＨＳサーバ７との間のプロトコルとして採
用するのも１つの方法であるが、ここでは、通信端末１とＰＨＳサーバ７との間のプロト
コルとして、ＴＣＰ／ＩＰと親和性の高い独自のプロトコルを考える。
ＰＨＳ網２におけるデータ伝送容量は、３２ kbits/sec～１２８ kbits/secと、他の無線通
信方式と比べて、格段にデータ伝送容量が大きいが、フェージング対策が十分でないため
に、バースト誤りが発生し易く、データの伝送品質が低い。このため、ＰＨＳで良好なデ
ータ転送を実現するためには、バースト誤りに対する対策が必要不可欠である。ところで
、ＴＣＰ／ＩＰは高伝送品質を前提としたプロトコルであるので、これを通信端末１及び
ＰＨＳサーバ７間のプロトコルとして採用すると、上述の理由で、データ転送の実行レー
トが低下してしまう。ＩＰ（ Internet Protocol）は通信網を介して、端末装置若しくは
サーバ間でデータ転送を行うために、複数のノード（サーバ）を経由する経路情報を取り
扱うプロトコルであるが、通信端末１及びＰＨＳサーバ７間の接続は１対１の接続と見做
せるので、ＩＰを採用する必要はない。
そこで、通信端末１及びＰＨＳサーバ７間の回線接続用のプロトコルとしては、通常ＰＨ
Ｓで用いられる標準的なプロトコルを使用する。通信端末１及びＰＨＳサーバ７間で、回
線接続が行われた後は、データの取扱として、イタンーリーブ、ブロック符号化、畳込み
符号化を行うことによって、ビットエラーレートを低下させると共に、フレーム又はブロ
ック毎に再送制御を行う。そして、これらの処理の行われたデータを、トランスポートレ
イヤプロトコルであるＴＣＰを用いて、ＰＨＳサーバ７からインターネットサーバ１０に
データを転送することにより、通信端末１及びＰＨＳサーバ７間の如き低品質回線におい
て、ＴＣＰ／ＩＰと等価なデータ転送が可能となる。
又、ＰＨＳサーバ７及びインターネットサーバ１０間のＴＣＰについても、若干の変更が
必要である。即ち、図１４は、その変更されたＴＣＰのヘッダ情報を示す。この変更され
たＴＣＰヘッダはＩＰアドレス及びポート番号を使用しないため、バーチャル回線を認識
する手段として、ＩＤ（識別子）を用意する。又、ＰＨＳサーバ７が公衆通信回線網３に
接続されたサーバ９のような接続形態の場合、ユーザの位置情報が識別できないので、Ｐ
Ｓ－ＩＤ（個別識別子）（例えば、基地局やユーザの識別子又は電話番号、住所、経度及
び緯度、個別識別子等）を用意する。更に、ＴＣＰを用いて、ＰＨＳサーバ７からインタ
ーネットのサーバ１０に渡されるデータ自体が、上述したデータ符号化等により通信端末
１及びＰＨＳサーバ７間の転送で、論理的に情報のエラーが生じないものと見做されるの
で、送信用シーケンス番号と及び応答確認番号は不必要になる可能性がある。尚、このヘ
ッダには、ヘッダ長、コードビット、チェックサム、ウインドウ、オプション等のデータ
が含まれている。
次に、図１５を参照して、通信端末１及び放送局１１間のリンクについて説明する。ＦＭ
ラジオ放送局が、音声情報と共に、各種情報（例えばイベント情報）を文字情報の形で放
送する（１１１）。その各種情報が、特定地域内に放送すべき情報（イベント情報、ニュ
ース速報等）がある場合、ＰＨＳの基地局５から制御チャンネルを用いてラジオ受信指示
信号（又は放送局１１が放送中であることを示す放送中信号）が、通信端末１に送信され
る（１１２）。この制御チャンネルは、ＰＨＳ無線受信に必要な制御情報を送信している
制御チャンネルでも良いし、オプション情報を送信する制御チャンネルであっても良い。
尚、ラジオ受信指示信号（又は放送局１１が放送中であることを示す放送中信号）は、Ｐ
ＨＳサーバ７から基地局５を介して、通信端末１に送信しても良い。
通信端末１がそのラジオ受信指示信号（又は放送局１１が放送中であることを示す放送中
信号）を電話通信手段２６よって受信し、検出手段２８によって検出すると、インターフ
ェース手段２２の表示手段２３にラジオ受信指示があったこと（又は放送局１１が放送中
であること）を、インターフェース手段２２の、例えば、表示手段２３上でＦＭ放送受信
操作ボタン６０が点滅表示させて又はインターフェース手段２２に設けた警報音発生手段
（図示せず）か警報音を発生させてユーザに知らせる（１１３）。ユーザがその放送局１
１からの放送を受信しようとするときは、ユーザがＦＭ放送受信操作ボタン６０（図５）
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押して、放送受信手段２７に放送局１１からのＦＭ放送を受信させて、情報表示部４０に
イベント情報等の目次を表示させる（１１４）。ある目次に対応する詳細な情報を知りた
いときは、通信端末１はＰＨＳサーバ７にアクセスして、そのデータベース７ＤＳに蓄積
されている詳細な情報を通信端末１にダウンロードする。かくして、通信端末１がポーリ
ングすることなく、ユーザに有用な受信ができるので、効率の高い情報適用が可能となる
。
尚、放送局１１か放送中を示す放送中信号を放送し、その放送中信号を通信端末１の放送
受信手段２７が受信し、検出手段２８によって検出するようにしても良い。その場合は、
インターフェース手段２２の表示手段２３にラジオ放送中であることを、インターフェー
ス手段２２の、例えば、表示手段２３に表示させて又はインターフェース手段２２に設け
た警報音発生手段（図示せず）が警報音を発生させて、ユーザに知らせる（１１３）。
又、通信端末１の検出手段２８によって、受信指示信号又は送信中信号を検出したとき、
放送受信手段２７を自動的に受信状態にしても良い。
次に、通信端末１及び個人用データベース８間のリンクについて説明する。個人用データ
ベース８には、例えば、スケジュール管理や、電話番号や、住所録等の個人情報が蓄積さ
れている。ユーザが通信端末１の付加サービス操作ボタン４５（図４）を押し、次に、個
人用データベース操作ボタン５９（図５）を押すと、通信端末１から個人用データベース
を指示するコマンドが発生し、そのコマンドが個人用データベース８に転送され、これに
よって、通信端末１及び個人用データベース８間に通信リンクが確立する。ユーザによる
、かな、数字、アルファベット等の文字の操作ボタン４４の押圧によって、通信端末１か
らのコマンドを個人用データベース８に転送することにより、個人用データベースに蓄積
されている所望の個人情報を通信端末１にダウンロードさせることができる。
次に、外部情報通信網上の端末装置、例えば、インターネット４のサーバ１０からＰＨＳ
サーバ７へのアクセスについて説明する。サーバ７は外部通信処理手段３４を有している
ので、サーバ１０はＴＣＰ／ＩＰを利用してＰＨＳサーバ７にアクセスし、ＰＨＳサーバ
７のデータベース７ＤＢに蓄積されているマルチメディア情報を閲覧することができる。
上述の実施の形態では、図３に示す如く、データ処理手段３３はＰＨＳサーバ７側に設け
られていたが、図１６に示す如く、通信端末１側に設けても良い。その場合のＰＨＳサー
バの構成は、図１７に示す如く、データ処理手段３３が省略されている。
上述の実施の形態では、図３に示す如く、データ処理手段３３及び外部通信処理手段３４
が、ＰＨＳサーバ７側に設けられていたが、図１８に示す如く、通信端末１側に設けても
良い。この場合のＰＨＳサーバ７の構成は、図１９に示す如く、データ処理手段３３及び
外部通信処理手段３４は省略されている。
本発明によれば、携帯電話システム網に接続されるサーバ又はデータベースにアクセスし
て、そのサーバ又はデータベースからのマルチメディア情報を受信する電話通信手段及び
その電話通信手段からのマルチメディア情報が供給される人間－機械インターフェース手
段を備える携帯型通信端末と、マルチメディア情報の蓄積されたデータベース、外部情報
通信網に接続されるサーバにアクセスして、そのサーバからのマルチメディア情報を受信
する外部通信処理手段、その外部通信処理手段からのマルチメディア情報を加工又は変換
するデータ処理手段及び外部通信処理手段又はデータ処理手段からのマルチメディア情報
を携帯電話システム網を介して携帯型通信端末に転送する転送手段を備える携帯型通信端
末用サーバとを有するので、携帯型通信端末が小型で可搬性に優れ、操作性が良好となり
、携帯型通信端末によって、無線電話通信網又は外部情報通信網に接続されたサーバから
のマルチメディア情報の取得及びその取得されたマルチメディア情報の人間－機械インタ
ーフェース手段への出力が可能となる。
更に、携帯型通信端末にわざわざターミナルソフト、ビューワ等をインストールしなくて
も、携帯型通信端末が、外部情報通信網に接続された通信端末にアクセスして、その通信
端末からのマルチメディア情報を取得することができると共に、その取得されたマルチメ
ディア情報を、人間－機械インターフェース手段の出力能力に応じて加工又は変換した後
、人間－機械インターフェース手段に出力させることのできる情報提供装置及び携帯型通
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信端末を得ることができる。
又、外部通信処理手段には、インターネットのプロトコルであるトランスファコントロー
ルプロトコルが実装されてなるので、外部情報通信網であるインターネットのサーバにア
クセスすることができる。
又、外部通信処理手段には、インターネットのアプリケーションプロトコルであるハイパ
ーテキストトランスファプロトコルが実装されてなるので、外部情報通信網であるインタ
ーネットのサーバにアクセスすることができる。
又、携帯型通信端末及び携帯型通信端末用サーバ間のプロトコルとして、誤り訂正符号を
付加し、再送制御を行う伝送プロトコル並びに送信用シーケンス番号及び応答確認番号を
用いるトランスポートプロトコルが使用されるので、低品質回線におけるトランスファコ
ントロールプロトコルと等価なデータ転送が可能となる。
又、所定地域内の共通情報を放送する放送手段を設けると共に、携帯型通信端末に、放送
手段よりの放送を受信する放送受信手段を設けたので、携帯型通信端夫は放送手段からの
情報をも取得することができる。
又、携帯型通信端末に、それぞれ外部からの放送手段によって放送が行われていることを
示す放送中信号又はその放送の受信指示信号を検出する検出手段を設けたので、放送手段
からの放送を常時受信する必要がないので、それだけ電力消費が低減され、携帯型通信端
末が電池駆動の場合は、電池の寿命が長くなる。
又、携帯型通信端末用サーバに、外部通信処理手段によって、外部情報通信網に接続され
ているサーバにアクセスして、そのサーバからのマルチメディア情報を受信するときに、
携帯型通信端末を使用するユーザの所在する場所を表す識別子を外部情報通信網に接続さ
れるサーバに転送する識別子転送手段を設けたので、外部情報通信網に接続されるサーバ
から、携帯型通信端末はその所在する地域に関連するマルチメディア情報を取得すること
ができる。
又、データ処理手段は、文字情報を音声情報に変換する変換手段であるので、携帯型通信
端末によって、外部情報通信網に接続されるサーバからのマルチメディア情報を音声情報
として取得することができ、携帯通信端末の表示画面を有効に使用することが可能となる
。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

(13) JP 3885236 B2 2007.2.21



【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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