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(57)【要約】
【課題】通信速度の異なる複数のデータ無線通信モジュ
ールを１つの無線通信モジュールの出し入れ可能な装置
で共用できるようにする。
【解決手段】ＵＡＲＴモジュール１ａ又はＵＳＢモジュ
ール１又はＳＤモジュール1ｃの１つが携帯ジャケット
７に挿入されると、携帯ジャケット７に挿入されたＵＡ
ＲＴモジュール１ａ又はＵＳＢモジュール１又はＳＤモ
ジュール1ｃの１つからＵＡＲＴインターフェースＩＣ
４０ａに設けられたバイパス通路を経由して上記挿入さ
れたモジュール自身の種類を表す信号がＣＰＵ３７に入
力され、ＣＰＵ３７がインターフェース切換スイッチ４
４を切り替えて上記挿入されたモジュールをそれに対応
するＵＡＲＴインターフェースＩＣ４０ａ又はＵＳＢイ
ンターフェースＩＣ４０ｂ又はＳＤインターフェースＩ
Ｃ４０ｃの１つを経由してＣＰＵ３７に接続させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信速度の異なる複数の無線通信モジュールを共用の無線通信モジュールの出し入れ可
能な装置に差し換えて使用する無線通信端末装置であって、通信速度の異なる複数の無線
通信モジュールの容器が共用の無線通信モジュールの出し入れ可能な装置に挿入可能に構
成され、無線通信モジュールの出し入れ可能な装置には複数の無線通信モジュールに対応
する複数の通信用インターフェース集積回路と挿入された無線通信モジュールから出力さ
れる種類を表す信号によって当該無線通信モジュールの種類に対応するデータ通信用イン
ターフェースを選択する制御手段とが設けられたことを特徴とする無線通信端末装置。
【請求項２】
　通信用インターフェースは、ＵＡＲＴインターフェース集積回路、ＵＳＢインターフェ
ース集積回路、ＳＤインターフェース集積回路であることを特徴とする請求項１記載の無
線通信端末装置。
【請求項３】
　無線通信モジュールの出し入れ可能な装置には音声信号をデジタル信号で処理する方式
の無線通信モジュールおよび音声信号をアナログ信号で処理する方式の無線通信モジュー
ルの信号処理に必要なコーデック部と増幅部およびＵＳＩＭ、挿入された無線通信モジュ
ールの種類を判別して無線通信モジュールを経路スイッチを介してコーデック部に接続す
るか又は増幅部およびＵＳＩＭに接続するかの経路切換処理を行うジャケット制御部が設
けられたことを特徴とする請求項１記載の無線通信端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信速度の異なる複数の無線通信モジュールを携帯ジャケットに差し換えて
使用することができる無線通信端末装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図１７乃至図１９は、特許文献１で開示された無線通信端末装置を示す。図１７におい
て、音声信号をデジタル信号で処理する通信方式の無線通信モジュール（以下、デジタル
無線通信モジュールと称する）１がスロット９から携帯ジャケット５８に挿入されること
によって、デジタル無線通信モジュール１のモジュール端子部３と携帯ジャケット５８の
ジャケット端子部１０とが接続された後、ユーザーが携帯ジャケット５８のキーボード１
４を操作して無線による音声通信やデータ通信を行えるようになっている。携帯ジャケッ
ト５８は、無線通信モジュール１の出し入れ可能な装置であって、デジタル無線通信モジ
ュール１が携帯ジャケット５８に挿入されることによって通信が可能になるものである。
携帯ジャケット５８は、取音孔１１、放音孔１２、電源１３、キーボード１４、ディスプ
レイ１５、コーデック部１７、マイク１８、スピーカ１９、電源スイッチ２３を備える。
【０００３】
　図１８において、デジタル無線通信モジュール１は、合成樹脂ＰＣカードやＳＩＭカー
ドなどのカードタイプの容器に、モジュール端子部３、モジュール制御部４、アンテナ２
５、アンテナスイッチ２６、送信部２７、受信部２８、変調部２９、復調部３０、ＴＤＭ
Ａ符号化部３１、ＴＤＭＡ復号化部３２、ＡＤＰＣＭトランスコーダ３３を備える。
【０００４】
　モジュール制御部４は、モジュール制御部４に内蔵されたＣＰＵ３４が、フラッシュメ
モリ３５に格納されたプログラムに従い、ＲＡＭ３６を使用しながらネットワークを利用
する通信ルールであるプロトコルに則って動作することによって、送受信処理、アンテナ
切換処理、ルーティング処理などを実行し、アンテナスイッチ２６、ＴＤＭＡ符号化部３
１、ＴＤＭＡ復号化部３２を制御する。フラッシュメモリ３５には、モジュール製造番号
などの固有情報や電話帳などが記録されている。
【０００５】
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　一方、携帯ジャケット５８は、ＰＨＳや携帯電話などの容器に、ジャケット端子部１０
、電源１３、キーボード１４、ディスプレイ１５、コーデック部１７、マイク１８、スピ
ーカ１９、電源スイッチ２３、ジャケット制御部５９を備える。
【０００６】
　ジャケット制御部５９には、ＣＰＵ３７、ＲＯＭ３８、ＲＡＭ３９、ＵＡＲＴ（Univer
sal Asynchronous Receiver Transmitter）４０、ＧＰＩＯ４１が設けられる。ジャケッ
ト制御部５９は、ＣＰＵ３７がＲＯＭ３８に格納されたプログラムに従い、ＲＡＭ３９を
使用しながらネットワークを利用する通信ルールであるプロトコルに則って動作すること
によって、電源投入処理や初期化処理などを実行する。
【０００７】
　図１９において、ジャケット制御部５９がデジタル無線通信モジュール１の挿入された
ことをＩＮＳなる検出信号により検出し、ＧＰＩＯ４１が携帯ジャケット５８の電源スイ
ッチＳＷ１をオンに制御すると、ジャケット制御部５９がデジタル無線通信モジュール１
への電源の供給を開始する。
【０００８】
　その後、モジュール制御部４とジャケット制御部５９とがＴＸＤ、ＲＸＤ、ＲＴＳ、Ｃ
ＴＳ、ＤＣＤ、ＲＩなる各信号のやり取りでデータ交換、ユーザー認証、ディスプレイ表
示などの処理を行い、データ交換やユーザー認証が正規に終了すると、データ通信と、音
声信号をデジタル信号で処理する通信方式での音声通話が可能になる。
【０００９】
　以下、モジュール端子部３とジャケット端子部１０との接続を具体的に説明すると、図
１９において、モジュール端子部３は、Ｎｏ．１乃至Ｎｏ．１８で表示された１８本の端
子で構成される。ジャケット端子部１０は、１８本の信号線として表示された端子で構成
される。デジタル無線通信モジュール１が携帯ジャケット５８に挿入されることによって
、モジュール端子部３を構成する１８本の端子とジャケット端子部１０を構成する１８本
の端子とが１本ずつ個別に接続される。
【００１０】
　モジュール端子部３のＮｏ．１乃至Ｎｏ．７で表示された７本の端子に個別に対応する
ジャケット端子部１０における７本の端子は、データ通信用として備えられたＵＡＲＴ４
０の７つのポートに１本ずつ個別に接続される。モジュール端子部３のＮｏ．８乃至Ｎｏ
．１１で表示された４本の端子に個別に対応するジャケット端子部１０における４本の端
子は、ＧＰＩＯ（General Purpose I／O）４１の４つのポートに１本ずつ個別に接続され
る。
【００１１】
　モジュール端子部３のＮｏ．１２で表示された１本の端子に対応するジャケット端子部
１０における１本の端子は、インターフェースに使用されるデータ転送方式を示すインタ
ーフェース通知用信号（ＩＦ－ＳＥＬ）として用いられる。
【００１２】
　モジュール端子部３のＮｏ．１３乃至Ｎｏ．１６で表示された４本の端子に個別に対応
するジャケット端子部１０における４本の端子は、コーデック部１７の４つのポートに１
本ずつ個別に接続される。モジュール端子部３のＮｏ．１７で表示された１本の端子に対
応するジャケット端子部１０における１本の端子は、携帯ジャケット５８の電源１３に電
源スイッチＳＷ１を介して接続される。モジュール端子部３のＮｏ．１８で表示された１
本の端子に対応するジャケット端子部１０における１本の端子は、携帯ジャケット５８の
アースＧＮＤに接続される。
【００１３】
　ところで、通信用インターフェース集積回路（以下、インターフェースＩＣと称する）
として、ＵＡＲＴ４０の他に、ＵＡＲＴ４０よりも通信速度の早いＵＳＢ（Universal Se
rial Bus）、ＵＳＢよりも通信速度の早いＳＤカードなどに使用される規格に沿った伝送
方式のＳＤを用いることも考えられるが、ＵＡＲＴ４０、ＵＳＢ、ＳＤのモジュール端子
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部３を構成する各端子に割り当てられた機能が個別に異なるため、ＵＡＲＴ用やＵＳＢ用
或いはＳＤ用の無線通信モジュールを同じ大きさで同じ形に構成しても、携帯ジャケット
５８を共用できないという欠点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特許第４１１８２９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　発明が解決しようとする問題点は、ＵＡＲＴ用やＵＳＢ用或いはＳＤ用の無線通信モジ
ュールを同じ大きさで同じ形に構成しても携帯ジャケットを共用できないという点である
。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明に係る無線通信端末装置は、通信速度の異なる複数の無線通信モジュールの容器
が共用の携帯ジャケットに挿入可能に構成され、携帯ジャケットには複数の無線通信モジ
ュールに対応する複数の通信用インターフェース集積回路と携帯ジャケットに挿入された
無線通信モジュールから出力される種類を表す信号によって当該無線通信モジュールの種
類に対応するデータ通信用インターフェースを選択する制御手段とが設けられたことを最
も主要な特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係る無線通信端末装置によれば、通信速度の異なる複数の無線通信モジュール
を１つの携帯ジャケットに差し換えて使用することができるので、通信速度の異なる複数
の無線通信モジュールに対し１つの携帯ジャケットを共用することができるという効果を
奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】実施の形態に係る無線通信モジュールとしてのＵＡＲＴモジュールとＵＳＢモジ
ュールとＳＤモジュールとで携帯ジャケットを共用する無線通信端末装置を示す模式図。
【図２】実施の形態に係る無線通信端末装置の主要部の構成を示す模式図。
【図３】実施の形態に係るＵＡＲＴモジュールを携帯ジャケットに挿入した場合を示す模
式図。
【図４】実施の形態に係るＵＳＢモジュールを携帯ジャケットに挿入した場合を示す模式
図。
【図５】実施の形態に係るＳＤモジュールを携帯ジャケットに挿入した場合を示す模式図
。
【図６】実施の形態に係るＵＡＲＴモジュールの主要部の構成を示す模式図。
【図７】実施の形態に係るＵＳＢモジュールの主要部の構成を示す模式図。
【図８】実施の形態に係るＳＤモジュールの主要部の構成を示す模式図。
【図９】実施の形態に係るデジタル無線通信モジュールと携帯ジャケットとからなる無線
通信端末装置を示すブロック構成図。
【図１０】実施の形態に係るデジタルＵＡＲＴ無線通信モジュールを携帯ジャケットに挿
入した態様を特定して示す回路構成図。
【図１１】実施の形態に係るデジタルＵＳＢ無線通信モジュールを携帯ジャケットに挿入
した態様を特定して示す回路構成図。
【図１２】実施の形態に係るデジタルＳＤ無線通信モジュールを携帯ジャケットに挿入し
た態様を特定して示す回路構成図。
【図１３】実施の形態に係るアナログ無線通信モジュールと携帯ジャケットとからなる無
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線通信端末装置を示すブロック構成図。
【図１４】実施の形態に係るアナログＵＡＲＴ無線通信モジュールを携帯ジャケットに挿
入した態様を特定して示す回路構成図。
【図１５】実施の形態に係るアナログＵＳＢ無線通信モジュールう携帯ジャケットに挿入
した態様を特定して示す回路構成図。
【図１６】実施の形態に係るアナログＳＤ無線通信モジュールを携帯ジャケットに挿入し
た態様を特定して示す回路構成図。
【図１７】従来のデジタル無線通信モジュールと携帯ジャケットとからなる無線通信端末
装置を示す斜視図。
【図１８】従来のデジタル無線通信モジュールと携帯ジャケットとからなる無線通信端末
装置を示すブロック構成図。
【図１９】従来のデジタル無線通信モジュールと携帯ジャケットとからなる無線通信端末
装置を示す回路構成図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１を参照し、ＵＡＲＴモジュール１ａとＵＳＢモジュール１ｂとＳＤモジュール１ｃ
とで携帯ジャケット７を共用する無線通信端末装置について説明する。携帯ジャケット７
は、無線通信モジュール１の出し入れ可能な装置であって、ＵＡＲＴモジュール１ａとＵ
ＳＢモジュール１ｂとＳＤモジュール１ｃが携帯ジャケット７に挿入されることによって
通信が可能になるものである。つまり、本発明において、携帯ジャケットとは、無線通信
モジュールの出し入れ可能な装置であり、無線通信モジュールを挿入することで無線通信
モジュールの出し入れが可能な装置と無線通信モジュールとで信号のやり取りを行い、音
声やデータなどの無線通信が可能な無線通信端末装置となるものである。ＵＡＲＴモジュ
ール１ａとＵＳＢモジュール１ｂとＳＤモジュール１ｃとは、通信速度の異なる複数のデ
ジタル通信用インターフェース集積回路を構成するものであって、同じ大きさで同じ形の
カードタイプの容器を有する。ＵＡＲＴモジュール１ａの容器には、モジュール端子部３
やモジュール制御部４ａを備える。ＵＳＢモジュール１ｂの容器には、モジュール端子部
３やモジュール制御部４ｂを備える。ＳＤモジュール１ｃの容器には、モジュール端子部
３やモジュール制御部４ｃを備える。モジュール端子部３は、１８本の端子から構成され
る。
【００２０】
　携帯ジャケット７は、ＰＨＳや携帯電話などの容器に、スロットカバー８、スロット９
、ジャケット端子部１０、取音孔１１、放音孔１２、電源１３、キーボード１４、ディス
プレイ１５、ジャケット制御部１６、図９に示すコーデック部１７、マイク１８、スピー
カ１９、図９に示す経路スイッチ２０、図９に示す増幅部２１、図９に示すＵＳＩＭ２２
を備える。図１に戻り、取音孔１１は、携帯ジャケット７の外部からの音声をマイク１８
に拾わせる孔である。放音孔１２は、スピーカ１９からの音声を携帯ジャケット７の外部
に出す孔である。
【００２１】
　ジャケット制御部１６には、ＣＰＵ３７、ＲＯＭ３８、ＲＡＭ３９、複数の無線通信モ
ジュールに対応する複数の通信用インターフェース集積回路としてのＵＡＲＴインターフ
ェースＩＣ４０ａやＵＳＢインターフェースＩＣ４０ｂ及びＳＤインターフェースＩＣ４
０ｃ、ＧＰＩＯ４１、インターフェース切換スイッチ４４が設けられる。ＣＰＵ３７とイ
ンターフェース切換スイッチ４４とが、携帯ジャケットに挿入された無線通信モジュール
から出力される種類を表す信号によって当該無線通信モジュールの種類に対応するデータ
通信用インターフェースを選択する制御手段を構成する。なお、本実施の形態においては
、インターフェース切換スイッチ４４は、ＵＡＲＴモジュール１ａ又はＵＳＢモジュール
１ｂ又はＳＤモジュール１ｃが携帯ジャケット７に挿入されていない場合、ＣＰＵ３７と
ＵＡＲＴインターフェースＩＣ４０ａとを接続する態様になっている。
【００２２】
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　そして、キーボード１４の電源スイッチ２３がユーザーによりオン操作された状態でＵ
ＡＲＴモジュール１ａ又はＵＳＢモジュール１ｂ又はＳＤモジュール１ｃがスロット９か
ら携帯ジャケット７に挿入されスロットカバー８が閉じられて、モジュール端子部３とジ
ャケット端子部１０とが互いに接続されるか、あるいは、ＵＡＲＴモジュール１ａ、ＵＳ
Ｂモジュール１ｂ又はＳＤモジュール１ｃがスロット９から携帯ジャケット７に挿入され
スロットカバー８が閉じられて、モジュール端子部３とジャケット端子部１０とが互いに
接続された状態で電源スイッチ２３がユーザーによりオン操作される。
【００２３】
　それに伴い、電力が電源１３からジャケット制御部１６とモジュール制御部４ａ；４ｂ
又は４ｃとの双方に供給され、モジュール制御部４ａ；４ｂ又は４ｃとジャケット制御部
１６との双方が電気的に起動するとともに、携帯ジャケット７に挿入されたＵＡＲＴモジ
ュール１ａ又はＵＳＢモジュール１ｂ又はＳＤモジュール１ｃのうちの１つが自分の種類
を表す信号を携帯ジャケット７に出力する。これによって、ジャケット制御部１６が上記
携帯ジャケット７に挿入されたＵＡＲＴモジュール１ａ又はＵＳＢモジュール１ｂ又はＳ
Ｄモジュール１ｃのうちの１つに対応する通信用インターフェース集積回路としてのＵＡ
ＲＴインターフェースＩＣ４０ａ又はＵＳＢインターフェースＩＣ４０ｂ又はＳＤインタ
ーフェースＩＣ４０ｃの１つを選択した後、電気的な起動を完了したジャケット制御部１
６がデータ通信用インターフェースの切換処理と、音声通信用のデジタル経路とアナログ
経路の経路切換処理を行う。
【００２４】
　図２を参照し、ＣＰＵ３７とインターフェース切換スイッチ４４とが携帯ジャケット７
に挿入された無線通信モジュール１ａ乃至１ｃ出力される種類を表す信号によって当該無
線通信モジュール１ａ乃至１ｃの種類に対応するデータ通信用インターフェースを選択す
る場合について具体的に説明する。ＵＡＲＴモジュール１ａ又はＵＳＢモジュール１ｂ又
はＳＤモジュール１ｃの１つが携帯ジャケット７に挿入されると、当該携帯ジャケット７
に挿入されたＵＡＲＴモジュール１ａ又はＵＳＢモジュール１ｂ又はＳＤモジュール１ｃ
の１つが携帯ジャケット７から供給された電力によって自分の種類を表す信号を携帯ジャ
ケット７に出力する。例えば、ＵＡＲＴモジュール１ａが携帯ジャケット７に挿入された
場合、ＵＡＲＴモジュール１ａは自分の種類を表す信号として２つの高電位の信号からな
る「１」、「１」を携帯ジャケット７に出力する。ＵＳＢモジュール１ｂが携帯ジャケッ
ト７に挿入された場合、ＵＳＢモジュール１ｂは自分の種類を表す信号として１つの高電
位の信号と１つの低電位の信号とからなる「１」、「０」を携帯ジャケット７に出力する
。ＳＤモジュール１ｃが携帯ジャケット７に挿入された場合、ＳＤモジュール１ｃは自分
の種類を表す信号として２つの低電位の信号からなる「０」、「０」を携帯ジャケット７
に出力する。
【００２５】
　上記携帯ジャケット７に挿入されたＵＡＲＴモジュール１ａ又はＵＳＢモジュール１ｂ
又はＳＤモジュール１ｃの１つから携帯ジャケット７に出力された自分の種類を表す信号
は、例えば、ＵＡＲＴインターフェースＩＣ４０ａの内部に形成されたバイパス通路から
インターフェース切換スイッチ４４を経由してＣＰＵ３７に入力される。これによって、
ＣＰＵ３７はモジュールリセット完了前に上記携帯ジャケット７に挿入されたＵＡＲＴモ
ジュール１ａ又はＵＳＢモジュール１ｂ又はＳＤモジュール１ｃの１つがどれであるかを
判断し、ＣＰＵ３７がインターフェース切換スイッチ４４を上記携帯ジャケット７に挿入
されたＵＡＲＴモジュール１ａ又はＵＳＢモジュール１ｂ又はＳＤモジュール１ｃのうち
の１つに対応する通信用インターフェース集積回路としてのＵＡＲＴインターフェースＩ
Ｃ４０ａ又はＵＳＢインターフェースＩＣ４０ｂ又はＳＤインターフェースＩＣ４０ｃの
１つを選択するように動作させる。
【００２６】
　図３を参照し、ＵＡＲＴモジュール１ａが携帯ジャケット７に挿入された場合について
説明する。上述のように、インターフェース切換スイッチ４４は、無線通信モジュール１
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ａ～１ｃが携帯ジャケットに挿入されていない場合、ＣＰＵ３７とＵＡＲＴインターフェ
ースＩＣ４０ａを接続している。ＵＡＲＴモジュール１ａが携帯ジャケット７に挿入され
て、ＵＡＲＴモジュール１ａから「１」と「１」とからなる信号がＵＡＲＴインターフェ
ースＩＣ４０ａのバイパス通路及びインターフェース切換スイッチ４４を経由してＣＰＵ
３７に入力さることによって、ＣＰＵ３７が携帯ジャケット７に挿入されたものがＵＡＲ
Ｔモジュール１ａであると判断してインターフェース切換スイッチ４４をそのままの状態
に維持する。
【００２７】
　図４を参照し、ＵＳＢモジュール１ｂが携帯ジャケット７に挿入された場合について説
明する。ＵＳＢモジュール１ｂが携帯ジャケット７に挿入される前の段階は、インターフ
ェース切換スイッチ４４の可動接点が図示は省略するがＵＡＲＴモジュール１ａとＣＰＵ
３７とを接続している。そして、ＵＳＢモジュール１ｂが携帯ジャケット７に挿入されて
、ＵＳＢモジュール１ｂから「１」と「０」とからなる信号がＵＡＲＴインターフェース
ＩＣ４０ａのバイパス通路及びインターフェース切換スイッチ４４を経由してＣＰＵ３７
に入力さることによって、ＣＰＵ３７が携帯ジャケット７に挿入されたものがＵＳＢモジ
ュール１ｂであると判断してインターフェース切換スイッチ４４をＵＳＢモジュール１ｂ
とＣＰＵ３７とを接続するように動作させる。
【００２８】
　図５を参照し、ＳＤモジュール１ｃが携帯ジャケット７に挿入された場合について説明
する。ＳＤモジュール１ｃが携帯ジャケット７に挿入される前の段階は、インターフェー
ス切換スイッチ４４の可動接点が図示は省略するがＵＡＲＴモジュール１ａとＣＰＵ３７
とを接続している。そして、ＳＤモジュール１ｃが携帯ジャケット７に挿入されて、ＳＤ
モジュール１ｃから「０」と「０」とからなる信号がＵＡＲＴインターフェースＩＣ４０
ａのバイパス通路及びインターフェース切換スイッチ４４を経由してＣＰＵ３７に入力さ
ることによって、ＣＰＵ３７が携帯ジャケット７に挿入されたものがＳＤモジュール１ｃ
であると判断してインターフェース切換スイッチ４４をＳＤモジュール１ｃとＣＰＵ３７
とを接続するように動作させる。
【００２９】
　図６を参照し、ＵＡＲＴモジュール１ａについて説明する。ＵＡＲＴモジュール１ａは
、モジュール端子部３、モジュール制御部４ａ、送受信部２４、アンテナ部２５を備える
。モジュール制御部４ａは、ＵＡＲＴモジュール１ａが携帯ジャケット７に挿入されると
、携帯ジャケット７の電源から供給される電力によって、Ｎｏ．４の端子とＮｏ．６の端
子とから「１」と「１」とからなる信号を出力する。
【００３０】
　図７を参照し、ＵＳＢモジュール１ｂについて説明する。ＵＳＢモジュール１ｂは、モ
ジュール端子部３、モジュール制御部４ｂ、送受信部２４、アンテナ部２５を備える。モ
ジュール制御部４ｂは、ＵＳＢモジュール１ｂが携帯ジャケット７に挿入されると、携帯
ジャケット７の電源から供給される電力によって、Ｎｏ．４の端子とＮｏ．６の端子とか
ら「１」と「０」とからなる信号を出力する。
【００３１】
　図８を参照し、ＳＤモジュール１ｃについて説明する。ＳＤモジュール１ｃは、モジュ
ール端子部３、モジュール制御部４ｃ、送受信部２４、アンテナ部２５を備える。モジュ
ール制御部４ｃは、ＳＤモジュール１ｃが携帯ジャケット７に挿入されると、携帯ジャケ
ット７の電源から供給される電力によって、Ｎｏ．４の端子とＮｏ．６の端子とから「０
」と「０」とからなる信号を出力する。
【００３２】
　図９を参照し、デジタル無線通信モジュール１ａＷ乃至１ｃＷと携帯ジャケット７とか
らなる無線通信端末装置について説明する。デジタル無線通信モジュール１ａＷは、ＵＡ
ＲＴモジュール１ａにおける音声信号をデジタル信号で処理する方式のデジタル無線通信
モジュールである。デジタル無線通信モジュール１ｂＷは、ＵＳＢモジュール１ｂにおけ
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る音声信号をデジタル信号で処理する方式のデジタル無線通信モジュールである。デジタ
ル無線通信モジュール１ｃＷは、ＳＤモジュール１ｃにおける音声信号をデジタル信号で
処理する方式のデジタル無線通信モジュールである。これらのデジタル無線通信モジュー
ル１ａＷ乃至１ｃＷが、ＰＣカードやＳＩＭカードなどのカードタイプの容器に、モジュ
ール端子部３、モジュール制御部４ａ乃至４ｃの１つ、送受信部２４、アンテナ２５を備
える。送受信部２４は、アンテナスイッチ２６、送信部２７、受信部２８、変調部２９、
復調部３０、ＴＤＭＡ符号化部３１、ＴＤＭＡ復号化部３２、ＡＤＰＣＭトランスコーダ
３３を備える。
【００３３】
　モジュール制御部４ａ～４ｃのそれぞれは、モジュール制御部４ａ～４ｃのそれぞれに
内蔵されたＣＰＵ３４が、フラッシュメモリ３５に格納されたプログラムに従い、ＲＡＭ
３６を使用しながらネットワークを利用する通信ルールであるプロトコルに則って動作す
ることによって、携帯ジャケット７から供給された電力によって自分の種類を表す信号を
出力する処理、送受信処理、アンテナ切換処理、ルーティング処理などを実行し、アンテ
ナスイッチ２６、ＴＤＭＡ符号化部３１、ＴＤＭＡ復号化部３２を制御する。フラッシュ
メモリ３５には、モジュール製造番号などの固有情報や電話帳などが記録されている。
【００３４】
　携帯ジャケット７は、ＰＨＳや携帯電話などの携帯端末タイプの容器に、ジャケット端
子部１０、電源１３、キーボード１４、ディスプレイ１５、ジャケット制御部１６、コー
デック部１７、マイク１８、スピーカ１９、経路スイッチ２０、増幅部２１、ＵＳＩＭ２
２、電源スイッチ２３を備える。
【００３５】
　ジャケット制御部１６は、ＣＰＵ３７、ＲＯＭ３８、ＲＡＭ３９、ＵＡＲＴインターフ
ェースＩＣ４０ａやＵＳＢインターフェースＩＣ４０ｂ及びＳＤインターフェースＩＣ４
０ｃ、ＧＰＩＯ４１、インターフェース切換スイッチ４４を備える。ジャケット制御部１
６では、ジャケット制御部１６に内蔵されたＣＰＵ３７がＲＯＭ３８に格納されたプログ
ラムに従い、ＲＡＭ３９を使用しながらネットワークを利用する通信ルールであるプロト
コルに則って動作することによって、無線通信モジュールの種類に対応するデータ通信用
インターフェースを選択する処理、電源投入処理、音声通信用のデジタルとアナログの経
路切換処理などを実行する。
【００３６】
　携帯ジャケット７は、電源１３、キーボード１４、ディスプレイ１５、電源スイッチ２
３、マイク１８、スピーカ１９加え、デジタル無線通信モジュールとしてのＵＡＲＴモジ
ュール１ａやＵＳＢモジュール１ｂ及びＳＤモジュール１ｃ以外に、アナログ無線通信モ
ジュールとしてのＵＡＲＴモジュール１ａやＵＳＢモジュール１ｂ及びＳＤモジュール１
ｃにも使用可能とするために、コーデック部１７、経路スイッチ２０、増幅部２１、ＵＳ
ＩＭ２２を備える。そして、経路スイッチ２０が、コーデック部１７をジャケット端子部
１０から切り離して増幅部２１とＵＳＩＭ２２とをジャケット端子部１０に接続するか、
又は、コーデック部１７をジャケット端子部１０に接続して増幅部２１とＵＳＩＭ２２と
をジャケット端子部１０から切り離す。
【００３７】
　ＵＳＩＭ２２は、フラッシュメモリにより構成される。ＵＳＩＭ２２には、携帯ジャケ
ット製造番号やＩＭＳＩ（International Mobile Subscriber Identity）などの固有情報
や電話帳などが記録されている。
【００３８】
　図１０を参照し、ＵＡＲＴモジュール１ａにおける音声信号をデジタル信号で処理する
方式のデジタル無線通信モジュール（以下、ＵＡＲＴデジタル無線通信モジュールと称す
る）１ａＷが携帯ジャケット７に挿入されて図３に示すＣＰＵ３７による無線通信モジュ
ールの種類に対応するデータ通信用インターフェースを選択する処理が終了してＵＡＲＴ
インターフェースＩＣ４０ａが選択された態様の無線通信端末装置の回路構成について説
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明する。よって、図１０は、ＵＳＢインターフェースＩＣ４０ｂ及びＳＤインターフェー
スＩＣ４０ｃの図示を省略してあり、ジャケット制御部１６のＣＰＵ３７とＵＡＲＴイン
ターフェースＩＣ４０ａとが互いに接続され、経路スイッチ２０がデジタル無線通信モジ
ュール用の回路側に切り換えられた後の状態である。経路切換動作について具体的に説明
すると、先ず、デジタルＵＡＲＴモジュール１ａＷが携帯ジャケット７に挿入され、ＵＡ
ＲＴデジタル無線通信モジュール１ａＷのモジュール端子部３が携帯ジャケット７のジャ
ケット端子部１０に接続され、モジュール制御部４ａとジャケット制御部１６とが電気的
に起動する。
【００３９】
　次に、ＩＮＳ信号がモジュール端子部３のＮｏ．８で表示された端子からＧＰＩＯ４１
を経由してＣＰＵ３７に入力される。そして、ＴＸＤ信号がＣＰＵ３７からＵＡＲＴ４０
ａおよびモジュール端子部３のＮｏ．１で表示された端子を経由してＵＡＲＴデジタル無
線通信モジュール１ａＷに入力される。この入力された信号の応答としてＵＡＲＴデジタ
ル無線通信モジュール１ａＷを示すフォーマットのＲＸＤ信号がモジュール端子部３のＮ
ｏ．２で表示された端子からＵＡＲＴ４０ａを経由してＣＰＵ３７に入力される。
【００４０】
　引き続き、ＣＰＵ３７がＲＸＤ信号の内容から携帯ジャケット７に挿入された無線通信
モジュールがＵＡＲＴデジタル無線通信モジュール１ａＷであると判定する。その後、Ｃ
ＰＵ３７がスイッチ切換信号としてのＵＡＲＴデジタル無線通信モジュール１ａＷを示す
種別信号をＧＰＩＯ４１から経路スイッチ２０に出力する。その結果、経路スイッチ２０
が動作して図１０に示す状態となる。ＵＡＲＴデジタル無線通信モジュール１ａＷの携帯
ジャケット７への挿入を示すＩＮＳ信号に伴う携帯ジャケット７からＵＡＲＴデジタル無
線通信モジュール１ａＷへの最初の問い合わせを示すＴＸＤ信号に対して応答する信号を
示すＲＸＤ信号が上記挿入されたモジュールの種類を示す形態に構成されているので、前
述したデータ通信用インターフェースの判別切換と相俟って、無線通信モジュールの携帯
ジャケット７への挿入の直後に無線通信モジュールの種類が判別し、無線通信端末装置と
してデータ通信と音声通信を短時間に使用可能になるという利点がある。
【００４１】
　経路切換の結線について具体的に説明すると、上記経路スイッチ２０が図１０に示す状
態となった動作の結果、モジュール端子部３のＮｏ．７で表示された端子がＧＰＩＯ４１
からのＰＯＷＥＲ　ＯＮ信号の出力用の端子から切り離され、かつＵＡＲＴ４０ａへのＲ
Ｉ信号の入力用の端子に接続される。モジュール端子部３のＮｏ．９で表示された端子が
ＵＳＩＭ２２へのＳＩＭＲＳＴ信号の入力用の端子から切り離され、かつＧＰＩＯ４１へ
の第１ＤＩＳＰ信号の入力用の端子に接続される。
【００４２】
　モジュール端子部３のＮｏ．１０で表示された端子がＵＳＩＭ２２のＳＩＭＤＡＴＡ信
号の入出力用の端子から切り離され、かつＧＰＩＯ４１の第２ＤＩＳＰ信号の入力用の端
子に接続される。モジュール端子部３のＮｏ．１１で表示された端子がＵＳＩＭ２２のＳ
ＩＭＣＬＫ信号の入力用の端子から切り離され、かつＧＰＩＯ４１への第３ＤＩＳＰ信号
の入力用の端子に接続される。
【００４３】
　モジュール端子部３のＮｏ．１２で表示された端子が増幅器４２のＭＩＣ－信号用の端
子から切り離され、かつＩＦ－ＳＥＬ信号用の端子に接続される。モジュール端子部３の
Ｎｏ．１３で表示された端子が増幅器４３のＲＥＣ＋信号用の端子から切り離され、かつ
コーデック部１７へのＰＣＭＣＬＫ信号の入力用の端子に接続される。モジュール端子部
３のＮｏ．１４で表示された端子が増幅器４３のＲＥＣ－信号用の端子から切り離され、
かつコーデック部１７へのＰＣＭＳＹＮＣ信号の入力用の端子に接続される。
【００４４】
　モジュール端子部３のＮｏ．１５で表示された端子が増幅器４２のＭＩＣ＋信号用の端
子から切り離され、かつコーデック部１７のＰＣＭＯＵＴ信号の入力用の端子に接続され
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る。モジュール端子部３のＮｏ．１６で表示された端子がＵＳＩＭ２２へのＳＩＭ　Ｖｃ
ｃ供給用の端子から切り離され、かつコーデック部１７からのＰＣＭＩＮ信号の出力用の
端子に接続される。
【００４５】
　このように、ＵＡＲＴデジタル無線通信モジュール１ａＷが携帯ジャケット７に挿入さ
れ、モジュール制御部４ａとジャケット制御部１６とが電気的に起動し、ＣＰＵ３７がＵ
ＡＲＴ４０ａに接続されると共に、経路スイッチ２０がＵＡＲＴデジタル無線通信モジュ
ール１ａＷの回路側に切り換えられることによって、ＵＡＲＴデジタル無線通信モジュー
ル１ａＷが増幅器４２、増幅器４３、ＵＳＩＭ２２のそれぞれから切り離され、かつＵＡ
ＲＴインターフェースＩＣ４０ａ、ＧＰＩＯ４１、コーデック部１７に接続されて、ＵＡ
ＲＴデジタル無線通信モジュールル１ａＷと携帯ジャケット７とからなる無線通信端末装
置が構成される。増幅器４２および増幅器４３は、図９の増幅部２１を構成する。
【００４６】
　図１１を参照し、ＵＳＢモジュール１ｂにおける音声信号をデジタル信号で処理する方
式のデジタル無線通信モジュール（以下、ＵＳＢデジタル無線通信モジュールと称する）
１ｂＷが携帯ジャケット７に挿入されて図４に示すＣＰＵ３７による無線通信モジュール
の種類に対応するデータ通信用インターフェースを選択する処理が終了してＵＳＢインタ
ーフェースＩＣ４０ｂが選択された態様の無線通信端末装置の回路構成について説明する
。よって、図１１は、ＵＡＲＴインターフェースＩＣ４０ａ及びＳＤインターフェースＩ
Ｃ４０ｃの図示を省略してあり、ジャケット制御部１６のＣＰＵ３７とＵＳＢインターフ
ェースＩＣ４０ｂとが互いに接続され、ジャケット制御部１６のＵＳＢインターフェース
ＩＣ４０ｂとＵＳＢデジタル無線通信モジュール１ｂＷのモジュール端子部３のＮｏ．１
とＮｏ．２との端子が、双方向通信を行うための２本の信号線Ｄ＋；Ｄ－で接続され、経
路スイッチ２０がデジタル無線通信モジュール用の回路側に切り換えられた後の状態であ
る。経路切換動作について具体的に説明すると、先ず、ＵＳＢデジタル無線通信モジュー
ル１ｂＷが携帯ジャケット７に挿入され、ＵＳＢデジタル無線通信モジュール１ｂＷのモ
ジュール端子部３が携帯ジャケット７のジャケット端子部１０に接続され、モジュール制
御部４ａとジャケット制御部１６とが電気的に起動する。
【００４７】
　次に、ＩＮＳ信号がモジュール端子部３のＮｏ．８で表示された端子からＧＰＩＯ４１
を経由してＣＰＵ３７に入力される。そして、デジタル無線通信モジュールかアナログ無
線通信モジュールかの問い合わせ信号がＣＰＵ３７からＵＳＢインターフェースＩＣ４０
ｂおよびモジュール端子部３のＮｏ．１；Ｎｏ．２で表示された端子を経由してデジタル
ＵＳＢモジュール１ｂＷに入力される。この入力された信号の応答としてＵＳＢデジタル
無線通信モジュール１ｂＷを示すフォーマットの応答信号がモジュール端子部３のＮｏ．
１；Ｎｏ．２で表示された端子からＵＳＢインターフェースＩＣ４０ｂを経由してＣＰＵ
３７に入力される。
【００４８】
　引き続き、ＣＰＵ３７が応答信号の内容から携帯ジャケット７に挿入された無線通信モ
ジュールがＵＳＢデジタル無線通信モジュール１ｂＷであると判定する。その後、ＣＰＵ
３７がスイッチ切換信号としてのＵＳＢデジタル無線通信モジュール１ｂＷを示す信号を
ＧＰＩＯ４１から経路スイッチ２０に出力する。その結果、経路スイッチ２０が動作して
図１１に示す状態となる。ＵＳＢデジタル無線通信モジュール１ｂＷの携帯ジャケット７
への挿入を示すＩＮＳ信号に伴う携帯ジャケット７からＵＳＢデジタル無線通信モジュー
ル１ｂＷへの最初の問い合わせを示す信号に対して応答を示す信号が上記挿入されたモジ
ュールの種類を示す形態に構成されているので、前述したデータ通信用インターフェース
の判別切換と相俟って、無線通信モジュールの携帯ジャケット７への挿入の直後に無線通
信モジュールの種類が判別し、無線通信端末装置としてデータ通信と音声通信を短時間に
使用可能になるという利点がある。
【００４９】
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　図１２を参照し、ＳＤモジュール１ｃにおける音声信号をデジタル信号で処理する方式
のデジタル無線通信モジュール（以下、ＳＤデジタル無線通信モジュールと称する）１ｃ
Ｗが携帯ジャケット７に挿入されて図５に示すＣＰＵ３７による無線通信モジュールの種
類に対応するデータ通信用インターフェースを選択する処理が終了してＳＤインターフェ
ースＩＣ４０ｃが選択された態様の無線通信端末装置の回路構成について説明する。よっ
て、図１２は、ＵＡＲＴインターフェースＩＣ４０ａ及びＵＳＢインターフェースＩＣ４
０ｂの図示を省略してあり、ジャケット制御部１６のＣＰＵ３７とＳＤインターフェース
ＩＣ４０ｃとが互いに接続され、ＳＤデジタル無線通信モジュール１ｃＷのモジュール端
子部３のＮｏ．１乃至Ｎｏ．６の端子が双方向通信を行うための４本のデータ信号線ＤＡ
Ｔ０乃至ＤＡＴ３とコマンド信号線ＣＭＤとジャケット側からモジュール側にクロックを
供給するための信号線ＣＬＫとで接続され、経路スイッチ２０がＳＤデジタル無線通信モ
ジュール１ｃＷの回路に切り換えられた後の状態である。経路切換動作について具体的に
説明すると、先ず、ＳＤデジタル無線通信モジュール１ｃＷが携帯ジャケット７に挿入さ
れ、ＳＤデジタル無線通信モジュール１ｃＷのモジュール端子部３が携帯ジャケット７の
ジャケット端子部１０に接続され、モジュール制御部４ｃとジャケット制御部１６とが電
気的に起動する。
【００５０】
　次に、ＩＮＳ信号がモジュール端子部３のＮｏ．８で表示された端子からＧＰＩＯ４１
を経由してＣＰＵ３７に入力される。そして、デジタル無線通信モジュールかアナログ無
線通信モジュールかの問い合わせ信号がＣＰＵ３７からＳＤインターフェースＩＣ４０ｃ
およびモジュール端子部３の対応する端子Ｎｏ．４を経由してＳＤデジタル無線通信モジ
ュール１ｃＷに入力される。この入力された信号の応答としてＳＤデジタル無線通信モジ
ュール１ｃＷを示すフォーマットの応答信号がモジュール端子部３の対応する端子Ｎｏ．
１；Ｎｏ．２；Ｎｏ．５；Ｎｏ．６からＳＤインターフェースＩＣ４０ｃを経由してＣＰ
Ｕ３７に入力される。
【００５１】
　引き続き、ＣＰＵ３７が応答信号の内容から携帯ジャケット７に挿入された無線通信モ
ジュールがＳＤデジタル無線通信モジュール１ｃＷであると判定する。その後、ＣＰＵ３
７がスイッチ切換信号としてのＳＤデジタル無線通信モジュール１ｃＷを示す信号をＧＰ
ＩＯ４１から経路スイッチ２０に出力する。その結果、経路スイッチ２０が動作して図１
２に示す状態となる。ＳＤデジタル無線通信モジュール１ｃＷの携帯ジャケット７への挿
入を示すＩＮＳ信号に伴う携帯ジャケット７からＳＤデジタル無線通信モジュール１ｃＷ
への最初の問い合わせを示す信号に対して応答を示す信号が上記挿入されたモジュールの
種類を示す形態に構成されているので、前述したデータ通信用インターフェースの判別切
換と相俟って、無線通信モジュールの携帯ジャケット７への挿入の直後に無線通信モジュ
ールの種類が判別し、無線通信端末装置としてデータ通信と音声通信を短時間に使用可能
になるという利点がある。
【００５２】
　次に、図１３を参照し、アナログ無線通信モジュール１ａＣ乃至１ｃＣと携帯ジャケッ
ト７とからなる無線通信端末装置について説明する。アナログ無線通信モジュール１ａＣ
は、ＵＡＲＴモジュール１ａにおける音声信号をアナログ信号で処理する方式のアナログ
無線通信モジュールである。アナログ無線通信モジュール１ｂＣは、ＵＳＢモジュール１
ｂにおける音声信号をアナログ信号で処理する方式のアナログ無線通信モジュールである
。アナログ無線通信モジュール１ｃＣは、ＳＤモジュール１ｃにおける音声信号をアナロ
グ信号で処理する方式のアナログ無線通信モジュールである。これらのアナログ無線通信
モジュール１ａＣ乃至１ｃＣは、図９に示すデジタル無線通信モジュール１ａＷ～１ｃＷ
と同じ形と同じ大きさの容器に、端子部５、モジュール制御部６ａ乃至６ｃの１つ、送受
信部２４ａ、アンテナ４５を備える。送受信部２４ａは、アンテナスイッチ４６、送信部
４７、受信部４８、変調部４９、復調部５０を備える。
【００５３】
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　モジュール制御部６ａ乃至６ｃのそれぞれは、モジュール制御部６ａ乃至６ｃに内蔵さ
れたＣＰＵ５１が、フラッシュメモリ５２に格納されたプログラムに従い、ＲＡＭ５３を
使用しながらネットワークを利用する通信ルールであるプロトコルに則って動作すること
によって、携帯ジャケット７から供給された電力によって自分の種類を表す信号を出力す
る処理、送受信処理、アンテナ切換処理、ルーティング処理などを実行し、アンテナスイ
ッチ４６を制御する。フラッシュメモリ３５には、モジュール製造番号などの固有情報や
電話帳などが記録されている。
【００５４】
　携帯ジャケット７が、ＰＨＳや携帯電話などの携帯端末タイプの容器に、ジャケット端
子部１０、電源１３、キーボード１４、ディスプレイ１５、ジャケット制御部１６、コー
デック部１７、マイク１８、スピーカ１９、経路スイッチ２０、増幅部２１、ＵＳＩＭ２
２、電源スイッチ２３を備える。
【００５５】
　図１４を参照し、ＵＡＲＴモジュール１ａにおける音声信号をアナログ信号で処理する
方式のアナログ無線通信モジュール（以下、ＵＡＲＴアナログ無線通信モジュールと称す
る）１ａＣが携帯ジャケット７に挿入されて図３に示すＣＰＵ３７による無線通信モジュ
ールの種類に対応するデータ通信用インターフェースを選択する処理が終了してＵＡＲＴ
インターフェースＩＣ４０ａが選択された態様の無線通信端末装置の回路構成について説
明する。よって、図１４は、ＵＳＢインターフェースＩＣ４０ｂ及びＳＤインターフェー
スＩＣ４０ｃの図示を省略してあり、ジャケット制御部１６のＣＰＵ３７とＵＡＲＴイン
ターフェースＩＣ４０ａとが互いに接続され、経路スイッチ２０がデジタル無線通信モジ
ュール用の回路側に切り換えられた後の状態である。経路切換動作について具体的に説明
すると、先ず、ＵＡＲＴアナログ無線通信モジュール１ａＣが携帯ジャケット７に挿入さ
れ、ＵＡＲＴアナログ無線通信モジュール１ａＣのジャケット端子部５が携帯ジャケット
７のジャケット端子部１０に接続され、モジュール制御部６ａとジャケット制御部１６と
が電気的に起動する。
【００５６】
　次に、ＩＮＳ信号がジャケット端子部５のＮｏ．８で表示された端子からＧＰＩＯ４１
を経由してＣＰＵ３７に入力される。そして、ＴＸＤ信号がＣＰＵ３７からＵＡＲＴ４０
ａおよびジャケット端子部５のＮｏ．１で表示された端子を経由してＵＡＲＴアナログ無
線通信モジュール１ａＣに入力される。この入力された信号の応答としてＣ－ＳＩＭを示
すフォーマットのＲＸＤ信号がジャケット端子部５のＮｏ．２で表示された端子からＵＡ
ＲＴ４０ａを経由してＣＰＵ３７に入力される。
【００５７】
　引き続き、ＣＰＵ３７がＲＸＤ信号の内容から携帯ジャケット７に挿入された無線通信
モジュールがＵＡＲＴアナログ無線通信モジュール１ａＣであると判定する。その後、Ｃ
ＰＵ３７がスイッチ切換信号としてのＵＡＲＴアナログ無線通信モジュール１ａＣを示す
種別信号をＧＰＩＯ４１より経路スイッチ２０に出力する。その結果、経路スイッチ２０
が動作して図１４に示す状態となる。ＵＡＲＴアナログ無線通信モジュール１ａＣの携帯
ジャケット７への挿入を示すＩＮＳ信号に伴う携帯ジャケット７からＵＡＲＴアナログ無
線通信モジュール１ａＣへの最初の問い合わせを示すＴＸＤ信号に対して応答する信号を
示すＲＸＤ信号が上記挿入されたモジュールの種類を示す形態に構成されているので、前
述したデータ通信用インターフェースの判別切換と相俟って、無線通信モジュールの携帯
ジャケット７への挿入の直後に無線通信モジュールの種類が判別し、無線通信端末装置と
してデータ通信と音声通信を短時間に使用可能になるという利点がある。
【００５８】
　経路切換の結線について具体的に説明すると、上記経路スイッチ２０の図１４に示す状
態となった動作の結果、ジャケット端子部５のＮｏ．７で表示された端子がＵＡＲＴ４０
ａへのＲＩ信号の入力用の端子から切り離され、かつＧＰＩＯ４１からのＰＯＷＥＲ　Ｏ
Ｎ信号の出力用の端子に接続される。ジャケット端子部５のＮｏ．９で表示された端子が
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ＧＰＩＯ４１への第１ＤＩＳＰ信号の入力用の端子から切り離され、かつＵＳＩＭ２２へ
のＳＩＭＲＳＴ信号の入力用の端子に接続される。
【００５９】
　ジャケット端子部５のＮｏ．１０で表示された端子がＧＰＩＯ４１の第２ＤＩＳＰ信号
の入力用の端子から切り離され、かつＵＳＩＭ２２からのＳＩＭＤＡＴＡ信号の入出力用
の端子に接続される。ジャケット端子部５のＮｏ．１１で表示された端子がＧＰＩＯ４１
への第３ＤＩＳＰ信号の入力用の端子から切り離され、かつＵＳＩＭ２２のＳＩＭＣＬＫ
信号の入力用の端子に接続される。
【００６０】
　ジャケット端子部５のＮｏ．１２で表示された端子がＩＦ－ＳＥＬ信号用の端子から切
り離され、かつ増幅器４２のＭＩＣ－信号用の端子に接続される。ジャケット端子部５の
Ｎｏ．１３で表示された端子がコーデック部１７へのＰＣＭＣＬＫ信号の入力用の端子か
ら切り離され、かつ増幅器４３のＲＥＣ＋信号用の端子に接続される。ジャケット端子部
５のＮｏ．１４で表示された端子がコーデック部１７へのＰＣＭＳＹＮＣ信号の入力用の
端子から切り離され、かつ増幅器４３のＲＥＣ－信号用の端子に接続される。
【００６１】
　ジャケット端子部５のＮｏ．１５で表示された端子がコーデック部１７のＰＣＭＯＵＴ
信号の入力用の端子から切り離され、かつ増幅器４２のＭＩＣ＋信号用の端子に接続され
る。ジャケット端子部５のＮｏ．１６で表示された端子がコーデック部１７からのＰＣＭ
ＩＮ信号の出力用の端子から切り離され、かつＵＳＩＭ２２へのＳＩＭ　Ｖｃｃ供給用の
端子に接続される。
【００６２】
　このように、ＵＡＲＴアナログ無線通信モジュール１ａＣが携帯ジャケット７に挿入さ
れ、モジュール制御部６ａとジャケット制御部１６とが電気的に起動し、経路スイッチ２
０がＵＡＲＴアナログ無線通信モジュール１ａＣの回路側に切り換えられることによって
、ＵＡＲＴアナログ無線通信モジュール１ａＣがコーデック部１７から切り離され、かつ
、増幅器４２；４３、ＵＳＩＭ２２のそれぞれに接続されて、データ通信用インターフェ
ースとしてＵＡＲＴインターフェースＩＣ４０ａを用い、かつアナログ方式による音声通
信が可能なＵＡＲＴアナログ無線通信モジュール１ａＣと携帯ジャケット７とからなる無
線通信端末装置が構成される。
【００６３】
　図１５を参照し、ＵＳＢモジュール１ｂにおける音声信号をアナログ信号で処理する方
式のアナログ無線通信モジュール（以下、ＵＳＢアナログ無線通信モジュールと称する）
１ｂＣと携帯ジャケット７とからなる無線通信端末装置の回路構成について説明する。よ
って、図１５は、ＵＡＲＴインターフェースＩＣ４０ａ及びＳＤインターフェースＩＣ４
０ｃの図示を省略してあり、ジャケット制御部１６のＣＰＵ３７とＵＳＢインターフェー
スＩＣ４０ｂとが互いに接続され、ジャケット制御部１６のＵＳＢインターフェースＩＣ
４０ｂとＵＳＢアナログ無線通信モジュール１ｂＣのモジュール端子部３のＮｏ．１とＮ
ｏ．２との端子が、双方向通信を行うための２本の信号線Ｄ＋；Ｄ－で接続され、経路ス
イッチ２０がアナログ無線通信モジュール用の回路側に切り換えられた後の状態である。
経路切換動作について具体的に説明すると、先ず、ＵＳＢアナログ無線通信モジュール１
ｂＣが携帯ジャケット７に挿入され、アナログ無線通信モジュール１ｂＣのジャケット端
子部５が携帯ジャケット７のジャケット端子部１０に接続され、モジュール制御部６ｂと
ジャケット制御部１６とが電気的に起動する。
【００６４】
　次に、ＩＮＳ信号がジャケット端子部５のＮｏ．８で表示された端子からＧＰＩＯ４１
を経由してＣＰＵ３７に入力される。そして、デジタル無線通信モジュールかアナログ無
線通信モジュールかの問い合わせ信号がＣＰＵ３７からＵＳＢインターフェースＩＣ４０
ｂおよびジャケット端子部５のＮｏ．１；Ｎｏ．２で表示された端子を経由してＵＳＢア
ナログ無線通信モジュール１ｂＣに入力される。この入力された信号の応答としてＵＳＢ
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アナログ無線通信モジュールを示すフォーマットの応答信号がジャケット端子部５のＮｏ
．１；Ｎｏ．２で表示された端子からＵＳＢインターフェースＩＣ４０ｂを経由してＣＰ
Ｕ３７に入力される。
【００６５】
　引き続き、ＣＰＵ３７が応答信号の内容から携帯ジャケット７に挿入された無線通信モ
ジュールがＵＳＢアナログ無線通信モジュール１ｂＣであると判定する。その後、ＣＰＵ
３７がスイッチ切換信号としてのＵＳＢアナログ無線通信モジュール１ｂＣを示す信号を
ＧＰＩＯ４１から経路スイッチ２０に出力する。その結果、経路スイッチ２０が動作して
図１５に示す状態となる。ＵＳＢアナログ無線通信モジュール１ｂＣの携帯ジャケット７
への挿入を示すＩＮＳ信号に伴う携帯ジャケット７からＵＳＢアナログ無線通信モジュー
ル１ｂＣへの最初の問い合わせを示す信号に対して応答を示す信号が上記挿入されたモジ
ュールの種類を示す形態に構成されているので、前述したデータ通信用インターフェース
の判別切換と相俟って、無線通信モジュールの携帯ジャケット７への挿入の直後に無線通
信モジュールの種類が判別し、無線通信端末装置としてデータ通信と音声通信を短時間に
使用可能になるという利点がある。
【００６６】
　図１６を参照し、ＳＤモジュール１ｃにおける音声信号をアナログ信号で処理する方式
のアナログ無線通信モジュール（以下、ＳＤアナログ無線通信モジュールと称する）１ｃ
Ｃが携帯ジャケット７に挿入されて図５に示すＣＰＵ３７による無線通信モジュールの種
類に対応するデータ通信用インターフェースを選択する処理が終了してＳＤインターフェ
ースＩＣ４０ｃが選択された態様の無線通信端末装置の回路構成について説明する。よっ
て、図１６は、ＵＡＲＴインターフェースＩＣ４０ａ及びＵＳＢインターフェースＩＣ４
０ｂの図示を省略してあり、ジャケット制御部１６のＣＰＵ３７とＳＤインターフェース
ＩＣ４０ｃとが互いに接続され、ＳＤデジタル無線通信モジュール１ｃＷのモジュール端
子部３のＮｏ．１乃至Ｎｏ．６の端子が双方向通信を行うための４本のデータ信号線ＤＡ
Ｔ０乃至ＤＡＴ３とコマンド信号線ＣＭＤとジャケット側からモジュール側にクロックを
供給するための信号線ＣＬＫとで接続され、経路スイッチ２０がＳＤアナログ無線通信モ
ジュール１ｃＣの回路に切り換えられた後の状態である。経路切換動作について具体的に
説明すると、先ず、ＳＤアナログ無線通信モジュール１ｃＣが携帯ジャケット７に挿入さ
れ、ジャケット端子部５がジャケット端子部１０に接続され、モジュール制御部６ｃとジ
ャケット制御部１６とが電気的に起動する。
【００６７】
　次に、ＩＮＳ信号がジャケット端子部５のＮｏ．８で表示された端子からＧＰＩＯ４１
を経由してＣＰＵ３７に入力される。そして、デジタル無線通信モジュールかアナログ無
線通信モジュールかの問い合わせ信号がＣＰＵ３７からＳＤインターフェースＩＣ４０ｃ
およびジャケット端子部５の対応する端子Ｎｏ．４を経由してアナログＳＤモジュール（
Ｃ－ＳＩＭ）１ｃＣに入力される。この入力された信号の応答としてＳＤデジタル無線通
信モジュール１ｃＣを示すフォーマットの応答信号がジャケット端子部５の対応する端子
Ｎｏ．１；Ｎｏ．２；Ｎｏ．５；Ｎｏ．６からＳＤインターフェース用ＩＣ４０ｃを経由
してＣＰＵ３７に入力される。
【００６８】
　引き続き、ＣＰＵ３７が応答信号の内容から携帯ジャケット７に挿入された無線通信モ
ジュールがＳＤアナログ無線通信モジュール１ｃＣであると判定する。その後、ＣＰＵ３
７がスイッチ切換信号としてのＳＤアナログ無線通信モジュール１ｃＣを示す信号をＧＰ
ＩＯ４１から経路スイッチ２０に出力する。その結果、経路スイッチ２０が動作して図１
６に示す状態となる。ＳＤデジタル無線通信モジュール１ｃＣの携帯ジャケット７への挿
入を示すＩＮＳ信号に伴う携帯ジャケット７からＳＤデジタル無線通信モジュール１ｃＣ
への最初の問い合わせを示す信号に対して応答を示す信号が上記挿入されたモジュールの
種類を示す形態に構成されているので、前述したデータ通信用インターフェースの判別切
換と相俟って、無線通信モジュールの携帯ジャケット７への挿入の直後に無線通信モジュ
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になるという利点がある。
【００６９】
　前記実施の形態では、携帯ジャケット７を３種類の無線通モジュールに共用する場合を
例示したが、２種類の無線通信モジュールであれば１つの高電位の信号「１」と１つの低
電位の信号「０」との単独で無線通信モジュールの種類を検出することができる。また、
実施の形態のように、高電位の信号「１」又は低電位の信号「０」で表現される２つの２
値信号の組み合わせによって、無線通信モジュールの種類を検出すれば、４種類までの無
線通モジュールに携帯ジャケット７を共用することができる。また、高電位の信号「１」
又は低電位の信号「０」で表現される３つの２値信号の組み合わせによって、無線通信モ
ジュールの種類を検出すれば、８種類までの無線通モジュールに携帯ジャケット７を共用
することができる。
【符号の説明】
【００７０】
　１ａ　ＵＡＲＴモジュール
　１ｂ　ＵＳＢモジュール
　１ｃ　ＳＤモジュール
　１ａＷ　ＵＡＲＴデジタル無線通信モジュール
　１ｂＷ　ＵＳＢデジタル無線通信モジュール
　１ｃＷ　ＳＤデジタル無線通信モジュール
　１ａＣ　ＵＡＲＴアナログ無線通信モジュール
　１ｂＣ　ＵＳＢアナログ無線通信モジュール
　１ｃＣ　ＳＤアナログ無線通信モジュール
　３；５　モジュール端子部
　４ａ乃至４ｃ；６ａ乃至６ｃ　モジュール制御部
　７　携帯ジャケット
　９　スロット
　１０　ジャケット端子部
　１３　電源
　１６　ジャケット制御部
　１７　コーデック部
　２０　経路スイッチ
　２１　増幅部
　２２　ＵＳＩＭ
　２３　電源スイッチ
　３４；３７　ＣＰＵ
　４０ａ　ＵＡＲＴインターフェースＩＣ
　４０ｂ　ＵＳＢインターフェースＩＣ
　４０ｃ　ＳＤインターフェースＩＣ
　４４　インターフェース切換スイッチ



(16) JP 2011-97482 A 2011.5.12

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(17) JP 2011-97482 A 2011.5.12

【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】



(18) JP 2011-97482 A 2011.5.12

【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】



(19) JP 2011-97482 A 2011.5.12

【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

