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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
カメラ等からの画像を入力する画像入力部と、画像を認識しコードデータに変換する画像
解析部と、画像及びコードデータなどを表示する表示部と、画像解析部の出力に対し登録
する項目に関連する識別コード又は項目毎のデータを追加入力するキー入力部と、前記識
別コード及び項目毎のデータを記憶する記憶部と、コードデータから前記識別コードに基
づいて前記項目毎のデータを抽出して前記記憶部に登録する制御部と、を備え、
前記制御部は、前記画像入力部から入力した画像を表示部に表示し、前記画像解析部で画
像の文字認識等の解析処理を行いコードデータに変換し、前記変換されたコードデータを
表示部に表示し、前記変換されたコードデータにあらかじめ記憶部に登録されている識別
コードが含まれるか否かを判別することにより、前記データを項目毎に前記記憶部の該当
する個所に自動的に分けて登録することを特徴とする携帯電話機。
【請求項２】
前記制御部は、前記コードデータにあらかじめ記憶部に登録されている識別コードが含ま
れる情報であると判別した場合に、前記記憶部にあらかじめ登録されている識別コードに
基づいて、前記コードデータから前記識別コードの次に続くデータを抽出し、項目毎に前
記記憶部の該当する個所に自動的に分けて登録することを特徴とする請求項１記載の携帯
電話機。
【請求項３】
前記制御部は、前記コードデータに識別コードがない情報であると判別した場合に、各項



(2) JP 4123473 B2 2008.7.23

10

20

30

40

50

目のデータ部分を選択することをユーザに促すことができると共に、前記表示部のコード
データの画面上で識別コードがない項目毎のデータの手前にキー入力部の入力操作により
識別コードを追加される場合に、前記記憶部にあらかじめ登録されている識別コードに基
づいて、前記の識別コードを追加したコードデータから前記識別コードの次に続くデータ
を抽出し、項目毎に前記記憶部の該当する個所に自動的に分けて登録することを特徴とす
る請求項１記載の携帯電話機。
【請求項４】
前記制御部は、前記コードデータに識別コードがない情報であると判別した場合に、各項
目のデータ部分を選択することをユーザに促すことができると共に、前記表示部の画面上
でカーソルによってデータを指定される場合に、カーソルによって指定されたデータ部分
を抽出し、項目毎に前記記憶部の該当する個所に自動的に分けて登録することを特徴とす
る請求項１記載の帯電話機。
【請求項５】
前記制御部は、前記カメラ入力部で撮影された対象物に手書きで追加された不足する識別
コード又は項目毎のデータがある場合に、その画像を画像入力部から取り込み、取り込ん
だ画像を画像解析部により文字認識等の画像解析を行い、手書き文字も認識、解析して、
認識、解析後のコードデータのうち、前記識別コードの次に続くデータを抽出し、項目毎
に前記記憶部の該当する個所に自動的に分けて登録することを特徴とする請求項１、２又
は３記載の携帯電話機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話機に関し、特に各種データを自動又は半自動的に入力可能な携帯電話
機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近の携帯電話機においては、電話帳等の相手先情報の登録手段としてパソコンなどから
情報を一括して読み込むことを可能とする機能を有している。また、携帯電話機の多機能
化により電子カメラ等の画像入力機能を備え、画像データを入力し、適宜、通話相手等に
送信できるように構成されたものもある。
【０００３】
また、ネットワークに接続されたセンタ装置と携帯電話機とからなる通信ネットワーク（
ＰＨＳ等）に関し、携帯電話機は、名刺に印刷された文字等を読み取るためのスキャナが
接続可能であり、スキャナから読み取った文字等の画像情報をセンタ装置に送信し、セン
タ装置は、画像認識して文字／数字データに変換して当該携帯電話機等に送信し、携帯電
話機は、受信した文字／数字データを自己のデータベースに登録することを可能としたも
のが特開平７－２３６１７９号公報に記載されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従来の携帯電話機においては、電話帳などへの登録はパソコンなどからその情報を一括し
て読み込むことができるように構成されているが、この場合、一度パソコンを起動してパ
ソコン上のファイルを編集したうえで行わなければならない。また、この様な機能は一度
にたくさんのデータを登録する場合には便利であるが、個々のデータを新しく追加してい
く場合には極めて面倒である。また、新しい情報は名刺や紙に記入してもらうことが多く
、そのような情報を見ながら電話帳などの各項目に一つずつキー入力することは非常に手
間がかかり、その場での登録が簡単に行いづらいという問題があった。また名前等は特殊
な読み方をする場合が多く、登録の際に漢字に変換するための仮名入力とふりがなとが異
なってしまう場合もあり、後でふりがなの項目を編集する等も手間のかかるものである。
さらに現状では保有している情報を端末間で直接交換することができず、メールによって
行わざるを得ないため、その都度基地局を介する通信が必要があるという問題があった。
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【０００５】
また、前記公報記載の携帯電話機においては、画像情報をセンタ装置に対して送信して画
像認識を依頼するものであり、携帯電話機自体で文字の認識機能を持つ必要がないもので
あるが、画像情報をそのまま文字認識しても登録すべきデータの選定が困難である。また
、個々のデータの登録毎に基地局等を介して通信を行う必要があるという問題がある。
【０００６】
本発明は、以上の問題を解決するものであり、基地局を介することなく画像情報又はコー
ドデータから自動的にデータベースにデータを登録する、もしくは対話型のユーザーイン
ターフェースによりデータベースにデータを登録することが可能な携帯電話機を提供する
ことにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明の携帯電話機は、カメラ等からの画像を入力する画像入力部（図１の８）と、画像
を認識しコードデータに変換する画像解析部（図１の７）と、コードデータを表示する表
示部（図１の６）と、画像解析部の出力に対し登録する項目に関連する識別コード又は項
目毎のデータを追加入力するキー入力部（図１の９）と、項目毎にデータを記憶する記憶
部（図１の４）と、コードデータから前記識別コードに基づいて前記項目毎のデータを抽
出して前記記憶部に登録する制御部（図１の３）と、を有することを特徴とする。また、
あらかじめ識別コードの登録を可能とし、制御部は、コードデータから識別コードの後に
続くデータを抽出して項目毎に前記記憶部に登録することを特徴とする。
【０００８】
本発明の携帯電話機は、カメラ等からの画像を入力する画像入力部と、画像を認識しコー
ドデータに変換する画像解析部と、コードデータを表示する表示部と、項目毎にデータを
記憶する記憶部と、表示部に表示されたコードデータを指定するキー入力部と、表示部に
項目毎に登録すべきデータの指定を促す表示を行うとともに、キー入力部による登録すべ
きデータのカーソルによる指定により、指定されたデータ部分を抽出して前記項目毎のデ
ータとして記憶部に登録する制御部と、を有することを特徴とする。
前記発明の画像入力部は、他の携帯電話機等から転送された画像を入力することを特徴と
し、画像のデータ形式はＪＰＥＧ形式とすることを特徴とする。
【０００９】
本発明の携帯電話機は、他の携帯電話機等から転送されたコードデータを入力する受信入
力部（図１の１０、１１）と、コードデータを表示する表示部と、コードデータに対し登
録する項目に関連する識別コード又は項目毎のデータを追加入力するキー入力部と、項目
毎にデータを記憶する記憶部と、コードデータから前記識別コードに基づいて前記項目毎
のデータを抽出して前記記憶部に登録する制御部と、を有することを特徴とする。あらか
じめ識別コードの登録を可能とし、制御部は、コードデータから登録された識別コードの
後に続くデータを抽出して項目毎に前記記憶部に登録することを特徴とする。
【００１０】
本発明の携帯電話機は、他の携帯電話機等から転送されたコードデータを入力する受信入
力部（図１の１０、１１）と、コードデータを表示する表示部と、項目毎にデータを記憶
する記憶部と、表示部に表示されたコードデータを指定するキー入力部と、表示部に項目
毎に登録すべきデータの指定を促す表示を行うとともに、キー入力部による登録すべきデ
ータのカーソルによる指定により、指定されたデータ部分を抽出して前記項目毎のデータ
として記憶部に登録する制御部と、を有することを特徴とする。
【００１１】
また、前記制御部は、保有する情報を表示部に表示するとともに、表示された情報を他の
携帯電話機に転送する制御機能及び他の携帯電話機から転送された前記情報を受信する制
御機能を有することを特徴とし、他の携帯電話機への情報の転送は、赤外線通信、ブルー
トゥース等の無線通信又はコネクタを介する有線通信で行うことを特徴とする。
【００１２】
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（作用）
カメラ入力部等から入力した画像を表示部に表示し、画像解析部で画像の文字認識等の解
析処理を行いコードデータに変換し、前記コードデータに予めメモリに登録されている識
別コード（識別記号又は文字）が含まれるか否かを判別し、識別コードの後に続くデータ
を抽出して項目毎に分けてデータベースに登録する。前記コードデータに識別コード又は
項目毎のデータが欠落している場合には、キー入力部により前記コードデータを編集する
。識別コードがない情報についても画面上でカーソルによって指定することにより前記デ
ータ部分を抽出し対応する項目に登録する。入力する画像又はコードデータは他の携帯電
話機から受信して同様な登録を行う。このための携帯電話機として受信表示部に表示して
いる画像又はデータのみを転送する機能、このような画像又はデータを受信する機能を有
し、ＩＲ（赤外線）通信機能やブルートゥースなどの無線通信やコネクタを介する有線通
信を利用する。
【００１３】
【発明の実施の形態】
本発明の携帯電話機の実施の形態について以下図面を参照して詳細に説明する。
（第１の実施の形態）
図１は本発明の実施の形態の携帯電話機の基本ブロック図である。本発明の実施の形態の
携帯電話機は、アンテナ１、無線回路２、制御回路３、メモリ４、一時メモリ５、表示部
６、画像解析部７、カメラ入力部８、キー入力部９、ＩＲポート１０、コネクタ１１、マ
イク１２及びスピーカー１３から構成される。
【００１４】
第１の実施の形態の概要は、カメラ入力部８から入力された画像を表示部６に表示し一時
メモリ５に格納する。画像解析部７は一時メモリ５に格納した画像の解析を行い、制御回
路３は解析した情報の中にあらかじめメモリ４に登録しておいたデータベースの項目に対
応する識別コード（識別記号又は文字）が存在するか否かを判別し、存在する場合、その
識別コードの後に続く情報を自動的に登録する機能を有する。以下、各部の機能について
説明する。
【００１５】
アンテナ１及び無線回路２は、携帯電話機と基地局との間の通信及び通信制御の機能を有
し、マイク１２及びスピーカー１３は、前記通信における音声信号の送受話機能を有する
。メモリ４には、本実施の形態の携帯電話機の機能を実現する所要のプログラムが格納さ
れるとともに、カメラで撮影した画像、他の携帯電話機等から入力した画像、画像解析、
文字認識結果のデータ（コードデータ）、名刺、スケジュール等のデータベースの記憶機
能を有する。一時メモリ５は、画像、コードデータ及び各種の機能情報を一時的に記憶し
、表示部６は、一時メモリ５の記憶内容を表示する機能を有する。
【００１６】
カメラ入力部８は、携帯電話機に搭載された電子カメラのようにユーザの操作により任意
の映像を撮影可能であり、画像解析部７は、電子カメラで撮影した画像を入力し文字認識
等の画像解析により画像情報をコードデータに変換する機能を有する。
【００１７】
キー入力部９は、例えば電話番号入力、発呼、着呼、オン／オフフック、各種メニューの
設定及び表示の操作等の各種機能の選択等、携帯電話機の通常の制御機能に加え、画像の
撮影、メモリ４に対する識別コード（識別記号又は文字）等の登録、表示部５の表示デー
タに対する文字の追加、修正を行う機能を有する。ＩＲポート１０は他の携帯電話機等と
画像又はコードデータ等を直接送受する赤外線通信用の送受信ポートであり、コネクタ１
１は同様の通信を有線で行うための外部接続端子である。
【００１８】
制御回路３は、前記各部間のデータの転送機能、カメラ入力部８の出力のメモリ４への記
憶のための処理制御、同出力の画像処理部７での文字認識等のための処理制御、画像処理
部７のコードデータ出力の一時メモリ５への記憶のための処理制御、一時メモリ５に記憶
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したデータの表示部６での表示のための処理制御、表示部６に表示されているコードデー
タに対し、キー入力部９の操作による編集のための処理制御、メモリ４又は一時メモリ５
に記憶されているデータをＩＲポート、コネクタ１１及びブルートゥース（bluetooth）
により転送するための処理制御、及びコードデータから識別コードを検索し、該識別コー
ドに後続するデータを抽出したメモリ４に登録する処理制御等を行う機能を有する。
【００１９】
図２は、第１の実施の形態の動作のフローチャートを示す図である。本実施の形態は、画
像情報に基づいて電話帳に関する個人情報を自動的に登録することが可能な携帯電話機に
関する。
携帯電話機のメモリ４にはあらかじめ電話帳の項目に関連する識別コードとして「名前」
、「ふりがな」、「ＴＥＬ」、「Ｅ－ｍａｉｌ」等を登録しておく。フローチャートの初
期状態（ＳＴＡＲＴ）では、画像入力の待ち受け状態にあり、ユーザは、名刺等、個人情
報が記載されたものを携帯電話機のカメラ入力部８で写して画像を入力する（ｓ２１）。
制御回路３は、入力した画像（入力画像）を表示部６に入力して表示するとともに（ｓ２
２）、入力画像を画像解析部７に入力する。画像解析部７は入力画像を解析し、コードデ
ータ（例えばテキストデータ）に変換して出力する（ｓ２３）。制御回路３は、前記コー
ドデータを一時メモリ５に格納するとともに、表示部６に前記コードデータを表示する。
【００２０】
次に、ユーザは表示部６に表示された解析結果のコードデータに関し、不足する識別コー
ドがあれば、キー入力部９の入力操作により対応する情報の手前に識別コードを追加し、
また、電話帳の項目に関連する個人情報で不足している情報等があれば当該情報（識別コ
ードに対応する情報等）をも追加するデータ編集を繰り返す（ｓ２４、ｓ２５）。
【００２１】
ユーザがキー入力部９の終了ボタンの操作により編集の操作の終了を指示すると（ｓ２５
）、制御回路３はメモリ４にあらかじめ登録されている識別コードに基づいて、データ編
集後のコードデータのうち、前記識別コードの次に続くデータを抽出し、電話帳の項目毎
にメモリ４の該当する個所に自動的に登録し（ｓ２６）、その後、次の画像の入力（ｓ２
１）の待ち受け状態に戻る。
【００２２】
本実施の形態では、例えば、個人情報に関して名刺をもらった場合に、カメラ入力部８で
名刺の画像を取り込み、取り込んだ画像を画像解析部８で文字認識等の画像解析を行い、
識別コードを利用して検索を行い対応するデータを抽出（選択）して登録する。また、名
刺に「ふりがな」や識別コードなど電話帳項目の登録に必要な情報が不足している場合、
先に名刺に必要な情報を手書き記入してから、カメラ入力部８で画像を取り込む方法も好
適である。この場合、画像解析部８により手書き文字も認識、解析されるから、ユーザに
よるキー入力部９によるデータ編集作業が不要となる。
（第２の実施の形態）
第１の実施の形態では電話帳の各項目毎に対応するデータ部分の情報の選択に識別コード
を利用して行う構成としたが、第２の実施の形態は画像解析後のデータの選択に識別コー
ドを用いずに、カメラ入力部８で写して表示部６に表示されている画像情報の中から電話
帳の各項目毎に対応する部分をキー入力部９等からカーソルで指定して登録する方法を用
いる。
【００２３】
第２の実施の形態の構成は図１に示す携帯電話機の構成と同様であるが、制御回路３は、
メモリ４にあらかじめ格納された「名前」、「ふりがな」、「ＴＥＬ」、「Ｅ－ｍａｉｌ
」等の識別コード（識別記号又は文字）を表示部６に順次表示し、各項目のデータ部分を
選択することをユーザに促す表示機能と、ユーザのキー入力部９の操作により選択したデ
ータ部分を抽出してメモリ４の該当する項目個所に格納する登録機能を有する。つまり、
ユーザがコードデータのうち直接カーソルで指定した箇所の情報、もしくは編集により追
加し指定した箇所の情報を個別に登録する機能を有する。キー入力部９から付与されてい
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ない識別コードを追加、修正する必要がない。
【００２４】
図３は、第２の実施の形態の動作を示すフローチャートを示す図である。第２の実施の形
態では、画像を入力して表示部６に表示し（ｓ３１、ｓ３２）、画像解析部７で画像解析
後のコードデータ（例えばテキストデータ）を表示部６に表示した状態（ｓ３３）におい
て、キー入力部９の電話帳キーの押下により電話帳登録モードとする（ｓ３４）。電話帳
登録モードでは、表示部６には電話帳の入力すべき最初の項目名、例えば「名前？」が追
加表示され、表示部６に表示されているコードデータから、その項目（名前）に対応する
表示データの情報をユーザの操作によりカーソルで選択する（ｓ３５）。続いて、表示部
６には次の項目として、例えば「ふりがな？」が表示され（ｓ３７）、同様の選択及び決
定の操作により登録を繰り返す（ｓ３５、ｓ３６、ｓ３７）。全ての項目を選択し、決定
ボタンを押下することにより登録すべき項目がなくなると、当該名前の登録動作を終了し
（ｓ３８）、次の名前に関する電話帳の登録の待ち受け状態に戻る（ＳＴＡＲＴ）。
【００２５】
本実施の形態において、制御回路３がコードデータに識別コード（識別記号又は文字）が
ある情報については自動的に抽出して登録し、コードデータに識別コードがない情報につ
いては、各項目のデータ部分を選択することをユーザに促し、ユーザが識別コードを追加
、修正することなく、直接カーソルで指定した箇所の情報を登録するような処理機能を備
えるように構成することも可能である。
（第３の実施の形態）
第３の実施の形態は、第１の実施の形態に係る図１に示す構成を備える携帯電話機であり
、図２に示す画像入力及び表示のステップｓ２１、ｓ２２に関して、他の携帯電話機が表
示部６に表示している画像等をＩＲ（赤外線）通信機能により送信された画像を自携帯電
話機のＩＲポート１０を介して受信するように構成し、以下第１の実施の形態のように画
像解析によりコードデータとした後、メモリ４に登録することを可能にしたものである。
【００２６】
この場合、各携帯電話機の制御回路３としては、一時メモリ５に画像情報を一時的に格納
することにより表示部６に表示されている情報のみを限定的に送信する機能及びこの情報
を受信する機能を有するように構成すると好適である。画像（静止画）の符号化方式とし
ては、１／１０～１００程度まで圧縮可能な圧縮・伸張方式でありファイル・サイズがコ
ンパクトなＪＰＥＧなどの一般的な画像フォーマットを扱えるように構成することにより
、携帯電話機が異なる機種である場合においても相互に情報の転送を行うことが可能であ
る。
本実施の形態における転送による情報入力及び表示の後の処理動作は、図２に示す画像解
析部７での文字認識（ｓ２３）、データ編集（ｓ２４、ｓ２５）及び自動登録（ｓ２６）
の処理動作と同様である。
【００２７】
（第４の実施の形態）
第４の実施の形態は第２の実施の形態に係る図１に示したものと同様の構成を備える携帯
電話機であり、図３に示す画像入力のステップｓ３１、ｓ３２に関して、他の携帯電話機
の表示部６に表示している画像等をＩＲ通信機能により送信された画像を自携帯電話機の
ＩＲポート１０を介して受信するように構成し、以下第２の実施の形態のように画像解析
によりコードデータとした後、メモリ４に登録することを可能にしたものである。
【００２８】
この場合、各携帯電話機の制御回路３としては、一時メモリ５に画像等を一時的に格納す
ることにより表示部６に表示される情報のみを限定的に送信する機能及びこの情報を受信
する機能を有するように構成すると好適である。画像の形式にＪＰＥＧなどの一般的な画
像フォーマットが扱えるように構成することにより、携帯電話機が異なる機種である場合
においても相互に情報の転送を行うことができる。
【００２９】
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本実施の形態における転送による情報入力及び表示の後の処理動作は、図３に示す画像解
析部７での文字認識（ｓ３３）、電話帳キー押下（ｓ３４）、カーソルによるデータ部分
の選択及び決定キー押下（ｓ３５、ｓ３６、ｓ３７）による項目のデータの登録（ｓ３８
）等の処理動作と同様である。
【００３０】
（第５の実施の形態）
図４は、本発明の第５の実施の形態の動作のフローチャートを示す図である。
第５の実施の形態は第３の実施の形態において転送される情報として、他の携帯電話機の
メモリ４にあらかじめ登録されているコードデータ（例えばテキストデータ）とするよう
に構成したものである。メモリ４にすでに格納されているコードデータのうち、表示部６
に表示されたもののみを一時メモリ５に格納し、転送する。同機種間で転送を行う等、あ
らかじめメモリ４に格納されているコードデータの形式を一致させることにより、画像形
式のものよりも扱う情報量が少なくなるため、転送時間が短くなり消費する電力も少なく
て済む。
【００３１】
図４に示すように、転送による情報入力及び表示（ｓ４１）の後、データ編集（ｓ４２、
ｓ４３）及び自動登録（ｓ４４）の処理動作は、第１（第３）の実施の形態に関して詳細
に述べた処理動作と同様である。
【００３２】
（第６の実施の形態）
図５は、本発明の第６の実施の形態の動作のフローチャートを示す図である。
第６の実施の形態は第４の実施の形態において転送される情報として、他の携帯電話機の
メモリ４にあらかじめ登録されているコードデータ（例えばテキストデータ）とするよう
に構成したものである。メモリ４にすでに格納されているコードデータのうち、表示部６
に表示されたもののみを一時メモリ５に格納し転送する。あらかじめメモリ４に格納され
ているコードデータの形式を一致させることにより、また、同機種間で転送を行うことに
より、画像形式のものよりも扱う情報量が少なくなるため、転送時間が短くなり消費する
電力も少なくて済む。
【００３３】
図５に示すように、転送による情報入力及び表示（ｓ５１）の後、電話帳キー押下（ｓ５
２）、カーソルによるデータ部分の選択及び決定キー押下（ｓ５３、ｓ５４、ｓ５５）に
よる項目のデータの登録（ｓ５６）の処理動作は、第１（第３）の実施の形態で詳細に述
べた処理動作と同様である。
【００３４】
（他の実施の形態）
以上の実施の形態の説明において、同機種間で転送情報を扱う実施の形態の場合、情報転
送における情報の形式としてバーコードを用い秘匿性を高めるように構成することができ
る。表示部６に表示する情報をもバーコード形式にする等により第三者にどのような情報
を扱っているかを秘匿することができる。
【００３５】
また、転送情報を扱う実施の形態の場合に、通信手段としてコネクタ１１を介して行う有
線通信を利用するように構成することができる。更に、他の携帯電話機との画像等の転送
方法として、図１に示す携帯電話機において、ブルートゥース・モジュールの追加又はコ
ネクタ１１のブルートゥース・モジュールへの置き換えにより無線転送が可能になる。
【００３６】
また、以上の実施の形態においては、名刺等の個人情報を扱う例を説明したが、個人情報
以外の情報を扱うように構成することができる。例えばスケジューラに関する情報を扱う
場合、例えば第１の実施の形態において、識別コード（識別文字または記号）として「日
時」、「場所」などをあらかじめ登録する。このようにあらかじめ登録する識別コードの
種類を増やすことにより、扱う情報の種類も増やすことができる。この方法により、ユー
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帯電話機間の転送データとして扱うことができる。この場合も携帯電話機間の転送は表示
部６に表示している情報に限定して行うことにより間違った転送を防ぐことができる。
【００３７】
【発明の効果】
本発明によれば、カメラ等の画像入力部から個人情報等の画像を入力し、画像解析により
自動的に又は対話型のユーザーインターフェースで登録箇所のカーソル指定により簡易に
電話帳等のデータベースに登録することができ、データベースを容易に構築することがで
きるため携帯電話機のデータ入力の操作性が向上する。自動的な登録においては予めデー
タベースの項目に応じた識別コードを登録することにより、任意のデータベースを構築す
ることができる。
【００３８】
また、他の携帯電話機から転送された画像又はテキスト情報等から容易にデータベースを
構築することができる。転送手段に赤外線通信、ブルートゥース等を利用することにより
基地局等を介すること無く簡易に転送を行うことが可能である。更に、扱う情報を表示部
に表示されたものに限定することにより、ユーザは何を扱っているか分かりやすく間違っ
て他の情報を操作することを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態の携帯電話機の基本構成を示す図である。
【図２】　本発明の第１の実施の形態の動作のフローチャートを示す図である。
【図３】　本発明の第２の実施の形態の動作のフローチャートを示す図である。
【図４】　本発明の第５の実施の形態の動作のフローチャートを示す図である。
【図５】　本発明の第６の実施の形態の動作のフローチャートを示す図である。
【符号の説明】
１　アンテナ
２　無線回路
３　制御回路
４　メモリ
５　一時メモリ
６　表示部
７　画像解析部
８　カメラ入力部
９　キー入力部
１０　ＩＲポート
１１　コネクタ
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