
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定領域の外から内に移動したことを検出する位置検出手段と、使用者により文字列が
入力される入力手段と、 入力手段により入力
された前記文字列 記憶する記憶手段と、該記憶手段に記憶された前記
文字列を所定の相手に送信する送信手段と、

前記記憶手段より
前記文字列を読み出し前記送信手段に送信させる制御手段と、を備えたことを特徴とする
携帯電話装置。
【請求項２】
　現在位置を検出する現在位置検出手段と、使用者により文字列が入力される入力手段と
、 入力手段により入力された前記文字列と所
定領域と 記憶する記憶手段と、 前記文字列を所
定の相手に送信する送信手段と、前記現在位置が前記記憶手段に記憶された前記所定領域
内に移動したことが検出され、 前記記憶
手段より前記文字列を読み出し前記送信手段に送信させる制御手段と、を備えたことを特
徴とする携帯電話装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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日時を計時する計時手段と、少なくとも前記
と日時条件とを対で

前記位置検出手段により所定領域の外から内
への移動が検出され、且つそのときの日時が前記日時条件をみたすとき

日時を計時する計時手段と、少なくとも前記
日時条件とを対で 該記憶手段に記憶された

且つそのときの日時が前記日時条件をみたすとき



本発明は、現在位置情報を検出可能な携帯電話装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
複数の基地局の位置を受信して自装置の現在位置を算出したり、ＧＰＳ（ Global Positio
ning System）受信機で受信したデータにより現在位置を算出する携帯電話装置が考えら
れた。そして、このようにして得られた現在位置情報を活用する方法として、携帯電話装
置の現在位置に対応して、自動的に所定の動作を行わせることが考えられた。例えば、所
定位置に到達すると、自動的にメールを発信することが考えられた（特開２０００－２８
５３８２号公報参照）。また、携帯電話装置の現在位置を基地局に送信し、基地局から受
信した電話使用規制情報に基づいて病院での電話の使用を禁止させることが考えられた（
特開２００１－１６０９８５号公報参照）。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、これらの動作は予めプログラムされた動作であり、使用者が任意に動作内
容を設定・登録できるものではなかった。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本願発明の携帯電話はかかる点に鑑みなされたもので、所定領域の外から内に移動した
ことを検出する位置検出手段と、使用者により文字列が入力される入力手段と、日時を計
時する計時手段と、少なくとも前記入力手段により入力された前記文字列と日時条件とを
対で記憶する記憶手段と、該記憶手段に記憶された前記文字列を所定の相手に送信する送
信手段と、前記位置検出手段により所定領域の外から内への移動が検出され、且つそのと
きの日時が前記日時条件をみたすとき前記記憶手段より前記文字列を読み出し前記送信手
段に送信させる制御手段と、を備える。
【０００５】
　現在位置を検出する現在位置検出手段と、使用者により文字列が入力される入力手段と
、日時を計時する計時手段と、少なくとも前記入力手段により入力された前記文字列と所
定領域と日時条件とを対で記憶する記憶手段と、該記憶手段に記憶された前記文字列を所
定の相手に送信する送信手段と、前記現在位置が前記記憶手段に記憶された前記所定領域
内に移動したことが検出され、且つそのときの日時が前記日時条件をみたすとき前記記憶
手段より前記文字列を読み出し前記送信手段に送信させる制御手段と、を備える。
【０００９】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。本願発明は予め登録されたキー操作を現在
位置に応じて自動的に実行するものである。図１は実施例の要部の構成を示すブロック図
である。
【００１０】
（１）は電話通信部であり、後述のベースバンド部（３）からの信号をアンテナ（２）を
介して基地局へ発信したり、アンテナ（２）を介して基地局からの電波を受信したりする
。
【００１１】
（３）はベースバンド部であり、 CＤＭＡ処理回路（３１）と音声コーデック（３２）を
有する。 CＤＭＡ処理回路（３１）は符号分割多元接続、スクランブル、誤り制御、タイ
ミング検出を行う。音声コーデック（３２）は音声を圧縮（符号化）・伸張（復号化）し
たり、アナログとディジタルの変換を行ったり、内部の増幅回路（図示せず）により受話
音量やマイクロホンの感度を変更する。
【００１２】
（４）は耳にあてて通話に使用されるスピーカであり、増幅回路（５）で増幅されたベー
スバンド部（３）の電気信号を音声に変換する。（６）は通話に使用されるマイクロホン
であり、音声を電気信号に変換する。（７）は増幅回路であり、マイクロホン（６）の出
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力を増幅してベースバンド部（３）に出力する。
【００１３】
（８）は受話音を周囲の人にも聞かせるための拡声用のスピーカである。このスピーカ（
８）は増幅回路（９）で増幅されたベースバンド部（３）の電気信号を音声に変換する。
また、スピーカ（８）は着信報知の鳴動も行う。
【００１４】
（１０）は切替回路であり、３つの夫々の増幅回路（５）（７）（９）とベースバンド部
（３）との接続を後述の制御回路（１１）の制御によりＯＮ／ＯＦＦする。尚、これら３
つの増幅回路（５）（７）（９）はゲインを固定しており、受話音量やマイクロホンの感
度を変更することはできない。受話音量やマイクロホンの感度の変更は制御回路（１１）
の制御によりベースバンド部（３）の音声コーデック（３２）が行う。
【００１５】
（１１）はマイクロプロセッサからなる制御回路であり、動作のプログラムを記憶したＲ
ＯＭ（１２）に基づき各部を制御する。（１３）はＲＡＭであり、操作手順等、制御回路
（１１）の動作に必要な情報を記憶する。
【００１６】
（１４）は液晶の表示部であり、電話番号等を表示する。（１５）はバイブレータであり
、着信報知の振動を発生させる。（１６）は入力部であり、電話番号の入力等を行うテン
キー（１６１）と、通話の開始を操作する通話キー（１６２）、通話の終了を操作する終
話キー（１６３）、カーソルを前後左右に移動させるカーソルキー（１６４）、メールモ
ードにする mailキー（１６５）、インターネットモードにする webキー（１６６）、マナ
ーモードにするマナーキー（１６７）と、自動キー操作の登録を操作する登録キー（１６
８）を有する。（１７）はＧＰＳ（ Global Positioning System）受信部であり、ＧＰＳ
アンテナ（１８）がとらえた現在位置情報の電波を電気信号に変換処理して制御回路（１
１）に出力する。本実施例の位置の測位方法はＤＧＰＳ（ Differential Global Position
ing System）であり、その実用最高精度は１ｍである。尚、ＫＧＰＳ（ Kinematics Globa
l Positioning System）であれば、実用最高精度は１ｃｍである。
【００１７】
次に、自動キー操作の登録について説明する。図２は制御回路（１１）の動作を示すフロ
ーチャートである。図３は登録された内容を示す図である。
【００１８】
図２において、登録キー（１６８）が操作されると（Ｓ１のＹ）、新規か変更かの選択を
要求する（Ｓ２）。新規が選択された場合は（Ｓ２のＹ）、自動操作キー名の入力を要求
し、入力された自動操作キー名をＲＡＭ（１３）に記憶させる（Ｓ３）。
【００１９】
次いで、位置条件の入力を要求し、入力された位置条件をＲＡＭ（１３）に記憶させる（
Ｓ４）。位置については点でもよく、領域でもよい。また、位置の内外（位置に接近する
、あるいは位置から離間する）いずれでもよい。そして、位置に所定距離の幅を設ける。
例えば、２０ｍ以内に接近したときや、１ｍ以上離間したとき等。この所定距離の幅は離
間や接近の距離を設定だけのものではなく、位置測位の誤差を補う目的もある。従って、
この距離が使用者によって設定されなかった場合は、自動的に、位置測位の実用最高精度
（ここでは１ｍ）の距離が設定される。
【００２０】
次いで、制御回路（１１）は、電話やメールの送受信条件の入力を要求し、入力された送
受信条件をＲＡＭ（１３）に記憶させる（Ｓ５）。位置条件は必須の条件であるが、送受
信条件は必須でなく、入力されなくてもよい。電話の送受信条件とメールの送受信条件は
論理和（ＯＲ）される。
【００２１】
次いで、制御回路（１１）は、設定された条件を確認する期間や間欠の時間条件の入力を
要求し、入力された時間条件をＲＡＭ（１３）に記憶させる（Ｓ６）。期間は期日でもよ
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く、時刻でもよい。例えば、期間を７，８月とし、間欠を２０秒とした場合は、制御回路
（１１）は、７月と８月にだけ、２０秒毎に設定された条件を確認し、条件が満足すれば
設定された操作手順を自動的に実行する。時間条件が入力されない場合は常時確認する。
【００２２】
次いで、制御回路（１１）は、操作手順の入力を要求し、入力された操作手順をＲＡＭ（
１３）に記憶させる（Ｓ７）。この操作手順は、実際のキー操作を行うことにより入力さ
れ、この操作手順の入力は登録キー（１６８）を操作することにより終了する。
【００２３】
次いで、制御回路（１１）は、自動キー操作のＯＮ／ＯＦＦ設定を要求し、その設定をＲ
ＡＭ（１３）に記憶させる（Ｓ８）。
【００２４】
位置の設定、送受信の設定、時間の設定及びＯＮ／ＯＦＦの設定で設定された条件は論理
積（ＡＮＤ）される。位置の条件は送受信のタイミングや時間や状況に関連することがあ
るので、位置の条件に送受信の条件や時間の条件やＯＮ／ＯＦＦの設定を組み合わせるこ
とにより、詳細な条件を設定することができる。
【００２５】
ステップＳ２において、新規ではない場合、制御回路（１１）は、登録された自動キー操
作名の中から設定を変更しようとする自動キー操作名を選択させる（Ｓ９）。次いで、前
述のステップＳ４～Ｓ８で行われた設定の変更を要求し、変更された設定をＲＡＭ（１３
）に記憶させる（Ｓ１０からＳ１４）。
【００２６】
上述の自動キー操作の登録によって設定された条件が満たされると、制御回路（１１）は
、設定された操作手順を自動的に実行する。
【００２７】
次に、図３の具体例（番号Ｆ１からＦ１２）についていくつかを説明する。
【００２８】
番号Ｆ１の場合、ステップＳ３の自動キー操作名入力では、「音声送信」と入力され、こ
れをＲＡＭ（１３）に記憶させる。ステップＳ４の位置の設定では、複数の点と２０ｍと
接近が入力され、これらの点で囲まれた領域に２０ｍ接近することを位置の条件としてＲ
ＡＭ（１３）に記憶させる。ステップＳ５の送受信の設定は入力されずにパスされる。ス
テップＳ６の時間の設定では、間欠時間を１分と入力され、これをＲＡＭ（１３）に記憶
させる。ステップＳ７の操作の設定では、音声一覧から「遊園地に今着いたから来て下さ
い」という音声を選択する操作と、この音声の出力先として電話帳から所定の電話番号を
選択する操作と、これを発信する操作が行われる。そして、登録キー（１６８）が操作さ
れ、登録キー（１６８）の操作を除く前述の操作手順を記憶させる。ステップＳ８のＯＮ
／ＯＦＦの設定ではＯＦＦが入力され、これをＲＡＭ（１３）に記憶させる。
【００２９】
番号Ｆ１のＯＮ／ＯＦＦの設定がＯＮのときは、設定された領域に２０ｍ接近したかを１
分ごとに判定し、接近すると、自動的に所定のダイヤルを発信して、自動的に「遊園地に
今着いたから来て下さい」という音声を所定の回数繰り返して送信させる。このように、
所定位置に到達したときに、自動的に送信することができる。
【００３０】
番号Ｆ２の場合、ステップＳ３の自動キー操作名入力では、「メール送信」と入力される
。ステップＳ４の位置の設定では、１点と１０ｍと接近が入力され、この１点に１０ｍ接
近することを位置の条件としてＲＡＭ（１３）に記憶させる。ステップＳ５の送受信の設
定は入力されずにパスされる。ステップＳ６の時間の設定では、間欠時間を２０秒と入力
される。ステップＳ７の操作の設定では、「今、駅に着いた。雨が降っているので迎えを
お願いします。」というメールを所定のアドレスに発信する操作が行われ、登録キー（１
６８）が操作される。雨天であり、ステップＳ８のＯＮ／ＯＦＦの設定ではＯ Nが入力さ
れる。
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【００３１】
番号Ｆ２は雨天のためにＯＮ／ＯＦＦの設定がＯＮにされている。現在位置が所定の点の
１０ｍ以内に到達すると、「今、駅に着いた。雨が降っているので迎えをお願いします。
」というメールを発信する。
【００３２】
番号Ｆ５の場合、ステップＳ３の自動キー操作名入力では、「鳴動ＯＮ」と入力される。
ステップＳ４の位置の設定では、複数の点と１ｍと以内が入力され、これらの点で囲まれ
た領域の１ｍ以内に位置することを位置の条件としてＲＡＭ（１３）に記憶させる。ステ
ップＳ５の送受信の設定では、特定の番号とその着信直後が入力され、入力された特定の
番号を着信があった直後ということを電話の着信の条件としてＲＡＭ（１３）に記憶させ
る。ステップＳ６の時間の設定は入力されず、常時と判定される。ステップＳ７の操作の
設定では、鳴動をＯＮに設定する操作が行われ、登録キー（１６８）が操作される。ステ
ップＳ８のＯＮ／ＯＦＦの設定ではＯＦＦが入力される。
【００３３】
番号Ｆ５のＯＮ／ＯＦＦの設定がＯＮのときは、所定の領域内に位置し、且つ特定の発呼
者の番号を検出すると、鳴動をＯＦＦからＯＮに切り替えて鳴動させる。例えば、会議中
であっても、特定の発呼者は鳴動するようにすることができる。このように、位置条件に
送受信条件を組み合わせることができる。
【００３４】
番号Ｆ８の場合、ステップＳ３の自動キー操作名入力では、「音量大（工事現場）」と入
力される。ステップＳ４の位置の設定では、工事現場の領域を指定する複数の点と１ｍと
以内が入力され、工事現場の１ｍ以内に位置することを位置の条件としてＲＡＭ（１３）
に記憶させる。ステップＳ５の送受信の設定は入力されずにパスされる。ステップＳ６の
時間の設定では、７，８ヶ月の期間と１分の間欠時間が入力される。ステップＳ７の操作
の設定では、音量を大にする操作が行われ、登録キー（１６８）が操作される。ステップ
Ｓ８のＯＮ／ＯＦＦの設定ではＯＦＦが入力される。
【００３５】
番号Ｆ８のＯＮ／ＯＦＦの設定がＯＮのときは、工事期間である７月と８月に１分毎に現
在位置が工事現場であるか否かを監視し、工事現場であれば鳴動の音量を大きく設定する
。このように、位置条件に期間を組み合わせることができる。
【００３６】
尚、上述の実施例は現在位置を検出する方法としてＧＰＳを使用したが、これに限定する
ものではない。例えば、携帯電話が近傍の基地局やビーコンよりその位置情報を受信して
もよい。
【００３７】
【発明の効果】
本発明は、登録された位置条件を満足すると登録された前記キーの操作手順を実行させる
。これにより、使用者は、指定した位置に応じた種々の機能を設定し、自動的に実行させ
ることができる。
【００３８】
また、指定された位置に位置検出精度を超える距離を加えることにより、位置検出精度を
考慮した位置条件の設定となっている。
【００３９】
また、位置の条件は送受信のタイミングや時間や状況に関連することがある。例えば、会
議室で特定の発呼者からの電話を待っているとき（図３のＦ５）や、工事期間中に工事現
場にいるとき（図３のＦ９）や、雨が降っているときに駅まで迎えにきてほしいとき（図
３のＦ２）がある。このように、位置の条件に送受信の条件や時間の条件やＯＮ／ＯＦＦ
の設定を組み合わせることにより、詳細な条件を設定することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例の主要な構成を示すブロック図である。
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【図２】本発明の登録動作を示すフローチャートである。
【図３】自動キー操作の登録例を示す図である。
【符号の説明】
１　電話通信部
１１　制御回路
１３　ＲＡＭ
１６　入力部
１６８　登録キー
１７　ＧＰＳ受話部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】
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