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(57)【要約】
【課題】携帯電話通信を用いて、地理的に分散された人
々のグループに位置情報を提供し、着目したエンティテ
ィに関するデータをそのグループのメンバに迅速に送信
できるようにし、データおよび音声通信を介してそのグ
ループの活動を調整する方法およびシステムを提供する
こと。
【解決手段】セルラＰＤＡ通信システムであって、複数
の携帯電話ユーザが相互の位置および状態を監視し、ス
タイラスまたは指で表示スクリーン上のシンボルにタッ
チすることにより携帯電話をかけることができる。これ
は電話会議も含んでよい。またこのシステムは発呼者が
携帯電話を遠方から活動化し、これにより遠方の携帯電
話は音声で告げ、別の電話番号に電話をかけ、スピーカ
のボリュームを上げ、振動させ、または画像またはビデ
オを表示することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＣＰＵとＧＰＳナビゲーション・システムとタッチ・スクリーン・ディスプレイとを含
む同様に装備された携帯電話をそれぞれが有する指定された参加者のために携帯電話通信
網を確立する方法であって、
　ａ）　ＣＰＵとＧＰＳシステムとタッチ・スクリーン・ディスプレイとを含む携帯電話
を有する異なる参加者をそれぞれ表す１つ以上のシンボルをタッチ・ディスプレイ・スク
リーン上に生成するステップと、
　ｂ）　通信網内の各参加者の異なるシンボルにそれぞれが関係する１つ以上の携帯電話
番号を各参加者の携帯電話内に与えて記憶するステップと、
　ｃ）　タッチ・ディスプレイ上のシンボルにタッチすることにより活動化されると、前
記記憶された携帯電話番号を用いて、前記シンボルで表される参加者に携帯電話を自動的
にかける携帯電話発呼ソフトウエアを各携帯電話内に提供するステップと、
　ｄ）　通信網内の参加者を緯度および経度で表す各シンボルの地理的位置を示す地理的
位置のチャートを前記表示スクリーン上に生成するステップと、
を含む携帯電話通信網を確立する方法。
【請求項２】
　ｅ）　電話会議に参加する参加者を表す前記タッチ・スクリーン上の各シンボルにタッ
チすることにより、各参加者が他の参加者に電話会議の電話をかけることができる電話会
議開始ソフトウエアを提供する、
追加のステップを含む、請求項１記載の携帯電話通信網を確立する方法。
【請求項３】
　ｆ）　前記タッチ・スクリーン上のシンボルで表される多数の参加者のための電話会議
開始ソフトウエアを提供するステップであって、各提案された電話会議参加者は前記スク
リーン上の参加者のシンボルにタッチすることにより確立され、これにより前記携帯電話
は電話会議を開始してタッチされたシンボルで表される各ユーザにメッセージを送り、そ
の携帯電話から特定の８００番に電話をかけて電話会議を確立するようにと前記電話を受
けた各参加者に告げるステップ、
を含む請求項１記載の携帯電話通信網を確立する方法。
【請求項４】
　複数の参加者のための通信網内で用いられる携帯電話であって、
　携帯電話の送信機および受信機と、
　前記携帯電話の送信機および受信機を含む小型の携帯用ハウジングと、
　前記ハウジング内に取り付けられたタッチ・ディスプレイ・スクリーンと、
　前記携帯電話の送信機および受信機に接続されたモデムと、
　前記携帯電話の送信機および受信機に接続されたＣＰＵと、
　前記ＣＰＵと前記携帯電話の送信機および受信機とに前記タッチ・スクリーン上で接続
されたＧＰＳナビゲーション・システムと、
　前記ＣＰＵに接続され、特定のシンボルに関係する電話番号のリストのシンボルを含む
データベースと、
　前記ＣＰＵと前記データベースとに接続され、通信網内の携帯電話を有する参加者を表
す各シンボルを前記タッチ・スクリーン上に生成するシンボル生成器と、
　携帯電話を持つ他の参加者を選択的にポーリングするＣＰＵソフトウエアと、
　前記ＣＰＵと前記電話データベースと前記シンボル生成器とを介して接続され、表示ス
クリーン上に表示されたシンボルにユーザがタッチすると前記シンボルで表される携帯電
話に自動的に携帯電話をかける、発呼ソフトウエアと、
　定義された地域を表す地理的表示を前記タッチ・スクリーン上に示し、前記地域は同じ
携帯電話を有する各参加者を緯度および経度で表すシンボルを表示する、前記ＣＰＵに接
続された地理的データベースと、
を備える携帯電話。
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【請求項５】
　各シンボルにタッチしまた電話会議ソフトウエア・スイッチを開始することにより、シ
ンボルで表される複数の参加者に携帯電話ユーザが電話会議の電話をかけることができる
、前記ＣＰＵに接続された電話会議開始ソフトウエア、
を含む請求項４記載の携帯電話。
【請求項６】
　電話会議の参加者を表す各シンボルにタッチし、シンボルで表される遠方の携帯電話ユ
ーザに自動的に携帯電話をかけて、特定の８００番に電話をかけて電話会議を確立するよ
うにとのテキスト・メッセージを表示することにより、携帯電話のユーザがスクリーン上
のシンボルで表される携帯電話ユーザと電話会議を開始できるようにする、多数の電話会
議参加者のための電話会議開始ソフトウエア、
を含む請求項４記載の携帯電話。
【請求項７】
　電話を受ける遠方の携帯電話に指示して、電話を受ける携帯電話を表すシンボルにタッ
チすることにより、緊急事態が発生したので携帯電話発呼者に電話をかけるように前記遠
方の携帯電話ユーザに告げる音声メッセージを生成して聞かせるようにする遠方の携帯電
話活動化信号を含む、前記ＣＰＵに接続された緊急発呼ソフトウエア、
を含む請求項４記載の携帯電話。
【請求項８】
　ＰＤＡ表示スクリーンの人の位置を表すシンボルにタッチしまたはＰＤＡスクリーン上
に現われるリストから関係者を選択して、ＰＤＡ表示スクリーン上に現われるソフトウエ
アから得たスイッチに割り当てることにより、電話会議網を予め確立する機能を提供する
ことと、
　電話会議用にソフトウエアから得たスイッチを用いてユーザが網ソフトウエア・スイッ
チにタッチして網上の全ての参加者に電話をかけることにより、前もって網に割り当てら
れた参加者と会議する機能を提供することと、
を含む、請求項６記載の携帯電話。
【請求項９】
　前記ＰＤＡ上で活動化されると各スイッチを前に得たスイッチに重ねることにより、前
記ＰＤＡスクリーン上の同じ物理的空間内でオペレータにスイッチの多くの選択肢を与え
る、階層化されたソフトウエアから得た１組のスイッチ、
を含む、請求項８記載のソフトウエアのスイッチの階層化された組。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、通信網を用いて人々のグループを管理するために複数の携帯電話／Ｐ
ＤＡ／ＧＰＳを用いる統合通信システムに関するものであり、特に、全てのユーザが表示
スクリーンのシンボルにタッチすることにより相互の位置と状態とを知り、またユーザ間
で迅速に電話をかけまたデータを通信することができ、また他のユーザおよび他のデータ
ベースの情報に関するデータにユーザが容易にアクセスできるようにする機能を有する携
帯電話をユーザに提供するものである。
【背景技術】
【０００２】
　通信システムの目的は、情報を運ぶ信号を或る地点の発信源から或る距離離れた別の地
点のユーザ宛てに送ることである。通信システムは一般に送信機と情報チャネルと受信機
という３つの基本的要素から成る。近年の通信の１つの形式は携帯電話方式である。米国
などの地域の周りに設定された通信セルのネットワークにより、個々にまたはグループで
、複数のユーザが互いに通話をすることができる。或る携帯電話サービスでは、或る携帯
電話は少数のユーザと電話会議を行うことができる。更に、８００番サービスにより携帯
電話会議を行うことができる。また現在のセルラ電話方式は衛星ナビゲーションを用いる
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全地球測位システム（ＧＰＳ）ナビゲーションなどのシステムを含む。このようにこれら
の装置は、携帯電話のセルラ技術をナビゲーション情報とコンピュータ情報の送信とデー
タの受信に結合する。
【０００３】
　ディジタルＳＭＳ（スマート・メッセージ・サービス）およびＴＣＰ／ＩＰメッセージ
は、ＧＳＭ（登録商標）やＣＤＭＡの種々のバージョンなどのセルラ技術を用いて、また
はＷｉＦｉローカル・エリア・ネットワークを介して、送信することができる。かかるＧ
ＰＳ位置報告セルラ・システムの１つの形態では、中央サイトにデータを送り、結合され
たＧＰＳ携帯電話を有するユニットの位置を監視する担当者に情報を表示する。別の形態
では、携帯電話ユーザも他のＧＰＳ装備のユニットの位置を見ることができる。現在の形
態の欠点は、かかるシステムの全体が作動するかまたは全体が停止することである。ネッ
トワーク内の参加者は参加するか参加しないかを選択することはできない。
【０００４】
　現在の結合された携帯電話ＰＤＡ技術を用いるとき次の別の欠点がある。すなわち、Ｐ
ＤＡを用いて地図（地理座標が付与された（ｇｅｏｒｅｆｅｒｅｎｃｅｄ）会社や住宅や
その他の設備の位置および電話番号を示してもよい）を表示してオペレータが電話をかけ
るとき、携帯電話／ＰＤＡのオペレータは、表示スクリーンの地図上のそのエンティティ
の正しい位置にタッチして電話番号を知り、その電話番号を記憶した後、別のディスプレ
イに移ってその電話番号を入力し、電話をかけ、必要であれば地図表示に戻る。言うまで
もなく、これは面倒なプロセスである。
【０００５】
　ＰＤＡの地図上に表示されている位置、会社、住宅、または設備へのテキスト・メッセ
ージを別の携帯電話に送るのも面倒なプロセスである。なぜなら、ＰＤＡのオペレータは
地図表示上で電話番号を見つけ、その電話番号を記憶した後、テキスト・メッセージを入
力するための別のディスプレイに移り、テキスト・メッセージを入力し、テキスト・メッ
セージを送り、そして地図表示プログラムに戻らなければならないからである。更に、着
目した新しいエンティティ（ｎｅｗ　ｅｎｔｉｔｙ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒｅｓｔ）（車、人
、タンク、事故、またはその他のエンティティ）に関するデータを電話で送るには、オペ
レータはその情報と、そのエンティティの緯度および経度とをタイプしなければならない
。
【０００６】
　携帯電話技術の急速な発展にもかかわらず、遠方の携帯電話を起動して音声メッセージ
を与え、緊急事態（または他の理由）が起こったことと、発呼携帯電話にすぐ電話をかけ
てほしいこととを遠方のユーザに告げたいことがある。更に、遠方の電話がテキスト・メ
ッセージ、写真、ビデオ・クリップまたはビデオ送信を表示し、発呼者の名前を音声で告
げるようにし、また遠方の電話を制御して、遠方の電話のオペレータが介入せずに、遠方
の電話が別の電話番号に電話をかけ（例えば、８００番の電話会議を自動的に確立するた
め）、振動し、または音量を上げるようにしたいことがある。
【０００７】
　本発明のソフトウエアは従来の方法におけるこのような問題の多くを解決する。この方
法は携帯電話／ＰＤＡ／ＧＰＳユーザに、ａ）他のＰＤＡ／ＧＰＳ電話をそれぞれ選択的
にポーリングして、自分の位置および状態の情報を通信網内の携帯電話／ＰＤＡ通信／Ｇ
ＰＳシステムを装備する全てのまたは選択されたユーザに直接に通知させて、データの送
り先である各システムが他のユーザの位置、状態、および他の情報を表示できるようにす
る機能と、ｂ）表示スクリーンの地図上のその位置にタッチした後で該当するカテゴリ（
車、人、タンク、事故、または他のエンティティ）スイッチを選択することにより、着目
した他のエンティティの情報を交換しまたこれらのエンティティにカテゴリを割り当てる
機能と、ｃ）ＰＤＡディスプレイ上の表示スクリーンの該当する位置にタッチした後で呼
出しスイッチを選択することにより、地図で参照されるデータベース（通信網内の携帯電
話／ＰＤＡ／ＧＰＳシステムを含む）内にその電話番号を有する位置、会社、住宅、およ
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び設備に対して迅速に音声およびデータの呼を開始する機能と、ｄ）ＰＤＡディスプレイ
上の表示スクリーンの該当する位置にタッチした後で電話会議スイッチを選択することに
より、地図で参照されるデータベース（通信網内の携帯電話／ＰＤＡ／ＧＰＳシステムを
含む）内にその電話番号を有する位置、会社、住宅、および設備に対して迅速な音声およ
びデータの電話会議を開始する機能と、ｅ）１つの携帯電話／ＰＤＡ／ＧＰＳから任意の
他の携帯電話／ＰＤＡ／ＧＰＳシステムの電話を遠隔制御する機能であって、ＰＤＡディ
スプレイ上の表示スクリーンのその位置にタッチした後で該当するスイッチを選択するこ
とにより、遠方の携帯電話を制御して、予め記録されたことを音声で告げ、返事の電話を
かけ、他の電話番号に電話をかけ、振動させ、テキストからスピーチへのソフトウエアを
実行し、音の強さを変え、情報を処理しまた表示する機能を含む機能と、ｆ）ＰＤＡディ
スプレイ上に十分な数のスイッチまたはボタンを層にして重ねて、地図を重ねずに上記の
諸機能を実行する機能と、を提供する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００３／０１３９１５０号（公開日２００３年７月
２４日）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１は携帯用ナビゲーションおよび通信システムを提示している。１つの実施の
形態では、このシステムは１つの筐体の中に、ＧＰＳ衛星位置決めユニットと、携帯電話
技術を用いた移動体電話と、標準のオペレーティング・システムを用いて有線または無線
のインターネット・アクセスまたはイントラネット・アクセスを行うことが可能なパーソ
ナル・コンピュータとを組み合わせる。この発明の目的は、個人用の携帯用ナビゲーショ
ンを提供することである。しかしこの装置を操作するには、やはり電話機能を持つキーパ
ッドを用いる必要がある。
【００１０】
　特許文献１は従来の方法でＰＤＡを操作する無線通信について記述している。他の同様
な装備を有するシステムの位置を表示することについては示していない。他の同様な装備
を有する携帯電話ＰＤＡユーザに自分の位置を送信させることについては示していない。
着目した他のエンティティを入力するのに、表示スクリーンの地図上のその位置にタッチ
することについては示していない。電話をかけるのに、表示スクリーンの通信網参加者の
シンボルにタッチしてそのユーザに自動的に電話をかけたり、または複数のシンボルにタ
ッチして電話会議の電話をかけたりすることについては示していない。テキスト・メッセ
ージ、写真、またはビデオを送るのに、表示スクリーン上の網参加者のシンボルにタッチ
してテキスト・メッセージ、写真、またはビデオをその参加者に自動的に送ることについ
ては示していない。ディジタル・メッセージを遠方の携帯電話に送ることにより、その携
帯電話が音声で告げ、音の強さを上げ、振動させ、または返事の電話をかけ、または他の
電話番号に電話するようにする手続きについては記述または開示がない。スイッチをＰＤ
Ａの表示スクリーンの特定の場所付近に制限する階層化されたソフト・スイッチの使用に
ついては記述がない。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　携帯電話通信を用いて、地理的に分散された人々のグループに位置情報を提供し、着目
したエンティティに関するデータをそのグループのメンバに迅速に送信できるようにし、
データおよび音声通信を介してそのグループの活動を調整する方法およびシステムを提供
する。各携帯電話は、タッチ・スクリーンを備える視覚的ディスプレイ、全地球測位シス
テム（ＧＰＳ）受信機およびナビゲーション・ディスプレイ、ＣＰＵ、メモリ、電源、電
池、マイクロホン、スピーカ、および市販のソフトウエアを含む。次のものも追加される
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。すなわち、ａ）通信データおよび音声を交換するソフトウエア、ｂ）地図データベース
と、地図で参照される固定の位置のデータベース（軍事基地、住宅、会社、政府機関、街
路の位置などを含む）であって指定された緯度および経度と可能であればこれらの各エン
ティティに関連する電話番号とをそれぞれ備えるもの、ｃ）通信網の一部であってソフト
ウエアを具備する全ての携帯電話／ＰＤＡ／ＧＰＳシステムの絶えず更新されるＧＰＳ位
置および状態を有する別のデータベース、である。
【００１２】
　各携帯電話／ＰＤＡ／ＧＰＳシステムは他の電話システムのディスプレイ上で、識別用
に生成されたシンボルにより識別される。このシンボルは正しい地理的位置に置かれ、デ
ィスプレイ上の地図と相互に関連する。各携帯電話／ＰＤＡ／ＧＰＳシステムは他のエン
ティティ（人、車両、建物、設備、およびその他のエンティティの位置）をそのデータベ
ース内に入力してよい。この情報も同様にして通信網上の全ての他の参加者に送信するこ
とができる。地図、固定のエンティティ、および携帯電話／ＰＤＡ／ＧＰＳシステム通信
網参加者の緯度および経度の情報は、数学的相関アルゴリズムによりディスプレイのｘ，
ｙ表示位置に関係づけられる。
【００１３】
　携帯電話／ＰＤＡ／ＧＰＳシステムのユーザがスタイラスまたは自分の指を用い携帯電
話ディスプレイ上の１つ以上のシンボルまたは位置にタッチすると、システムのソフトウ
エアはそのシンボルまたは位置に関する状態と緯度および経度の情報とを表示する。
【００１４】
　本発明を動作させるには、オペレータ（「携帯電話１」または「電話１」）は次の作用
をするソフトウエアを選択してシステムを起動する。すなわち、ａ）携帯電話を起動し（
まだ活動化されていない場合）、ｂ）ＧＰＳインターフェースを確立し、ｃ）オペレータ
の居る地域の地図とオペレータ自身のユニットのシンボルとを地図上の正しい緯度および
経度で表示し、ｄ）データベースの一部である人、車両、建物などの位置をシンボルで地
図上に表示し、ｅ）システムが選択した項目の読出し地域（表示スクリーン上でタッチし
た通信網参加者または対象の拡大情報を与える）をディスプレイ上に表示し、ｆ）網参加
者のリスト、読み取るメッセージのリスト、地図のどの部分が主地域内に表示されている
かの表示、およびその他の情報を含む種々の変動するデータを含む挿入地域をディスプレ
イ上に表示し、ｇ）主ソフトウエアが作成した「ソフト・スイッチ」の１行をディスプレ
イ上に常に表示する。
【００１５】
　これらのソフトウエア・スイッチの１つにタッチすると、ソフトウエア駆動の階層化さ
れたスイッチ（ソフト・スイッチ）のマトリックスが読出しおよび挿入領域の代わりにデ
ィスプレイ上に表示される。いくつかのこれらのソフト・スイッチにタッチするとシステ
ムの機能を実行する。他のソフト・スイッチにタッチすると、前に表示されていたソフト
・スイッチの層の代わりに別の層が表示される。オペレータはスイッチのどの層内に自分
が居るかを見ることができる。また前の層に戻ったり、階層化されたスイッチを消して基
本的なスイッチだけを残したりすることができる。またオペレータは、電話のハードウエ
ア位置指示装置（ナビゲーション・パッド）を用いてソフト・スイッチを制御することが
できる。
【００１６】
　これらのソフト・スイッチや、携帯電話の一部であるハード・スイッチを用いることに
より、オペレータは種々の地図を活動化し、地図の縮尺を変更し、どの固定のエンティテ
ィを表示したいかを選択し、オペレータがタッチしたシンボルに関する情報を表示し、電
話をかけ、メッセージ（テキスト、写真、およびビデオ）を送り、他のエンティティを表
すシンボルおよび情報を入力し、他の通信網参加者の位置および状態を見、電話会議を確
立し、活動化される（ａｃｔｉｖａｔｅｄ）と全ての指定された電話番号が音声、テキス
トおよび写真、およびビデオ通信で会議できるようになる会議サブネットを予め確立し、
また遠方の電話にメッセージを送ってこの遠方の電話が電話をかけ、音声で告げ、振動さ
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せ、音のレベルを高めるなどの機能を行えるようにすることができる。
【００１７】
　通信網を開始するには、携帯電話１のオペレータはリストから、通信網の一部にしたい
とオペレータが望む他のユーザ（または全てのユーザ）を選択する。次に、システムは選
択された電話をポーリングして活動化しまた通信網の一部にする。次に、選択された電話
は確立された網内の全ての他の電話に自分の位置を送信する。１つ以上の他のソフトウエ
アが可能にした携帯電話との対話を通して携帯電話の間で交換された参加者の緯度および
経度に基づいて、シンボルがオペレータのディスプレイ上に生成される。この情報は、時
間および／または動きを考慮したアルゴリズムに基づいてまたはポーリング要求により送
信される。ディスプレイ上の各通信網のシンボルは携帯電話１から離れている異なる携帯
電話を表す。各携帯電話はそのデータベース内に通信網内の全ての電話の電話番号を有す
る。また各電話はそのデータベース内に固定の位置（人びと、建物、設備、軍事基地、そ
のデータベース内で呼び出すことのできる他の望ましい位置）の予め確立された電話番号
を有する。
【００１８】
　携帯電話のＬＣＤディスプレイ内のタッチ・スクリーンは、携帯電話のディスプレイ上
の地図と固定のサイトの地理的位置と通信網内の携帯電話とに関係するｘ，ｙ座標とを含
む。各携帯電話は、表示スクリーンの地図上の着目したオブジェクトの位置にタッチする
ことによりそのオブジェクトを入力することができる。次に、オペレータはこれらのオブ
ジェクトにカテゴリ（車、人、タンク、事故、または他のカテゴリ）を割り当てることが
できる。次に、これらのオブジェクトの緯度および経度とそのカテゴリと他の情報とを一
緒に通信網で送る。受信側の各電話ユニットは受信データを正しい地図位置に自動的に変
換するソフトウエアを有するので、送信されたシンボルはオペレータの介入なしに正しい
位置に表示され、そのカテゴリ情報は表示スクリーン上のシンボルにタッチすることによ
り利用することができる。
【００１９】
　各携帯電話／ＰＤＡ／ＧＰＳは通信ハードウエアとソフトウエア内の回路とを有してお
り、スクリーン上に表示された掛けたい電話のシンボルの位置にスタイラスまたは指でタ
ッチした後でディスプレイのタッチ・スクリーン上の「ＣＡＬＬ」ソフトウエア・スイッ
チを選択することにより、音声で電話をかけ、またはデータ・メッセージ、写真、または
ビデオを送信することができる。したがってこのソフトウエアにより、携帯電話はスクリ
ーン上のシンボルで表される特定の電話番号に電話をかけることができる。これは自動的
に行われる。これにより、携帯電話をかけるときに実際に電話番号を探して電話番号を手
動で入力することは全く必要でなくなる。
【００２０】
　本発明の別の利点は、１つ以上のシンボルを指定して携帯電話の音声呼および／または
データ呼を受信することができるので、それらと自動的に会議できることである。携帯電
話のオペレータは、表示スクリーン上でオペレータが会議したいと思う通信網参加者のシ
ンボルの位置にタッチし「会議」ソフト・スイッチを選択することにより少数の電話を会
議に呼び、選択されたユニットは一緒に会議することができる。電話会議用のソフトウエ
アを追加すれば、より多くのユーザに電話会議を拡張することができる。そのためには、
オペレータの携帯電話から遠方の携帯電話にディジタル・メッセージを送り、これに従っ
て各遠方の携帯電話は指定された８００番の電話会議番号にダイアルして各電話会議参加
者コードを入力する。発信者の電話はこの同じ番号に電話をかけて発信者ホスト・コード
を自動的に入力する。全ての電話が８００番にダイアルしてその該当する参加者およびホ
スト番号を入力すると、電話会議が確立される。
【００２１】
　更に、携帯電話１のオペレータは音声およびデータ交換のための会議網を予め確立する
ことができる。そのためには、オペレータが会議をしたいと思う通信網参加者のシンボル
のリストまたはテーブルから選択するか、または表示スクリーンにタッチして「会議網」
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ソフト・スイッチを選択する。オペレータがこれを行うと、ソフトウエアはこれらの通信
網参加者を、確立された会議網の一部として関係づける。携帯電話のオペレータが全ての
網参加者に電話をかけたいときは、オペレータは、予め選択された会議参加者と会議する
ためのその網の指定されたソフトウエア・スイッチを選択するだけでよい。この操作を行
うと、他の操作を行わなくても全ての会議参加者に電話をかけることができる。この会議
呼出し方法は、テキスト・メッセージ、写真、およびビデオを送るのにも用いることがで
きる。
【００２２】
　本発明の別の実施の形態は、携帯電話１がＳＭＳ、ＴＣＰ／ＩＰ、または他のプロトコ
ルを用いてディジタル・メッセージを通信網上の別の携帯電話に送るユニークな機能を含
む。すなわち、地理的スクリーン上の表示スクリーンのシンボルにタッチした後で該当す
るソフトウエア・スイッチを選択してディジタル・メッセージを送信すると、遠方の携帯
電話内のプログラムを遠方から活動化して、記録された音声ファイルを起動し、緊急事態
であることと、携帯電話１にすぐ電話をかけるようにとの要求を音声で告げる。遠方の各
携帯電話は携帯電話１と同じソフトウエアを有し、またＰＤＡとディジタル・メッセージ
を受信する機能とを含むので、遠方の携帯電話を制御して、音声で告げ、画像を表示し、
返事の電話をかけ、別の電話番号に電話をかけ、振動させ、音の強さを変え、予め記憶さ
れたデータ、画像、およびビデオを処理して表示する機能を達成することができる。
【００２３】
　本発明では、本発明を用いて複数の携帯電話通信網を設定する。各携帯電話は同じソフ
トウエアおよび回路を含む。これは、着目したシンボルやソフトウエアが作成したソフト
・スイッチに関する地図、地図で参照されるシンボル、およびデータを表示し、ディジタ
ルＳＭＳ、ＴＣＰ／ＩＰ、およびその他のプロトコル・メッセージを送信しまた受信する
ための、携帯電話技術、ＧＰＳナビゲーション技術、およびＰＤＡを含む。相互の通信網
ＩＰアドレスを確立するため、携帯電話はまずそのＩＰアドレスを識別するＳＭＳメッセ
ージを交換する（または他の方法を用いる）。次に各電話は、時間および／または動きに
基づく確立されたアルゴリズムに従ってその位置および状態を全ての他の電話に送信する
。また各携帯電話は自分の位置を送信するように他の携帯電話にポーリングすることがで
きる。各ユーザは全ての他のユーザに、テキスト・メッセージ、写真、およびビデオを送
信することができる。本発明を用いると携帯電話網が確立されて、網内の全ての関係者は
、音声呼およびデータ呼を開始したいと思う関係者の表示スクリーンシンボルにタッチす
ることにより網内の任意のおよび全ての他の関係者の状態にほとんど自動的にかつ瞬時に
アクセスして、瞬時に呼を活動化することができる。これにより、全ての関係者は携帯電
話網を処理する時間を大幅に減らすことができる。
【００２４】
　本発明の目的は、各携帯電話の相互の発呼および開始の速度を大幅に高めるための、複
数の携帯電話の間の優れた携帯電話通信網を提供することである。
　本発明の別の目的は、各参加者がＳＭＳまたはその他のディジタル・メッセージ・フォ
ーマットを用いてＩＰアドレスを自動的に交換できるようにすることである。
　本発明の更に別の目的は、通信網内の各参加者が他の網参加者にポーリングして、通信
網上の自分の位置および状態を報告させまたは報告を止めさせるようにすることである。
　本発明の更に別の目的は、通信網内の各参加者がディスプレイの地図上のエンティティ
の位置にタッチしてシンボルを入力した後にエンティティのカテゴリ情報を入力すること
により、関心のあるエンティティを網内の他の参加者に容易に送信できるようにすること
である。
【００２５】
　本発明の更に別の目的は、携帯電話のスクリーン上の他の電話のシンボルにタッチする
ことにより別の電話への携帯電話呼出しを開始して、自動的に電話をかけることである。
　本発明の更に別の目的は、電話をかけるためのスクリーンの特定のシンボルにタッチす
ることにより、複数の携帯電話の間ですぐ電話会議を行えるようにする携帯電話網を提供
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することである。
　本発明の更に別の目的は、会議サブネットを予め確立しておいて、後でサブネットの１
つを活動化して電話会議を確立することにより、すぐ会議の音声、テキスト、写真、およ
びビデオを交換できるようにする携帯電話網を提供することである。
【００２６】
　本発明の更に別の目的は、別の携帯電話に遠方から警報を与え、これにより遠方の携帯
電話が音声で告げ、画像を表示し、返事の電話をかけ、別の電話番号に電話をかけ、振動
させ、音の強さを変え、予め記憶されたデータ、画像、およびビデオを処理して表示する
ようにする携帯電話を提供することである。
　以下に明らかになるこれらの目的に関して、添付の図面を参照して本発明を以下に説明
する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明に係る携帯電話／ＰＤＡおよびディスプレイの前面図を示す。
【図２】異なるディスプレイを持つ図１の携帯電話／ＰＤＡの前面図を示す。
【図３】本発明の動作の流れ図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下に図面を参照するが、特に図１は本発明を一般に１０で示す。これはハウジング１
２内に小型のハンドヘルド携帯電話／ＰＤＡ通信システムを含む。ハウジング１２は、オ
ンオフ電源スイッチ１９と、マイクロホン３８と、タッチ・スクリーン装置でもあるＬＣ
Ｄディスプレイ１６とを含む。小さな領域１６ａはナビゲーション・バーであって、電話
、ＧＰＳ、および他の状態データおよび活動状態のソフトウエアを示す。タッチ・スクリ
ーン装置では、ＧＰＳ入力を介して、またはスタイラスまたは指１４を用いるオペレータ
がスタイラスまたは指１４を動かして文字どおり表示スクリーンにタッチすることにより
、スクリーンのシンボルを入力する。スクリーン上に表示されるソフト・スイッチも、ス
タイラスまたは指１４を用いて、スタイラスまたは指１４を動かして文字どおり表示スク
リーンにタッチすることにより同様に活動化する。ディスプレイのタッチした点のｘ，ｙ
座標は、ＰＤＡ部内に含まれる種々の情報をスクリーン上のｘ，ｙ座標位置に対して調整
することのできる通信システムのＰＤＡ部内のＣＰＵが知っている。
【００２９】
　ハウジング１２内には、モデムや、ＰＤＡで用いられるＣＰＵや、スピーカ２４および
マイクロホン３８に接続する関連の回路などの従来の携帯電話要素が納められる。携帯電
話の緯度および経度を決定することができるＧＰＳナビゲーション・システムはハウジン
グ１２の内でも外でもよい。これらのＰＤＡ／携帯電話ユニットは現在販売されており、
完全なユニット（またはＧＰＳは外部接続型）として売られていて、携帯電話をかけたり
、ＰＤＡのディスプレイおよびコンピュータを用いてセルラＳＭＳおよびＴＣＰ／ＩＰま
たは他のメッセージを送ったりするのに用いることができる。ＧＰＳシステムは緯度およ
び経度を決定する機能を有し、ＳＭＳ、ＴＣＰ／ＩＰ、ＷｉＦｉまたはその他のディジタ
ル・メッセージング・ソフトウエアにより、この緯度および経度の情報をセルラ通信、Ｗ
ｉＦｉ、または無線を介して他の携帯電話に送信することもできる。このユニットは、１
対の携帯電話ハードウエア活動化ボタン（携帯電話をオンにするボタン２０と携帯電話を
オフにするボタン２２）を含む。ナビゲーション・パッド・アクチュエータ１８はジョイ
スティックまたはフォーススティックと同様である。アクチュエータ１８は手動で動作命
令を与え、ＰＤＡのソフトウエアはこれを用いてカーソルを動かす。スイッチ２６および
２８は、オペレータが指定するソフトウエア・プログラムを迅速に選択するよう設計され
ている。素子２４はこの装置のスピーカである。素子３８はこの装置のマイクロホンであ
る。ユニットの左上にあるスイッチ１９は電源をオンオフするスイッチである。
【００３０】
　本発明の中心部はシステム内に含まれるソフトウエア・アプリケーションである。ハウ
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ジング１２内に、ＰＤＡの一部として表示機能スクリーンおよびＣＰＵが取り付けられて
いる。ＣＰＵは、表示部１６ｂとして示されている地図および地図で参照されるエンティ
ティを与えるデータベースを含む。表示部１６ｂはディスプレイの一部として、特定の局
所地図内の関心のある種々の地域を含む。
【００３１】
　ディスプレイ１６を見るとディスプレイの一番下に１６ｄで示すソフトウエア・スイッ
チがあり、これを用いて多くのソフトウエアで駆動する電話の機能を制御する。ソフトウ
エアで駆動し制御するスイッチは、オペレータがナビゲーション・パッド１８（すなわち
小さなトラックボール、フォーススティック、または同様のハードウエア位置指示装置）
を用いて活動化される。または、オペレータは指またはスタイラスでスクリーンのスイッ
チの位置にタッチすることにより、ソフトウエア・スイッチ・マトリックスを活動化して
もよい。いくつかのソフトウエア・スイッチを活動化すると、更に別のソフトウエア・ス
イッチが表示される。スクリーンの下部のバー表示１６ｄは「ＺＭ　ＩＮ（ズームイン）
」、「ＺＭ　ＯＴ（ズームアウト）」、「ＣＥＮＴ（中心）」、「ＧＲＡＢ（パン／グラ
ブ）」というソフトウエア・スイッチを示す。これらのソフトウエア・スイッチは、オペ
レータがこれらの機能を実行するのに用いられる。
【００３２】
　右下の「ＳＷＩＴＨ（スイッチ）」というソフトウエア・スイッチは、階層化されたソ
フトウエア・スイッチのマトリックスを一番下のスイッチの行の上に表示するためのもの
である。ソフトウエア・スイッチを用いることにより、地図またはチャート表示も操作す
ることができる。図１を見ると、恒久的な地理的位置および建物が示されている。例えば
警察署が示されており、スタイラスまたは指でこのシンボルにタッチすると、スクリーン
の左下の表示部１６ｃに示すようにこのシンボルの位置の緯度および経度が表示される。
表示部１６ｃの右下は種々の情報を表示できる多機能挿入領域である。例えば、ａ）通信
リンク参加者のリスト、ｂ）受信メッセージのリスト、ｃ）主な地図表示のズームおよび
オフセット位置（四角形で示す部分で、主な地図スクリーン１６ｂ内に実際に表示されて
いる地域を示す）を含む地図、航空写真、または衛星画像、ｄ）適用可能な状態の情報、
ｅ）通信網参加者のリスト、などである。
【００３３】
　また表示スクリーン１６（特に地図スクリーン１６ｂ）には、ラベルのついていない１
対の異なる形のシンボル３０（小さな三角形）および３４（小さな四角形）が示されてい
る。これらのシンボル３０および３４は、本発明に用いられる全携帯電話通信網の一部で
ある表示された地域内の通信網携帯電話ユーザを表してよい。各ユーザは図１に示すもの
と同じ携帯電話を有する。シンボル３０の緯度および経度はデータベース内で特定の電話
番号に関連付けられている。表示スクリーン１６ｂはタッチ・スクリーンであって、スク
リーン１６ｂのｘ，ｙ座標をＣＰＵのソフトウエアに与える。ソフトウエアはｘ，ｙ座標
を緯度および経度に関係づけて、その地点に最も近い通信網参加者のシンボルまたはエン
ティティのシンボルにアクセスできるアルゴリズムを有する。
【００３４】
　特定のＧＰＳが与える緯度および経度（これは図１に示す携帯電話にすでに送られてい
る）にあってシンボル（三角形）３０で表される携帯電話ユーザに電話をかけるには、図
１で携帯電話１と呼んでいる電話のオペレータすなわち発呼者はスタイラスまたは指１４
を用いて三角形３０にタッチした後で、表示領域１６ｃに重なって表示されるスイッチの
マトリックスの中の「ＣＡＬＬ」ソフトウエア・スイッチにタッチする。すると携帯電話
１はシンボル３０を表す位置に居る携帯電話ユーザにすぐ携帯電話をかける。第２の携帯
電話ユーザはシンボル３４で表されている。これは小さな正方形であるが、表示領域内の
個々の携帯電話ユニットを表すものであればどんな形状またはアイコンでもよい。シンボ
ル３０を囲む輪は、このシンボルはすでにタッチされているので、「ＣＡＬＬ」と表示さ
れたソフト・スイッチにタッチすれば電話がかけられることを示す。ここで「ＣＡＬＬ」
スイッチにタッチすると電話がかかる。
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【００３５】
　別のタイプのシンボル表示は実際に電話がかかっていることを示してよい。また、携帯
電話１のオペレータはスタイラスまたは指を用いて表示スクリーン上でタッチした後でＣ
ＡＬＬスイッチにタッチすることにより、警察署またはその他の場所、建物、または設備
（その電話番号はデータベース内に記憶されている）に電話をかけることができる。また
、オペレータはシンボル３４とシンボル３０の両方にタッチして、シンボル３０および３
４で表される２つの携帯電話およびユーザの間の電話会議を行うことができる。この場合
も、シンボル３４を囲む輪は電話がかかっていることを示す。
【００３６】
　また図１に示すシステムは少数の電話で電話会議を開始することができる。それには、
発呼者が会議を行いたいと思うディスプレイ１６上の全ての表示されたシンボルにスタイ
ラスまたは指を用いてタッチした後で電話会議ソフト・スイッチを選択する。またオペレ
ータは、オペレータが迅速に電話をかけたいと思う会議サブネットを予め確立しておくこ
とができる。このためには、オペレータはシンボルにタッチするか、または参加者アドレ
スのリストまたはマトリックスから参加者を選択して、参加者に網ソフトウエア・スイッ
チを割り当てる。オペレータがこれらの参加者と電話会議を行いたいときは、オペレータ
は単にこのグループに関連する網ソフトウエア・スイッチにタッチすればよい。そのシン
ボルにタッチするかまたはそのサブネット・ソフト・スイッチを選択すると、ユーザが前
もって指示した各携帯電話に対する「電話１」からの通常の小さな電話会議を準備するソ
フトウエアがユニット内に備えられている。最初の電話がかかるとその相手は自動的に保
留になり、順に他の発呼者に電話がかけられまたは返事があって保留になるというように
して全ての関係者に電話がつながると、各電話に電話会議が告げられる。各参加者に電話
がかかると、携帯電話１から要求された電話会議が進行中であると電話は告げる。これは
全てソフトウエアが行う。
【００３７】
　少数より多い数の電話ユーザを含む電話会議が望ましい場合は、８００番の会議サービ
スを用いる必要がある。発呼者すなわち携帯電話１のオペレータは「会議８００」呼出し
ソフトウエア・スイッチを選択した後、スタイラスまたは指を用いて、電話をかける相手
の携帯電話ユーザのシンボルにタッチする。例えば、５０人のユーザで電話会議を行いた
いとする。携帯電話は、携帯電話１と会議するために８００番（電話会議用の指定された
番号）に電話をかけるよう各携帯電話に要求するＳＭＳまたはＴＣＰ／ＩＰメッセージを
全ての携帯電話のディスプレイに送る。その時点で各携帯電話ユーザは電話会議が要求さ
れたことを口頭で告げられる。ユーザが「受諾」というソフトウエア・スイッチを選択す
ると、この電話は８００番に電話をかけてその会議参加者コードを入力する。
【００３８】
　図１に示す携帯電話／ＰＤＡ装置が利用可能な別の機能は、遠方の携帯電話を活動化し
て、口頭で告げ、画像を表示し、返事の電話をかけ、別の携帯電話に電話をかけ、振動さ
せ、音の強さを変え、予め記憶されたデータや画像やビデオを処理して表示する、などを
行わせる機能である。例えばＰＤＡスクリーン・ディスプレイ１６上には、携帯電話１が
緊急事態の電話をかけて基本的に緊急音声応答電話を開始することができるソフトウエア
・スイッチがある。やはりスタイラスまたは指を用いて、３０などのシンボルにスタイラ
スまたは指でタッチして電話をかけたことを示す。「ＣＡＬＬ」と表示されたソフトウエ
ア・スイッチにタッチすると他のソフトウエア・スイッチが現われる。その１つは例えば
「呼び出すと緊急音声応答が与えられます」である。スタイラスまたは指１４でこれにタ
ッチすると、携帯電話１システムはシンボル３０で表される電話番号に自動的に電話をか
ける。携帯電話３０は、ＳＭＳまたはＴＣＰ／ＩＰメッセージを受信すると「緊急ですか
ら携帯電話１にすぐ電話してください」と告げる音声メッセージを活動化するソフトウエ
アを含む。この音声は携帯電話のスピーカから聞こえる。
【００３９】
　このように、このシステムはタッチするだけで携帯電話をかけ、タッチするだけで電話
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会議を開始し、タッチするだけで遠方の携帯電話を活動化して緊急またはその他のメッセ
ージを音声で告げて遠方の携帯電話から音声応答を引き出すことができる。
【００４０】
　次に、図２は同じ携帯電話／ＰＤＡ１０であるが、１６ｃｃおよび１６ｄｄにソフト・
スイッチ・マトリックスが表示されるものを示す。この携帯電話／ＰＤＡは別の方法で参
加者と接触することができる。図２およびディスプレイ１６ｃｃに示すように、文字と数
字とを有する複数の四角形が表示され、各四角形は例えば「Ａ１ＳＱＤ」などの異なる参
加者を示す。この場合も、右の一番上の行に「ＣＡＬＬ」というスイッチ・オプションが
ある。一番下の行１６ｄｄには、ＺＭ　ＩＮ、ＺＭ　ＯＵＴ、ＣＥＮＴ、ＧＲＡＢ、およ
びＳＷＩＴが示されている。この代替的な電話方法を用いる場合は、発呼者は個々の四角
形にタッチする。各四角形は、単独に電話をかけるためかまたは全ての関係者との電話会
議を開始するための参加者の参照シンボルを有する。図に示すように、これらを１つにま
とめてＮＥＴ１としてもよい。特定の指定された関係者または参加者とＮＥＴ１で関係を
確立しておけば、その後はスタイラスまたは指でＮＥＴ１にタッチするだけで電話をかけ
ることができる。表示された情報を複数の「ＮＥＴＳ」で次の層の上に階層化すれば、各
ＮＥＴ内の参加者のグループと接触することができる。これは電話会議のスクリーンシン
ボルの代わりに用いられる。
【００４１】
　次に、図３は本発明の方法により実施される活動の流れ図を示す。まず、ＰＤＡコンピ
ュータ技術を含む携帯電話と、常に携帯電話の位置を緯度および経度でＰＤＡに与えるＧ
ＰＳナビゲーション・システムとを提供する。携帯電話はスタイラスまたは指と共に用い
るタッチ・スクリーン機能を備えるＬＣＤディスプレイを含む。
【００４２】
　通信装置はデータベースも有する。これは、ＬＣＤディスプレイ上の地理的表示と、Ｌ
ＣＤディスプレイのタッチ・スクリーン上のｘ，ｙ座標と地理的表示とを関係づけるソフ
トウエアとを含む。また、通信網の一部である他の携帯電話ユーザを表すシンボルを地理
的表示上に表示するソフトウエアもある。通信網の一部である全ての参加者の携帯電話は
、統合されまたは電子的に接続されたＧＰＳナビゲーション・システムを含む。各電話は
他の携帯電話に電話をかけて、その緯度および経度による位置と状態の情報を知らせるよ
う要求することができる。各携帯電話は着目した他のエンティティを入力してそれぞれに
カテゴリ（車、人、タンク、事故、またはその他のカテゴリ）を割り当てることができる
。次に、これらの各エンティティの緯度および経度と各カテゴリとを通信網で送る。また
各電話は固定物（地図で参照される固定の位置であって、レストラン、ガソリン・スタン
ド、病院、消防署、軍事基地、住宅、会社、政府機関、街路の位置などを含む）の緯度お
よび経度と電話番号とを有し、これらをデータベース内に含み、スクリーン上に表示する
ことができる。
【００４３】
　したがって本発明は携帯電話／ＰＤＡ／ＧＰＳシステムを提供し、このシステムは、ス
クリーン上にシンボルで表示される１人以上の他の携帯電話ユーザと、各携帯電話ユーザ
が着目した項目と考える入力されたエンティティと、予め確立された着目した地点（地図
で参照される固定の位置であって、レストラン、ガソリン・スタンド、病院、消防署、軍
事基地、住宅、会社、政府機関、街路の位置などを含む）とを示す地図表示を含む。
【００４４】
　また本発明は、表示されたシンボルのそれぞれの特定の携帯電話番号を有するデータベ
ースを含み、このデータベースはシンボルと、地理的スクリーン上のその位置と、記憶さ
れた電話番号との間の関係を与える。
【００４５】
　また本発明のソフトウエア・プログラムにより、携帯電話１のオペレータは、該当する
スイッチにスタイラスまたは指でタッチするという方法で、表示スクリーン上の電話ユー
ザを表すシンボルの１つにタッチして電話をかけることができる。このとき、ソフトウエ
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関連する携帯電話番号にすぐ電話をかける。これは全て、データベース内の電話を表すシ
ンボルにタッチした後で「ＣＡＬＬ」ソフト・スイッチにタッチするだけで行われる。
【００４６】
　更に、複数の携帯電話ユーザが存在するとき、携帯電話１のオペレータはスタイラスま
たは指を用いて１人以上の携帯電話ユーザのシンボルにタッチした後で「電話会議」と表
示されたソフトウエア・スイッチにタッチする。これによりソフトウエアは、スタイラス
または指でタッチしまたは予め確立された参加者の会議網スイッチを選択することにより
、全ての指定された携帯電話ユーザとの電話会議を開始して実行する。地域内で電話会議
を行う必要のある電話ユーザの数が或る少数より多い場合は、携帯電話による電話会議に
技術的な制限があるので、このシステムは異なるメッセージを送って、遠方の携帯電話に
特定の８００番という会議番号に電話をかけさせる。これにより、より多数の参加者が会
議を行うことができるようになる。このように、設定された数より多くの電話ユーザと電
話会議を行うことをユーザが選択する場合は、ソフトウエアは８００番ソフトウエア・ス
イッチを用いるよう指示する。
【００４７】
　更に、携帯電話１のオペレータは、そのシンボルにタッチした後で該当するソフト・ス
イッチを選択するかまたは該当する呼出し網を選択することにより、テキスト・メッセー
ジや写真やビデオを１人以上の網参加者に送信するようアドレス指定することができる。
【００４８】
　本発明の別の重要な機能は、携帯電話１のオペレータすなわち発呼者がディスプレイ上
のスイッチにタッチすることにより、ＰＤＡシステムを介して、信号およびディジタル・
メッセージ応答を必要とする緊急メッセージを通信網内の全ての携帯電話にまたは地図上
のシンボルで表された指定された携帯電話に送ることができることである。これを受信す
ると遠方の携帯電話内のソフトウエアが作動して、この遠方の携帯電話は、緊急（または
その他の）メッセージがあるのですぐ発呼者に電話をかけるようにという音声メッセージ
を携帯電話のユーザに与える。これは携帯電話１から遠方の携帯電話内のソフトウエアに
メッセージを送ることにより行う。
【００４９】
　要約すると、本発明は、遠方の携帯電話ユーザのシンボルを示す表示スクリーンの位置
にタッチして電話をかけるだけで、１人以上のユーザとデータを交換しまた携帯電話をか
けることができる迅速な方法を提供する。他の機能としては、スタイラスまたは指により
電話会議を行い、遠方から迅速に緊急活動化を行い、また遠方の電話が、種々の予め確立
されたメッセージを音声で告げ、テキストから音声へのソフトウエアを実行し、その音量
レベルを上げ、振動させ、写真を示し、またはビデを示すなどを行うことができるように
する、などがある。
【００５０】
　本発明について、実際的で好ましいと考えられる実施の形態を図示して説明した。しか
し認識されるように、本発明の範囲内であれば、逸脱があってよくまた当業者は明白な変
更を考えることができる。
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