
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文字メッセージ作成機能を有する電話端末を使用して通話相手に前記文字メッセージを
送信可能な電話端末における文字メッセージ通信方法において、
　予め した文字メッセージを送信済みか否か音声通話の終了時に判定し、未送信の場
合には音声通話終了時に前記文字メッセージを追伸文として送信することを特徴とする電
話端末における文字メッセージ通信方法。
【請求項２】
　前記音声通話の終了時に、オペレータが提供する文字メッセージ通信サービスを利用し
て前記文字メッセージを追伸文として送信することを特徴とする請求項１に記載の電話端
末における文字メッセージ通信方法。
【請求項３】
　前記文字メッセージ内に

タイムカウントデータを付加

することを特徴とする請求項１に記載の電話端末における文字メッセージ通信方法。
【請求項４】
　前記文字メッセージとして、発信者氏名、文字メッセージの宛先および文字メッセージ
本文を含むことを特徴とする請求項１、２又は３に記載の電話端末における文字メッセー
ジ通信方法。
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用意

前記文字メッセージが届いてから前記文字メッセージを表示す
るまでの時間を設定する し、前記文字メッセージを受信した
電話端末は、前記タイムカウントデータで設定された時間経過後に前記文字メッセージを
表示



【請求項５】
　信号を通信相手と送受信する送受信部と、文字メッセージを作成する入力部と、文字メ
ッセージを表示する表示部と、文字メッセージを格納するメモリと、全体の動作を制御す
る制御部と、送話および受話するマイクおよびスピーカとを備え、通話相手と通話する前
に前記入力部および前記表示部を使用して文字メッセージを作成して前記メモリに格納し
、前記制御部は、通話終了時に前記文字メッセージが通話相手に送信されていないとき、
追伸文として送信することを特徴とする電話端末における文字メッセージ通信装置。
【請求項６】
　通話相手からの文字メッセージを受信すると、前記表示部に表示すると共に前記スピー
カにより受信を知らせることを特徴とする請求項５に記載の電話端末における文字メッセ
ージ通信装置。
【請求項７】
　前記送受信部にはアンテナが接続され、携帯電話端末であることを特徴とする請求項５
又は６に記載の電話端末における文字メッセージ通信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は電話端末、特に文字メッセージを送受信することが可能である電話端末における
文字メッセージ通信方法および装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
文字メッセージ通信機能を有する電話端末は、音声による通信のみの電話端末に比較して
種々の利点があり、通信手段の幅を広げる。即ち、文字メッセージ通信機能による利点に
は、例えば聴覚障害者にも通信の機会を与え、大きな騒音環境中でも確実に意思を伝達す
ることが可能であり、地名および人名等を正確に相手に伝達可能であり、また同音異語を
確実に識別可能であり、周囲にいる他人に（騒音等の）迷惑をかけることなく通信が可能
であり、また短時間に確実に通信相手への意思伝達又は確認が可能であること等を含む。
【０００３】
文字メッセージ通信機能を有する電話端末に関する又はそれに関連する従来技術は、例え
ば特開平１１－２１５５６８号公報、特開２０００－１３５２７号公報、特開２０００－
２２８４０号公報、特開２０００－７８６５４号公報および特許第２９２６５６２号公報
等に開示されている。例えば、上述した最初の従来技術に開示されるＰＨＳ端末装置の場
合には、音声通話の途中に文字メッセージのやり取りを行うことを目的としている。また
、現在普及している文字メッセージ通信サービスは、音声通話およびデータ通信を行って
いない状態で文字メッセージを送信するのが一般的である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来技術には、次の如き幾つかの解決するべき課題を有する。第１に、音声通話
の途中に文字メッセージを送信するためには、保留を行い、音声通話を一度終了する等、
音声通話を一度中断しなければならない。その理由は、音声通話中に文字メッセージを送
信する際に、基地局の文字メッセージ受信モードへの移行が必要であったり、制御チャネ
ルの変更を伴うため、音声通話と並行して行うことができないからである。第２に、電話
端末利用者が、予め作成した文字メッセージの送信を忘れてしまう場合があることである
。その理由は、文字メッセージエディタで、送信する予定の文字メッセージを予め作成し
ても、通話中に別の話題に関心が集中し、電話端末利用者が予め作成した文字メッセージ
を送信すること自体を忘れてしまう可能性があるためである。
【０００５】
【発明の目的】
従って、本発明の目的は、上述した従来技術の課題を克服する電話端末における文字メッ
セージ通信方法および装置を提供することである。
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【０００６】
【課題解決のための手段】
　本発明の電話端末における文字メッセージ通信方式は、文字メッセージ作成機能を有す
る電話端末を使用して通話相手に文字メッセージを送信可能なものであって、予め し
た文字メッセージを送信済みか否か音声通話の終了時に判定し、未送信の場合には音声通
話終了時（電話端末をネットワークからの切断前）に文字メッセージを追伸文として送信
する。本発明の好適実施形態では、音声通話終了時に、オペレータが提供する文字メッセ
ージ通信サービスを利用して文字メッセージを追伸文として送信する。文字メッセージ内
に
タイムカウントデータを付加

する。また、文字メ
ッセージとして、発信者氏名、文字メッセージの宛先および文字メッセージ本文を含む。
【０００７】
また、本発明の電話端末における文字メッセージ通信装置は、信号を通話相手と送受信す
る送受信部と、文字メッセージを作成する入力部と、文字メッセージを表示する表示部と
、文字メッセージを格納するメモリと、全体の動作を制御する制御部と、送話および受話
するマイクおよびスピーカとを備え、通話相手と通話する前に入力部および表示部を使用
して文字メッセージを作成してメモリに格納し、制御部は、通話終了時に文字メッセージ
が通話相手に送信されていないとき、追伸文として送信する。好適実施形態によると、通
話相手から文字メッセージを受信すると、表示部に表示すると共にスピーカにより受信を
知らせる。また、送受信部には、アンテナが接続され、携帯電話端末である。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による電話端末における文字メッセージ通信方法および装置の好適実施形態
の構成および動作を、添付図を参照して詳細に説明する。
【０００９】
先ず、図１は、本発明による電話端末における文字メッセージ通信装置（以下、単に電話
端末という場合もある）の好適実施形態の構成を示すブロック図である。この電話端末は
、制御部１、送信部２、受信部３、表示部４、入力部５、マイク６、スピーカ７、メモリ
８およびアンテナ９より構成される。制御部１は、送信部２、受信部３、表示部４、スピ
ーカ７およびメモリ８に接続されている。また、入力部５およびマイク６は、制御部１に
接続されている。更に、アンテナ９は、送信部２および受信部３に接続されている。
【００１０】
この電話端末の利用者は、制御部１、送信部２、受信部３、マイク６およびスピーカ７を
用いて、通信相手と音声通話を行う。メモリ８には、電話帳機能を有し、音声通話後に文
字メッセージを「追伸文」として送出される、利用者により予め登録された文字メッセー
ジ本文が関連付けられて格納されている。これらの登録されたデータの格納形式の１例を
図６に示す。即ち、図６に例示する如く、「名前」（通信相手）６１、「文字メッセージ
宛先（電話番号）」６２および「文字メッセージ本文」６３より構成される。
【００１１】
利用者によって音声通話を終了する操作を行った際に、電話端末がネットワークから切断
される前に、制御部１は、メモリ８を参照する。そして、音声通話を行っていた通信相手
に対する文字メッセージがあるか否かを判断する。この通信相手に対する文字メッセージ
がある場合には、これを「追伸文」として送出する（ＤＴＭＦ、データ通信等の直接端末
同士が文字メッセージを送出するか又はショートメッセージサービス、 e‐ mail等のオペ
レータが提供する文字メッセージ機能を利用する）。通信相手から発呼された場合には、
この通信相手に対する文字メッセージがメモリ８内にあるか否かは、受信部３および制御
部１によって検出される通信相手の発信者番号通知を利用して判断される。一方、この文
字メッセージ通知電話端末の利用者が通信相手に対して発呼した場合には、リダイヤル機
能に使用するために、メモリ８に格納される通信相手の電話番号を用いて、通信相手に対
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前記文字メッセージが届いてから前記文字メッセージを表示するまでの時間を設定する
し、前記文字メッセージを受信した電話端末は、前記タイム

カウントデータで設定された時間経過後に前記文字メッセージを表示



する文字メッセージの有無が判断される。これによって利用者により音声通話を終了する
操作を行った際に、電話端末がネットワークから切断される前に、「追伸文」として文字
メッセージを送出又は送信することが可能となる。
【００１２】
図１を参照して本発明の電話端末を詳細に説明する。図１に示す実施形態は、電話端末が
携帯電話端末の場合の例である。制御部１は、情報処理機能および通信機能等を含む電話
端末全体を制御する。送信部２は、アンテナ９を介して信号を通話相手端末に送信する。
受信部３は、通信相手電話端末からの通信を、アンテナ９を介して受信する。メモリ８は
、利用者情報、電話帳、文字メッセージおよび文字メッセージの宛先等を格納する。表示
部４は、情報を表示するＬＥＤ又は液晶表示パネル等の表示装置である。入力部５は、電
話番号および文字等（即ち、文字メッセージ）の入力を行う。マイク６は、利用者の音声
を入力する。スピーカ７は、通話相手の音声出力や着信音（アラーム又は警報）を鳴らす
。利用者が音声通話を終了する操作を行った際に、この電話端末がネットワークから切断
される前に、文字メッセージを付加する「追伸文機能」を実現する。
【００１３】
制御部１は、送信部２および受信部３を介して通信相手との送受信（通信）を行う。制御
部１が着信を検出したとき、通信相手が発信者番号通知を設定している場合には、制御部
１は「発信者番号通知機能」により通信相手の電話番号を取得する。一方、この電話端末
の利用者が発呼した場合には、制御部１は、リダイアル機能（発信履歴）のためにメモリ
８に格納している通話相手の電話番号を取得する。制御部１が取得した通信相手の電話番
号は、通話終了時に、現在通話している通信相手が「追伸文」となる文字メッセージを送
るべき相手か否かを確認するために使用される。また、オペレータが提供する文字メッセ
ージ送信サービスを使用して、「追伸文」となる文字メッセージを送信する場合には、宛
先として利用される。
【００１４】
次に、文字メッセージ通信を行うことができる電話端末において、音声通話が終了する際
に、文字メッセージを「追伸文」として送信する本発明の電話端末の動作を、図２乃至図
５を参照して説明する。本発明において、電話端末同士の文字通信は、ＤＴＭＦ（ Dual　
Tone　 Multi-Frequency：二重トーン多重周波数）等の音声又はデータ通信でもよい。ま
た、通信相手を特定するために、発信者番号通知は必須である。
【００１５】
先ず、図２のフローチャートにおいて、音声通話を行う前に、「追伸文」として送信する
文字メッセージを作成する（ステップＥ１）。この作成された文字メッセージおよび通信
相手を、電話端末の利用者は、入力部５を用いて登録する（ステップＥ２）。次に、作成
した文字メッセージを直ちに送信するか否か判定する（ステップＥ３）。文字メッセージ
を作成、登録後直ちに送信してしまう場合（ステップＥ３：ＹＥＳ）には、制御部１は、
通常オペレータにより提供される文字メッセージ送信サービスを使用して、文字メッセー
ジを送信し（ステップＥ４）、本発明による「追伸文機能」を使用しないで終了する（ス
テップＥ５）。文字メッセージを作成、登録後直ちに送信しない場合（ステップＥ３：Ｎ
ｏ）には、制御部１は、本発明による「追伸文機能」を使用する。そのために、メモリ８
内の電話帳に関連付けて、文字メッセージおよび通信相手を、例えば図６に示す如く、メ
モリ８に格納し（ステップＥ６）、終了する（ステップＥ７）。
【００１６】
次に、図３のフローチャートを参照して音声通話終了時の文字メッセージ送信処理（ステ
ップＭ１）又は動作を説明する。文字メッセージおよび通信相手を登録後、電話端末利用
者は通信相手と音声通話、即ち発呼および着呼による音声通話処理を行う（ステップＭ２
）。次いで、通話相手が音声通話終了の要求をしてきたか判定する（ステップＭ３）。通
信相手から音声通話終了の要求を行ってきた場合（ステップＭ３：ＹＥＳ）には、制御部
１は文字メッセージ送信処理を行う（ステップＭ６、図４ステップＴ１）。尚、この文字
メッセージ送信処理は、図４のステップＴ１を参照して後述する。通信相手が音声通話終
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了の要求をしなかった場合（ステップＭ３：ＮＯ）には、音声通話を終了するか否か判定
する（ステップＭ４）。音声通話を終了する場合（ステップＭ４：ＹＥＳ）には、文字メ
ッセージ受信処理を行う（ステップＭ５）。尚、この文字メッセージ受信処理については
、図５のステップＲ１を参照して後述する。また、音声通話を終了しない場合（ステップ
Ｍ４：ＮＯ）には、上述したステップＭ２へ戻る。
【００１７】
次に、図４を参照して、文字メッセージ送信処理（ステップＴ１）を説明する。制御部１
は送信する文字メッセージがメモリ８に格納されている場合（ステップＴ２：ＹＥＳ）、
音声通話終了の要求を行ってきた通話相手端末に対して、文字メッセージがあることを通
知する（ステップＴ３）。この通知に対して、通話相手端末から文字メッセージ受信準備
ＯＫの通知の有無を判定する（ステップＴ４）。通話相手端末から文字メッセージ受信準
備に関する反応が無い場合（ステップＴ４：反応無し）、通話相手端末は本発明の「追伸
文機能」をサポートしていないので、制御部１は文字メッセージ送信処理を終了して、音
声通話を終了する（ステップＴ８）。通話相手端末から文字メッセージ受信準備ＮＧの通
知の場合（ステップＴ４：ＮＯ）には、通話相手端末が、何らかの理由で文字メッセージ
を受け取れない場合である。そこで、制御部１は通話相手端末に対して文字メッセージ送
信処理を行わずに、自端末が既に文字メッセージの受信を行ったかどうか判定し（ステッ
プＴ６）、既に文字メッセージの受信を行った場合（ステップＴ６：ＹＥＳ）には、文字
メッセージ送信処理を終了して、音声通話を終了する（ステップＴ８）。未だ、文字メッ
セージの受信を行っていない場合（ステップＴ６：ＮＯ）は、通話相手端末からの「追伸
文」の文字メッセージを受信するために、文字メッセージ受信処理を行う（ステップＴ７
）。制御部１が通信相手端末に対して文字メッセージを送ることを通知した後（ステップ
Ｔ４）、通信相手端末が文字メッセージの受信ＯＫの通知を行ってきた場合（ステップＴ
４：ＹＥＳ）、制御部１は文字メッセージの送信処理を行い（ステップＴ５）、これを終
えた後、自端末が文字メッセージ受信を既に行ったかどうかを判定する（ステップＴ６）
。自端末が既に文字メッセージの受信を行った場合には、制御部１は文字メッセージ送信
処理を終了して、音声通話を終了する（ステップＴ８）。未だ、文字メッセージの受信を
行っていない場合は、通話相手端末からの「追伸文」の文字メッセージを受信するために
、制御部１は文字メッセージ受信処理を行う（ステップＴ７）。送信する文字メッセージ
がメモリ８に格納されていない場合（ステップＴ２：ＮＯ）音声通話終了の要求を行って
きた通話相手端末に対して、文字メッセージが無いことを通知し（ステップＴ９）、通話
相手端末に対して文字メッセージ送信処理を行わずに、自端末が既に文字メッセージの受
信を行ったかどうか判定し（ステップＴ６）、既に文字メッセージの受信を行った場合に
は、文字メッセージ送信処理を終了して、音声通話を終了する（ステップＴ８）。未だ、
文字メッセージの受信を行っていない場合は、通話相手端末からの「追伸文」の文字メッ
セージを受信するために、文字メッセージ受信処理を行う（ステップＴ７）。尚、文字メ
ッセージ受信処理は、図５のステップＲ１を参照して後述する。
【００１８】
　次に、図５のフローチャートを参照して、文字メッセージ受信処理（ステップＲ１）を
説明する。通話相手端末から文字メッセージがあるか否かを判定する（ステップＲ２）。
通話相手端末からの反応がない場合（ステップＲ２：反応無し）、通話相手端末が、本発
明の「追伸文機能」をサポートしていないので、文字メッセージ受信処理を終了して、音
声通話を終了する（ステップＲ７）。通話相手端末から文字メッセージが無いとの通知が
あった場合（ステップＲ２：ＮＯ）には、制御部１は文字メッセージの受信処理を行うこ
となく、自端末が既に文字メッセージの送信が行ったかどうか判定し（ステップＲ５）、
既に文字メッセージの送信を行った場合には、文字メッセージ受信処理を終了して、音声
通話を終了する（ステップＲ７）。未だ、文字メッセージの送信を行っていない場合は、
通話相手端末に対して「追伸文」の文字メッセージを送信するために、文字メッセージ送
信処理を行う（ステップＲ６）。通話相手端末から文字メッセージがあるとの通知があっ
た場合（ステップＲ２：ＹＥＳ）には、制御部１は、文字メッセージ受信ＯＫを通知した
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後（ステップＲ３）、通話相手端末から「追伸文」の文字メッセージの受信処理を行う（
ステップＲ４）。文字メッセージの受信処理後、制御部１は自端末が既に文字メッセージ
の送信 行ったかどうか判定し（ステップＲ５）、既に文字メッセージの送信を行った場
合には、文字メッセージ受信処理を終了して、音声通話を終了する（ステップＲ７）。未
だ、文字メッセージの送信を行っていない場合は、通話相手端末に対して「追伸文」の文
字メッセージを送信するために、文字メッセージ送信処理を行う（ステップＲ６）。
【００１９】
次に、本発明による電話端末における文字メッセージ通信方法の他の実施形態を、図７お
よび図８を参照して説明する。図７は、本発明の第２実施形態の動作を示すフローチャー
トである。上述の好適実施形態では、利用者が音声通話の終了操作を行った際に、電話端
末がネットワークから切断される前に「追伸文」の文字メッセージを通話相手端末と送受
信する例を紹介したが、この第２実施形態では、完全に通話が終了した直後に、制御部１
が、通信オペレータが提供している文字メッセージ送信サービスを利用して「追伸文」送
信を行う。
【００２０】
音声通話前に、図６に示す如く、メモリ８内に「追伸文」の文字メッセージおよび「追伸
文」を送付する通話相手端末を登録するのは好適実施形態と同様である。しかし、これに
加えて、メモリ８内に通信オペレータが提供している文字メッセージ送信サービスの操作
方法が登録されている。そして、制御部１がこれに従って文字メッセージを、音声通話を
行っていた通話相手端末に送信することにより「追伸文」の送信を実現する。音声通話を
行っていた相手は、発信者番号通知（通信相手から通話してきた場合）およびリダイアル
機能（発信履歴）によって通話相手端末の電話番号により判別される。
【００２１】
以下、図７のフローチャートを参照して詳細に説明する。先ず、この追伸文送出処理シー
ケンスを開始する（ステップＡ１）。そして、音声通話処理を行う（ステップＡ２）。次
に、音声通話が終了したか否か判定する（ステップＡ３）。音声通話処理が終了した場合
（ステップＡ３：ＹＥＳ）には、音声通話処理を終了する（ステップＡ４）。メモリ８に
格納されている、通信オペレータが提供する文字メッセージ通信サービスへの接続方法に
従い、サービスセンターへアクセスする（ステップＡ５）。このアクセス後、文字メッセ
ージを送出（ステップＡ６）して「追伸文」の送出処理を終了する（ステップＡ７）。以
上の手順により、通話終了後に、オペレータの提供する文字メッセージ通信により追伸文
機能を提供することが可能となる。尚、ステップＡ３で、音声通話が終了していない場合
（ステップＡ３：ＮＯ）には、上述したステップＡ２に戻る。
【００２２】
次に、図８のフローチャートを参照して、本発明の第３実施形態を説明する。この第３実
施形態では、文字メッセージが届いてから表示するまでの時間を設定できる電話端末の例
を説明する。この第３実施形態では、文字メッセージ内にメッセージが届いてから、制御
部１が表示部４を使用して文字メッセージを表示するまでの時間を設定するタイムカウン
トデータを付加することを特徴とする。
【００２３】
図８のフローチャートを参照して説明する。先ず、この処理シーケンスを開始する（ステ
ップＢ１）。制御部１は、通話相手端末から届けられた文字メッセージに含まれているタ
イムカウントデータを取得する（ステップＢ２）。そして、制御部１に装備されているタ
イマに合わせてタイムカウント減算処理を行う（ステップＢ３）。次に、タイムカウント
が０か否か判定する（ステップＢ４）。タイムカウント変数が０でない場合（ステップＢ
４：ＮＯ）には、制御部１は、ステップＢ３に戻り上述した減算処理を継続する。タイム
カウント変数が減算処理によって０になった場合（ステップＢ４：ＹＥＳ）には、制御部
１は、表示部４を使用して通話相手端末により送信された文字メッセージを表示する（ス
テップＢ５）。このとき、表示部４へのメッセージ表示に加えて、文字メッセージを表示
していることをスピーカ７によって利用者に知らせる警告をするのが好ましい。以上の処
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理により、通話相手端末が送信した文字メッセージが届けられてから表示するまでを、設
定できる電話端末が得られる。
【００２４】
以上、本発明の電話端末における文字メッセージ送信方法および装置の幾つかの実施形態
の構成および動作を詳述した。しかし、斯かる実施形態は、本発明の単なる例示に過ぎず
、何ら本発明を限定するものではないと理解するべきである。本発明の要旨を逸脱するこ
となく、特定用途に応じて種々の変形変更が可能であること、当業者には容易に理解でき
よう。
【００２５】
【発明の効果】
以上の説明から理解される如く、本発明の電話端末における文字メッセージ送信方法およ
び装置によると、次の如き種々の実用上顕著な効果が得られる。第１に、通話前に予め入
力しておいた文字メッセージの追伸文により、通話により相手に伝えようとしていた話の
内容を忘れることなく確実に通話相手端末に伝えることができる。その理由は、通話前に
予め追伸文を作成しておくことが可能であるため、通話終了後に文字メッセージにより通
話相手端末に、この追伸文を伝達することが可能であるからである。
【００２６】
第２に、音声通話に対する署名（名前、連絡先等を付加する、電子メールの署名機能と同
様のもの）として利用することにより、通話相手端末に自分の連絡先を確実に伝達するこ
とが可能である。その理由は、音声による情報の伝達は、誤りを含む又は通話相手に誤解
される場合があるが、文字メッセージによる伝達を付加することにより、誤解を減少させ
ることが可能であるからである。文字メッセージを署名又は確認として利用することによ
り、通話相手が連絡先を聞き漏らした場合又は手元でメモすることができない場合（特に
屋外を歩行中又は車両の運転中）にも対処可能であるからである。
【００２７】
第３に、宣伝広告に使用可能である。その理由は、企業が使用する電話端末を本発明によ
る電話端末とすることにより、追伸文に、ＰＲおよびＣＭを付加することが可能であるか
らである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による文字メッセージ送信機能付き携帯電話端末の構成を示すブロック図
である。
【図２】図１に示す携帯電話端末による文字メッセージ作成シーケンスを示すフローチャ
ートである。
【図３】図１に示す携帯電話端末による音声通話終了時の文字メッセージ送信処理シーケ
ンスを示すフローチャートである。
【図４】図３に示す文字メッセージ送信処理シーケンスの詳細フローチャートである。
【図５】図４に示す文字メッセージ受信処理シーケンスの詳細フローチャートである。
【図６】図１に示す携帯電話端末により作成した文字メッセージである追伸文の例である
。
【図７】本発明の電話端末における文字メッセージ送信方法の他の実施形態を示すフロー
チャートである。
【図８】本発明の電話端末における文字メッセージ送信方法の更に他の実施形態を示すフ
ローチャートである。
【符号の説明】
１　　　　　制御部
２、３　　　送受信部
４　　　　　表示部
５　　　　　入力部
７　　　　　スピーカ
８　　　　　メモリ
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６１～６３　文字メッセージ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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