
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一つの端末で複数回線の通信が可能な多重通信を用いて他の端末との通信を行う情報端
末装置であって、
　未フック時及び通話中のいずれかにおける相手端末からの伝言 記録 伝言・記録サ
ービスを実行する手段と、他の端末との通話中に別の端末との通話を 割込み通話サー
ビスを実行する手段とを有
　

することを特徴とする情報端末装置。
【請求項２】
　一つの端末で複数回線の通信が可能なマルチコール機能を持ちかつ前記他の端末との通
信を符号分割多元接続方式を用いて行う携帯電話端末であることを特徴とする請求項１記
載の情報端末装置。
【請求項３】
　前記伝言・記録サービスを実行する手段は、相手端末からの伝言 録音 音声伝言・
録音サービスを実行するようにしたことを特徴とする請求項２記載の情報端末装置。
【請求項４】
　前記伝言・記録サービスを実行する手段は、前記音声伝言・録音サービスの案内を音声
にて通知する 音声発生手段と、前記相手端末からの伝言を録音する 録音手段
と、前記マルチコール機能による複数の端末からの通話状況に応じて前記複数の端末のい
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意に設定可能と

を する

複数の 複数の



ずれかからの音声信号を前記 録音手段 に入力する手段とを含むことを特
徴とする請求項３記載の情報端末装置。
【請求項５】
　前記伝言・記録サービスを実行する手段は、前記複数の端末のうちの通話中の端末を除
く全ての端末からの音声信号を前記 録音手段に録音 としたことを特徴とする請
求項４記載の情報端末装置。
【請求項６】
　前記伝言・記録サービスを実行する手段は、前記複数の端末のうちの通話中の端末を除
く全ての端末からデータ通信にて送られてくる音声信号を記録 としたことを特徴とす
る請求項１から請求項５のいずれか記載の情報端末装置。
【請求項７】
　前記伝言・記録サービスを実行する手段は、相手端末からの伝言及び画像 記録 伝
言・録音録画サービスを実行するようにしたことを特徴とする請求項１または請求項２記
載の情報端末装置。
【請求項８】
　前記伝言・記録サービスを実行する手段は、前記伝言・録音録画サービスの案内を音声
にて通知する 音声発生手段と、前記相手端末からの伝言及び画像を記録する
記録手段と、前記複数の端末からの通話状況に応じて前記複数の端末のいずれかからの伝
言及び画像を前記 記録手段 に入力する手段とを含むことを特徴とする請
求項７記載の情報端末装置。
【請求項９】
　前記伝言・記録サービスを実行する手段は、前記複数の端末のうちの通話中の端末を除
く全ての端末からの伝言及び画像を前記 記録手段に記録 としたことを特徴とす
る請求項８記載の情報端末装置。
【請求項１０】
　前記割込み通話サービスを実行する手段は、通話中の端末に当該通話の保留を通知する
手段と、前記通話中の端末との通話を新たに着信した端末との通話に切替える手段とを含
むことを特徴とする請求項１から請求項９のいずれか記載の情報端末装置。
【請求項１１】
　前記通話の保留を通知する手段は、音声メッセージ及び特定のトーンのいずれかで前記
通話の保留を通知するようにしたことを特徴とする請求項１０記載の情報端末装置。
【請求項１２】
　複数の端末間での通話を 複数者通話サービスを実行する手段を含
　

ことを特徴とする請求項１から請求項１１
のいずれか記載の情報端末装置。
【請求項１３】
　前記複数者通話サービスを実行する手段は、複数の端末からの音声信号を合成する第１
の合成手段と、前記複数の端末のうちの発信先の端末を除く全ての端末からの音声信号と
自端末から発信する音声信号とを合成する複数の第２の合成手段とを含むことを特徴とす
る請求項１２記載の情報端末装置。
【請求項１４】
　複数の端末間での音声及び画像の通信を 複数者会議サービスを実行する手段を含

　
ことを特徴とする請求項１から請求項１１

のいずれか記載の情報端末装置。
【請求項１５】
　前記複数者会議サービスを実行する手段は、複数の端末からの音声及び画像を合成する
第１の合成手段と、前記複数の端末のうちの発信先の端末を除く全ての端末からの音声及
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行う み、
前記伝言・記録サービスと前記割込み通話サービスと前記複数者通話サービスとの切替

え及び組合せを端末側で任意に設定可能とする

行う み
、

前記伝言・記録サービスと前記割込み通話サービスと前記複数者会議サービスとの切替
え及び組合せを端末側で任意に設定可能とする



び画像と自端末から発信する音声及び画像とを合成する複数の第２の合成手段とを含むこ
とを特徴とする請求項１４記載の情報端末装置。
【請求項１６】
　一つの端末で複数回線の通信が可能な多重通信を用いて他の端末との通信を行う情報端
末装置であって、
　未フック時及び通話中のいずれかにおける相手端末からの伝言 記録 伝言・記録サ
ービスを実行する手段と、複数の端末間での通話を 複数者通話サービスを実行する手
段とを有
　

することを特徴とする情報端末装置。
【請求項１７】
　一つの端末で複数回線の通信が可能な多重通信を用いて他の端末との通信を行う情報端
末装置 通信方法であって、
　 未フック時及び通話中のいずれかにおける相手端末からの伝言
記録 伝言・記録サービスを実行するステップと、他の端末との通話中に別の端末との
通話を 割込み通話サービスを実行するステップとを
　

することを特徴とする通信方法。
【請求項１８】
　一つの端末で複数回線の通信が可能なマルチコール機能を持ちかつ前記他の端末との通
信を符号分割多元接続方式を用いて行う携帯電話端末に用いるようにしたことを特徴とす
る請求項１７記載の通信方法。
【請求項１９】
　 前記伝言・記録サービスを実行するステップ 、相手端末
からの伝言 録音 音声伝言・録音サービスを実行するようにしたことを特徴とする請
求項１８記載の通信方法。
【請求項２０】
　 前記伝言・記録サービスを実行するステップ 、前記音声
伝言・録音サービスの案内を 音声発生手段からの音声にて通知するステップ、前記
相手端末からの伝言を 録音手段に録音するステップとを
　前記マルチコール機能による複数の端末からの通話状況に応じて前記複数の端末のいず
れかからの音声信号を前記 録音手段 に入力するようにしたことを特徴と
する請求項１９記載の通信方法。
【請求項２１】
　 前記伝言・記録サービスを実行するステップ 、前記複数
の端末のうちの通話中の端末を除く全ての端末からの音声信号を前記 録音手段に録
音 としたことを特徴とする請求項２０記載の通信方法。
【請求項２２】
　 前記伝言・記録サービスを実行するステップ 、前記複数
の端末のうちの通話中の端末を除く全ての端末からデータ通信にて送られてくる音声信号
を記録 としたことを特徴とする請求項１７から請求項２１のいずれか記載の通信方法
。
【請求項２３】
　 前記伝言・記録サービスを実行するステップ 、相手端末
からの伝言及び画像 記録 伝言・録音録画サービスを実行するようにしたことを特徴
とする請求項１７または請求項１８記載の通信方法。
【請求項２４】
　 前記伝言・記録サービスを実行するステップ 、前記伝言
・録音録画サービスの案内を 音声発生手段からの音声にて通知するステップと、前
記相手端末からの伝言及び画像を 記録手段に記録するステップとを含み、前記複数
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の端末からの通話状況に応じて前記複数の端末のいずれかからの伝言及び画像を前記
記録手段 に入力するようにしたことを特徴とする請求項２３記載の通信方法

。
【請求項２５】
　 前記伝言・記録サービスを実行するステップ 、前記複数
の端末のうちの通話中の端末を除く全ての端末からの伝言及び画像を前記 記録手段
に記録 としたことを特徴とする請求項２４記載の通信方法。
【請求項２６】
　 前記割込み通話サービスを実行するステップ 、通話中の
端末に当該通話の保留を通知するステップと、前記通話中の端末との通話を新たに着信し
た端末との通話に切替えるステップとを含むことを特徴とする請求項１７から請求項２５
のいずれか記載の通信方法。
【請求項２７】
　 前記通話の保留を通知するステップ 、音声メッセージ及
び特定のトーンのいずれかで前記通話の保留を通知するようにしたことを特徴とする請求
項２６記載の通信方法。
【請求項２８】
　 複数の端末間での通話を自在とする複数者通話サービスを実行す
るステップを
　

ことを特徴とする請求項１７から請求項２
７のいずれか記載の通信方法。
【請求項２９】
　 前記複数者通話サービスを実行するステップ 、複数の端
末からの音声信号を第１の合成手段で合成し、前記複数の端末のうちの発信先の端末を除
く全ての端末からの音声信号と自端末から発信する音声信号とを複数の第２の合成手段の
うちの対応する合成手段で合成するようにしたことを特徴とする請求項２８記載の通信方
法。
【請求項３０】
　 複数の端末間での音声及び画像の通信を自在とする複数者会議サ
ービスを実行するステップを
　

ことを特徴とする請求項１７から請求項２
７のいずれか記載の通信方法。
【請求項３１】
　 前記複数者会議サービス において、複数の端
末からの音声及び画像を第１の合成手段で合成し、前記複数の端末のうちの発信先の端末
を除く全ての端末からの音声及び画像と自端末から発信する音声及び画像とを複数の第２
の合成手段のうちの対応する合成手段で合成するようにしたことを特徴とする請求項３０
記載の通信方法。
【請求項３２】
　一つの端末で複数回線の通信が可能な多重通信を用いて他の端末との通信を行う情報端
末装置 通信方法であって、
　 未フック時及び通話中のいずれかにおける相手端末からの伝言
記録 伝言・記録サービスを実行するステップと、複数の端末間での通話を 複数者
通話サービスを実行するステップとを
　

することを特徴とする通信方法。
【請求項３３】
　一つの端末で複数回線の通信が可能な多重通信を用いて他の端末との通信を行う情報端
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末装置 プログラムであって、
　未フック時及び通話中のいずれかにおける相手端末からの伝言の記録を自在とする伝言
・記録サービスを実行する処理と、他の端末との通話中に別の端末との通話を自在とする
割込み通話サービスを実行する処理とを
　

プログラム。
【請求項３４】
　 端末間での通話を自在とする複数者通話サービスを実行する処理を
　

ことを特徴とする請求項３３記載のプログ
ラム。
【請求項３５】
　一つの端末で複数回線の通信が可能な多重通信を用いて他の端末との通信を行う情報端
末装置 プログラムであって、
　未フック時及び通話中のいずれかにおける相手端末からの伝言 記録 伝言・記録サ
ービスを実行する処理と、複数の端末間での通話を 複数者通話サービスを実行する処
理とを
　

プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は情報端末装置及びそれに用いる通信方法並びにそのプログラムに関し、特に無線
や有線にて通信網に接続される携帯電話端末や電話端末等を含む情報端末装置への各種サ
ービスの提供に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、携帯電話端末等を含む電話端末においては、未フック時や通話時の音声伝言・録音
サービス、割込み通話サービス、三者通話サービス等の各種サービスが提供されている。
【０００３】
ここで、割込み通話サービスとは、通話中に第三者から着信した場合に、それまでの通話
相手との間を一時保留状態とし、第三者との通話に切替えるサービスである。三者通話と
は通話中に新たに別の人を呼び出して三人での通話を可能とするサービスである。
【０００４】
上記の各種サービスは、例えば、図７に示すような場合、移動局Ｄ１と移動局Ｄ２との通
話中に間で新たに移動局Ｄ３を呼び出して、移動局Ｄ１～Ｄ３で三者通話サービスを行う
際に、移動局Ｄ１から基地局Ｃ１、基地局制御局Ｂ１、交換機Ａ、基地局制御局Ｂ３、基
地局Ｃ３、移動局Ｄ３という経路を通って、移動局Ｄ１と移動局Ｄ３との間の呼接続が行
われる。
【０００５】
この場合、移動局Ｄ１が三者通話サービスを契約していれば、交換機Ａは移動局Ｄ１に移
動局Ｄ２，Ｄ３の音声を、移動局Ｄ２に移動局Ｄ１，Ｄ３の音声を、移動局Ｄ３に移動局
Ｄ１，Ｄ２の音声をそれぞれ送るように処理を行うので、移動局Ｄ１～Ｄ３での相互の通
話が行われる。尚、音声伝言・録音サービスや割込み通話サービスについても、移動局Ｄ
１～Ｄ３がそれらのサービスを契約していれば、交換機Ａによる処理でそれらのサービス
が提供される。
【０００６】
これに対し、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）におけ
る割込み通話サービス等を、交換機での処理を行うことなく、実現する方法が特開平１１
－２５２２５３号公報や特開２０００－１６５５２０号公報に開示されている。
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【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来の電話端末では、音声伝言・録音サービス、割込み通話サービス、三者通話
サービス等の各種サービスの提供がネットワーク側の回線交換によって実現されているの
で、ネットワーク構成が複雑になるとともに、ネットワーク側の回線交換処理に負荷がか
かってしまう。
【０００８】
また、電話端末側では上記の各種サービスを利用するに際して、利用するサービスの設定
を通信キャリアに対して依頼する必要があり、サービス毎に月額使用料等を支払わなけれ
ばならない。
【０００９】
一方、上記公報記載の技術では、交換機での処理を行うことなく、ＰＨＳにおける割込み
通話サービスを実現しているが、これはＰＨＳが１台の移動端末から複数の無線基地局に
アクセス可能であるという特徴を利用したものであり、割込み通話サービスにて一方の呼
を保留にして他方の呼と接続すると、１台の移動端末で２回線が占有されてしまうことと
なる。
【００１０】
そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、占有回線を増やすことなく、サービス実
施時の呼接続プロセスの簡略化や回線交換における負荷の軽減を図ることができ、通信キ
ャリアに対する利用サービスの設定依頼やサービス毎の月額使用料等の支払いを不要とす
ることができる情報端末装置及びそれに用いる通信方法並びにそのプログラムを提供する
ことにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明による情報端末装置は、一つの端末で複数回線の通信が可能な多重通信を用いて
他の端末との通信を行う情報端末装置であって、
　未フック時及び通話中のいずれかにおける相手端末からの伝言 記録 伝言・記録サ
ービスを実行する手段と、他の端末との通話中に別の端末との通話を 割込み通話サー
ビスを実行する手段とを備え
　

ている。
【００１２】
　本発明による他の情報端末装置は、上記の構成のほかに、複数の端末間での通話を
複数者通話サービスを実行する手段を具備し
　

ている。
【００１３】
　本発明による別の情報端末装置は、一つの端末で複数回線の通信が可能な多重通信を用
いて他の端末との通信を行う情報端末装置であって、
　未フック時及び通話中のいずれかにおける相手端末からの伝言 記録 伝言・記録サ
ービスを実行する手段と、複数の端末間での通話を 複数者通話サービスを実行する手
段とを備え
　

ている。
【００１４】
　本発明による通信方法は、一つの端末で複数回線の通信が可能な多重通信を用いて他の
端末との通信を行う情報端末装置 通信方法であって、
　 未フック時及び通話中のいずれかにおける相手端末からの伝言
記録 伝言・記録サービスを実行するステップと、他の端末との通話中に別の端末との
通話を 割込み通話サービスを実行するステップとを
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を する
行う

、
前記伝言・記録サービス及び前記割込み通話サービスの切替え及び組合せを端末側で任

意に設定可能とし

行う
、

前記伝言・記録サービスと前記割込み通話サービスと前記複数者通話サービスとの切替
え及び組合せを端末側で任意に設定可能とし

を する
行う

、
前記伝言・記録サービス及び前記複数者通話サービスの切替え及び組合せを端末側で任

意に設定可能とし

に用いる
前記情報端末装置が、 を

する
行う 実行し、



　
ている。

【００１５】
　本発明による他の通信方法は、 上記のステップのほかに、複数の
端末間での通話を自在とする複数者通話サービスを実行するステップを
　

ている。
【００１６】
　本発明による別の通信方法は、一つの端末で複数回線の通信が可能な多重通信を用いて
他の端末との通信を行う情報端末装置 通信方法であって、
　 未フック時及び通話中のいずれかにおける相手端末からの伝言
記録 伝言・記録サービスを実行するステップと、複数の端末間での通話を 複数者
通話サービスを実行するステップとを
　

ている。
【００１７】
　本発明 は、一つの端末で複数回線の通信が可能な多重通信を用いて他
の端末との通信を行う情報端末装置 プログラムであって、
　未フック時及び通話中のいずれかにおける相手端末からの伝言の記録を自在とする伝言
・記録サービスを実行する処理と、他の端末との通話中に別の端末との通話を自在とする
割込み通話サービスを実行する処理とを
　

ている。
【００１８】
　本発明 は、上記の処理のほかに、 端末間での通話を自在と
する複数者通話サービスを実行する処理を
　

ている。
【００１９】
　本発明 は、一つの端末で複数回線の通信が可能な多重通信を用い
て他の端末との通信を行う情報端末装置 プログラムであっ
て、
　未フック時及び通話中のいずれかにおける相手端末からの伝言 記録 伝言・記録サ
ービスを実行する処理と、複数の端末間での通話を 複数者通話サービスを実行する処
理とを
　

ている。
【００２０】
すなわち、本発明の情報端末装置は、一つの端末で複数回線の通信を行うことができるマ
ルチコール機能等の多重通信を可能とする通信システムにおいて、ネットワーク側の設備
に頼ることなく、未フック時または通話中の音声伝言・録音サービス、割込み通話サービ
ス、複数者通話サービス等の各種サービスを端末だけで、しかも占有回線を増やすことな
く、実現可能としている。この場合、交換機や基地局では同じ端末への重複する発呼をビ
ジーとすることなく、そのまま端末に送るように構成するだけでよい。
【００２１】
これによって、ユーザがこれらの各種サービスの設定を通信キャリアに対して依頼する必
要がなくなり、例えば各種サービス各々にそれぞれ付随する月額使用料等の支払いが不要
となる。
【００２２】
また、各種サービス各々の切替えや組合せを端末側で任意に設定可能となるので、端末の
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前記伝言・記録サービス及び前記割込み通話サービスの切替え及び組合せを端末側で任
意に設定可能とし

前記情報端末装置が、
実行し、

前記伝言・記録サービスと前記割込み通話サービスと前記複数者通話サービスとの切替
え及び組合せを端末側で任意に設定可能とし

に用いる
前記情報端末装置が、 を

する 行う
実行し、

前記伝言・記録サービス及び前記複数者通話サービスの切替え及び組合せを端末側で任
意に設定可能とし

によるプログラム
内のコンピュータに実行させる

含み、
前記伝言・記録サービス及び前記割込み通話サービスの切替え及び組合せを端末側で任

意に設定可能とし

による他のプログラム 複数の
含み、

前記伝言・記録サービスと前記割込み通話サービスと前記複数者通話サービスとの切替
え及び組合せを端末側で任意に設定可能とし

による別のプログラム
内のコンピュータに実行させる

を する
行う

含み、
前記伝言・記録サービス及び前記複数者通話サービスの切替え及び組合せを端末側で任

意に設定可能とし



付加価値が高まるとともに、これらの機能をネットワーク側から端末側に移動することに
よって、サービス実施時の呼接続プロセスを簡略化し、ユーザの要求による設定変更等の
煩雑な処理がなくなることから、ネットワーク構築・保守のコストパフォーマンスも高く
なる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図１は本発明の実施の形態
による情報端末装置の構成を示すブロック図である。図１において、本発明の実施の形態
による情報端末装置は受信・復調・デコーダ部１１と、音声ミキサ部１２～１４と、レシ
ーバ（スピーカ）１５と、録音部１６，１７と、分配器１８と、マイク１９と、音声発生
器２０，２１と、送信・変調・コーダ部２２と、制御部２３と、記録媒体２４と、スイッ
チ（ＳＷ＃１～ＳＷ＃１０）３１～４０とから構成されている。
【００２４】
本発明の実施の形態による情報端末装置は、一つの端末で複数回線の通信を行うことがで
きるマルチコール機能等の多重通信を可能とする通信システムに用いられている。
【００２５】
ここで、多重通信としては有線回線か、無線回線かにかかわらず、端末に対する１つの回
線で複数回線分の通信が可能であればよく、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈ
ｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＴＤＭＡ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
Ａｃｃｅｓｓ）方式、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃ
ｃｅｓｓ）方式、Ｗ－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ－ＣＤＭＡ）方式等が使用可能である
。
【００２６】
この場合、複数回線分の通信としては「音声＋音声」、「音声＋データ」、「データ＋デ
ータ」等が考えられる。例えば、ＣＤＭＡ方式では「ＡＭＲ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍｕｌ
ｔｉ－Ｒａｔｅ）＋ＡＭＲ」、「ＡＭＲ＋ＵＤＩ（Ｕｎｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄ　Ｄｉｇｉ
ｔａｌ：非制限ディジタル）」、「ＵＤＩ＋ＵＤＩ」等が考えられる。ここで、ＡＭＲは
３ＧＰＰ（３ｒｄ　ＧｅｎｅｒａｔｉｏｎＰａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔｓ）
　ＴＳＧ－ＳＡで規格化された音声符号化方式である。
【００２７】
本発明の実施の形態による情報端末装置は、上記の多重通信に用いられることで、通信キ
ャリアがネットワーク側に未フック時または通話中の音声伝言・録音サービス、割込み通
話サービス、複数者通話サービス等の各種サービスを設定することなく、これら各種サー
ビスを端末側にユーザが任意に設定することができる。この場合、交換機や基地局では同
じ端末への重複する発呼をビジーとすることなく、そのまま端末に送るように構成するだ
けでよい。
【００２８】
尚、図１においては本発明の実施の形態による２呼可能な通信システムに用いられる端末
を示しており、端末側の構成を拡張することによって、３呼以上の複数呼を利用したサー
ビスも提供可能となっている。
【００２９】
本発明の実施の形態による情報端末装置の構成は、図示せぬ従来の構成に、３個の音声ミ
キサ部１２～１４と、２個の録音部１６，１７と、２個の音声発生器２０，２１と、１個
の分配器１８と、１０個のスィッチ（ＳＷ＃１～ＳＷ＃１０）３１～４０とを追加した構
成となっている。
【００３０】
また、本発明の実施の形態による情報端末装置は多重通信に対応しているため、受信・復
調・デコーダ部１１は有線または無線の通信網からの受信信号をデコードして２つの音声
信号（＃１，＃２）を出力する。さらに、送信・変調・コーダ部２２は２つの音声信号（
＃４，＃５）をコーディングして有線または無線の通信網へと送信する。
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【００３１】
制御部２３は記録媒体２４からのプログラムを実行することで、上記の各部を制御すると
ともに、本発明の実施の形態による情報端末装置への他者からの着信状態や他者との通話
・切断状態等を受信・復調・デコーダ部１１からの信号によって判断し、他者への発呼や
留守番伝言録音案内メッセージの送信状態等を送信・変調・コーダ部２２からの信号によ
って判断し、それらの判断結果に応じて音声ミキサ部１２～１４、レシーバ１５、録音部
１６，１７、分配器１８、音声発生器２０，２１、スイッチ（ＳＷ＃１～ＳＷ＃１０）３
１～４０をそれぞれ制御する。
【００３２】
尚、制御部２３から音声ミキサ部１２～１４、レシーバ１５、録音部１６，１７、分配器
１８、音声発生器２０，２１、スイッチ（ＳＷ＃１～ＳＷ＃１０）３１～４０への制御線
は省略している。
【００３３】
「２者通話」の状態の場合、制御部２３はスイッチ（ＳＷ＃１）３１とスイッチ（ＳＷ＃
５）３５とをＯＮとするか、もしくはスイッチ（ＳＷ＃２）３２とスイッチ（ＳＷ＃６）
３６とをＯＮとし、呼が１個張られた状態での１対１の音声通話を可能にする。「２者通
話」の状態は呼が１個張られ、１対１の通話状態である。
【００３４】
「３者通話」の状態の場合、制御部２３はスイッチ（ＳＷ＃１）３１とスイッチ（ＳＷ＃
２）３２とスイッチ（ＳＷ＃５）３５とスイッチ（ＳＷ＃６）３６とスイッチ（ＳＷ＃７
）３７とスイッチ（ＳＷ＃８）３８とをＯＮとし、音声信号＃１，＃２がそれぞれスイッ
チ（ＳＷ＃１）３１とスイッチ（ＳＷ＃２）３２とを介して音声ミキサ部１２で合成され
、その合成音声がレシーバ１５からユーザに聞こえるようにする。「３者通話」の状態は
呼が２個張られ、３者が同時に通話している状態である。
【００３５】
また、制御部２３はユーザの音声信号＃３がマイク１９から分配器１８とスイッチ（ＳＷ
＃５）３５とスイッチ（ＳＷ＃６）３６とを介してそれぞれ音声ミキサ部１３，１４に入
力されるようにする。さらに、制御部２３は音声信号＃１がスイッチ（ＳＷ＃８）３８を
介して音声ミキサ部１４にて音声信号＃３と合成され、音声信号＃２との呼に送られるよ
うにする。
【００３６】
さらにまた、制御部２３は音声信号＃２がスイッチ（ＳＷ＃７）３７を介して音声ミキサ
部１３にて音声信号＃３と合成され、音声信号＃１との呼に送られるようにする。これに
よって、ユーザは通話している２者双方の音声を同時に聞くことができ、通話している２
者もそれぞれ、ユーザ及び他者の音声を同時に聞くことができるようになる。
【００３７】
「留守番伝言録音案内メッセージ」の状態の場合には呼が１個張られた状態であり、制御
部２３はスイッチ（ＳＷ＃９）３９とスイッチ（ＳＷ＃１０）４０とをＯＮとし、音声発
生器２０または音声発生器２１から留守番伝言録音案内メッセージを発生し、音声信号＃
４または音声信号＃５として着信してきた者に送られるようにする。「留守番伝言録音案
内メッセージ」の状態は着信してきた１者に対して「ただいま電話に出られません。ピー
という音の後に伝言をお願いします。ピー」等の留守番伝言録音案内メッセージを流して
いる状態である。
【００３８】
「１者留守番伝言録音」の状態の場合、制御部２３はスイッチ（ＳＷ＃３）３３またはス
イッチ（ＳＷ＃４）３４をＯＮとし、音声信号＃１または音声信号＃２が録音部１６また
は録音部１７に入力されて録音されるようにする。「１者留守番伝言録音」の状態は１者
がユーザの端末に留守番伝言録音として音声を録音している状態である。
【００３９】
「１者留守録中、他者に留守番伝言録音案内メッセージ」の状態の場合、制御部２３はス
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イッチ（ＳＷ＃４）３４とスイッチ（ＳＷ＃９）３９とをＯＮとするか、またはスイッチ
（ＳＷ＃３）３３とスイッチ（ＳＷ＃１０）４０とをＯＮとし、１個の呼にて留守番伝言
をスイッチ（ＳＷ＃３）３３またはスイッチ（ＳＷ＃４）３４を介して録音部１６または
録音部１７にて録音し、もう１方の呼にて音声発生器２０または音声発生器２１からスイ
ッチ（ＳＷ＃１０）４０またはスイッチ（ＳＷ＃９）３９を介して留守番伝言録音案内メ
ッセージを通信相手に送るようにする。「１者留守録中、他者に留守番伝言録音案内メッ
セージ」の状態は呼が２個張られ、１者が留守番伝言を録音し、もう１者が留守番伝言録
音案内メッセージを聞いている状態である。
【００４０】
「２者同時、留守番伝言録音」の状態の場合、制御部２３はスイッチ（ＳＷ＃３）３３及
びスイッチ（ＳＷ＃４）３４の両方をＯＮとし、音声信号＃１，＃２がそれぞれスイッチ
（ＳＷ＃３）３３及びスイッチ（ＳＷ＃４）３４を介して録音部１６，１７にて録音され
るようにする。「２者同時、留守番伝言録音」の状態は呼が２個張られ、２人同時に別々
に留守番伝言を録音している状態である。
【００４１】
「２者通話、第３者から呼び出し音」の状態の場合、制御部２３はスイッチ（ＳＷ＃１）
３１とスイッチ（ＳＷ＃２）３２とスイッチ（ＳＷ＃５）３５とをＯＮとするか、または
スイッチ（ＳＷ＃１）３１とスイッチ（ＳＷ＃２）３２とスイッチ（ＳＷ＃６）３６とを
ＯＮとする。「２者通話、第３者から呼び出し音」の状態は呼が２個張られ、１個の呼が
２者通話状態であり、もう１個の呼が第３者から呼び出されている状態である。
【００４２】
通話状態の呼は音声信号＃１または音声信号＃２がスイッチ（ＳＷ＃１）３１またはスイ
ッチ（ＳＷ＃２）３２を介してレシーバ１５からユーザに伝わり、ユーザの音声信号＃３
はマイク１９から分配器１８と、スイッチ（ＳＷ＃５）３５またはスイッチ（ＳＷ＃６）
３６とを介して通話相手に送られる。
【００４３】
この時、通話状態の呼の音声が音声信号＃１であれば、呼び出し音は音声信号＃２であり
、スイッチ（ＳＷ＃２）３２を介して音声ミキサ部１２で音声信号＃１と合成されてレシ
ーバ１５からユーザに伝わる。
【００４４】
通話状態の呼の音声が音声信号＃２であれば、呼び出し音は音声信号＃１であり、スイッ
チ（ＳＷ＃１）３１を介して音声ミキサ部１２で音声信号＃２と合成されてレシーバ１５
からユーザに伝わる。
【００４５】
「２者通話、第３者は保留音」の状態の場合、制御部２３はスイッチ（ＳＷ＃１）３１と
スイッチ（ＳＷ＃５）３５とスイッチ（ＳＷ＃１０）４０とをＯＮとするか、またはスイ
ッチ（ＳＷ＃２）３２とスイッチ（ＳＷ＃６）３６とスイッチ（ＳＷ＃９）３９とをＯＮ
とする。「２者通話、第３者は保留音」の状態は１つの呼が２者通話状態であり、もう１
つの呼の通信相手に保留音が流れている状態である。
【００４６】
通話状態の呼は音声信号＃１または音声信号＃２がスイッチ（ＳＷ＃１）３１またはスイ
ッチ（ＳＷ＃２）３２を介してレシーバ１５からユーザに伝わり、ユーザの音声信号＃３
はマイク１９からスイッチ（ＳＷ＃５）３５またはスイッチ（ＳＷ＃６）３６を介して通
話相手に送られる。また、保留中の呼は音声発生器２０または音声発生器２１からスイッ
チ（ＳＷ＃９）３９またはスイッチ（ＳＷ＃１０）１０を介して通話していない方の呼に
音声信号＃４または音声信号＃５として保留音が送られる。
【００４７】
「２者通話中に、第３者留守番伝言録音案内メッセージ」の状態の場合、制御部２３はス
イッチ（ＳＷ＃１）３１とスイッチ（ＳＷ＃５）３５とスイッチ（ＳＷ＃１０）４０とを
ＯＮとするか、またはスイッチ（ＳＷ＃２）３２とスイッチ（ＳＷ＃６）３６とスイッチ
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（ＳＷ＃９）３９とをＯＮとする。「２者通話中、第３者留守番伝言録音案内メッセージ
」の状態は１つの呼が２者通話状態であり、もう一方の呼に、例えば「ただいま通話中で
す。よろしければピーという音の後に伝言をお願いします。ピー」のような留守番伝言録
音案内メッセージが流れている状態である。
【００４８】
通話状態の呼は音声信号＃１または音声信号＃２がスイッチ（ＳＷ＃１）３１またはスイ
ッチ（ＳＷ＃２）３２を介してレシーバ１５からユーザに伝わり、ユーザの音声信号＃３
はマイク１９から分配器１８と、スイッチ（ＳＷ＃５）３５またはスイッチ（ＳＷ＃６）
３６とを介して通話相手に送られる。
【００４９】
また、保留中の呼は音声発生器２０または音声発生器２１からスイッチ（ＳＷ＃９）３９
またはスイッチ（ＳＷ＃１０）４０を介して通話していない方の呼に音声信号＃４または
音声信号＃５として留守番伝言録音案内メッセージが送られる。
【００５０】
「２者通話中に、第３者留守番伝言録音」の状態の場合、制御部２３はスイッチ（ＳＷ＃
１）３１とスイッチ（ＳＷ＃４）３４とスイッチ（ＳＷ＃５）３５とをＯＮとするか、ま
たはスイッチ（ＳＷ＃２）３２とスイッチ（ＳＷ＃３）３３とスイッチ（ＳＷ＃６）３６
とをＯＮとする。「２者通話中に、第３者留守番伝言録音」の状態は１つの呼が２者通話
状態であり、もう一方の呼の第３者が留守番伝言を録音している状態である。
【００５１】
通話状態の呼は音声信号＃１または音声信号＃２がスイッチ（ＳＷ＃１）３１またはスイ
ッチ（ＳＷ＃２）３２を介してレシーバ１５からユーザに伝わり、ユーザの音声信号＃３
はマイク１９から分配器１８と、スイッチ（ＳＷ＃５）３５またはスイッチ（ＳＷ＃６）
３６とを介して通話相手に送られる。
【００５２】
また、留守番伝言録音音声は、通話状態の相手方からの音声信号がスイッチ（ＳＷ＃１）
３１を介しているならばスイッチ（ＳＷ＃４）３４を介して録音部１７へ、通話状態の相
手方からの音声信号がスイッチ（ＳＷ＃２）３２を介しているならばスイッチ（ＳＷ＃３
）３３を介してそれぞれ録音部１６に録音される。
【００５３】
このように、多重通信可能な通信システムにおいて、上述した情報端末装置を用いること
によって、通話中の音声伝言・録音サービス、割込み通話サービス、複数者通話サービス
等の各種サービスをネットワーク側の設備に頼ることなく、端末だけで実現することがで
きる。
【００５４】
これによって、ユーザがこれらの各種サービスの設定を通信キャリアに対して依頼する必
要がなくなり、例えば各種サービス各々にそれぞれ付随する月額使用料等を支払う必要が
なくなる。
【００５５】
また、各種サービスの切替えや組合せを端末側で任意に設定することができるようになる
ので、端末の付加価値が高まるとともに、これらの機能をネットワーク側から端末側に移
動することによって、各種サービス実施時の呼接続プロセスを簡略化し、ユーザの要求に
よる設定変更等の煩雑な処理がなくなることから、ネットワーク構築・保守のコストパフ
ォーマンスも高くなる。
【００５６】
したがって、本発明の実施の形態では各種サービス実施時の呼接続プロセスの簡略化や回
線交換における負荷の軽減を図ることができ、通信キャリアに対する利用サービスの設定
依頼や各種サービス毎の月額使用料等の支払いを不要とすることができる。
【００５７】
さらに、携帯電話端末にこれらの機能が追加されることによって、端末の付加価値が上が
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るとともに、ユーザのＣＳ（Ｃｕｓｔｏｍｅｒ　Ｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ：消費者満足
）に大きく貢献することもできる。
【００５８】
図２は本発明の一実施例による携帯電話端末の構成を示すブロック図である。図２におい
て、本発明の一実施例による携帯電話端末はアンテナ４１と、アンテナ共用器４２と、受
信・復調・デコーダ部４３と、音声ミキサ部４４～４６と、レシーバ（スピーカ）４７と
、録音部４８，４９と、分配器５０と、マイク５１と、音声発生器５２，５３と、送信・
変調・コーダ部５４と、制御部５５と、記録媒体５６と、スイッチ（ＳＷ＃１～ＳＷ＃１
０）３１～４０とから構成されている。
【００５９】
本発明の一実施例による携帯電話端末は、一つの端末で複数回線の通信を行うことができ
るマルチコールを可能とする通信システムに用いられ、通信キャリアがネットワーク側に
設定することなく、未フック時または通話中の音声伝言・録音サービス、割込み通話サー
ビス、複数者通話サービス等の各種サービスを端末側にユーザが任意に設定することがで
きる。
【００６０】
尚、図２においては本発明の一実施例による２呼可能な通信システムに用いられる端末を
示しており、端末側の構成を拡張することによって、３呼以上の複数呼を利用したサービ
スも提供可能となっている。
【００６１】
本実施例による携帯電話端末の構成は、図示せぬ従来の構成に、３個の音声ミキサ部４４
～４６と、２個の録音部４８，４９と、２個の音声発生器５２，５３と、１個の分配器５
０と、１０個のスィッチ（ＳＷ＃１～ＳＷ＃１０）３１～４０とを追加した構成となって
いる。
【００６２】
また、本実施例による携帯電話端末はマルチコールに対応しているため、受信・復調・デ
コーダ部４３からは２つの音声信号（＃１，＃２）が出力される。さらに、送信・変調・
コーダ部５４は２つの音声信号（＃４，＃５）を高周波信号に変換してアンテナ共用器４
２へと送るような構成になっている。
【００６３】
制御部５５は記録媒体５６に格納されたプログラムを実行することで、上記の各部を制御
するとともに、本実施例による携帯電話端末への他者からの着信状態や他者との通話・切
断状態等を受信・復調・デコーダ部４３からの信号によって判断し、他者への発呼や留守
番伝言録音案内メッセージの送信状態等を送信・変調・コーダ部５４からの信号によって
判断し、それらの判断結果に応じて音声ミキサ部４４～４６、レシーバ４７、録音部４８
，４９、分配器５０、音声発生器５２，５３、スイッチ（ＳＷ＃１～ＳＷ＃１０）３１～
４０をそれぞれ制御する。
【００６４】
尚、制御部５５から音声ミキサ部４４～４６、レシーバ４７、録音部４８，４９、分配器
５０、音声発生器５２，５３、スイッチ（ＳＷ＃１～ＳＷ＃１０）３１～４０への制御線
は省略している。
【００６５】
図３～図５は本発明の一実施例による携帯電話端末の動作を示すフローチャートであり、
図６は図１の各スイッチ（ＳＷ＃１～ＳＷ＃１０）３１～４０の状態毎の接続状態を示す
図である。これら図２～図６を参照して本実施例による携帯電話端末の動作について説明
する。ここで、図３～図５に示す処理は制御部５５が記録媒体５６に格納されたプログラ
ムを実行することで実現される。
【００６６】
また、本実施例による携帯電話端末に対しては未フック時の音声伝言・録音サービスのＯ
Ｎ／ＯＦＦ、割込み通話サービスのＯＮ／ＯＦＦ等の設定が可能となっている。
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【００６７】
さらに、図６においては、「２者通話」、「留守番伝言録音案内メッセージ」、「１者留
守番伝言録音」、「１者留守番伝言録音中、他者に留守番伝言録音案内メッセージ」、「
２者通話中、第３者から呼び出し音」、「２者通話中、他者に保留音」、「２者通話中、
第３者に留守番伝言録音案内メッセージ」、「２者通話中、他者の留守番伝言録音」の各
状態に対応して上下２段あるが、状態が遷移してくる前のスィッチの状態に応じてどちら
かの形態をとる。
【００６８】
まず、携帯電話端末が待受けしている状態である「待受け」の状態の場合、制御部５５は
各スイッチ（ＳＷ＃１～ＳＷ＃１０）３１～４０を全てＯＦＦとする。携帯電話端末では
着信があった場合（図３ステップＳ１）、その設定が留守番伝言設定であれば（図３ステ
ップＳ２）、「留守番伝言録音案内メッセージ」の状態となる（図３ステップＳ５）。
【００６９】
また、携帯電話端末では留守番伝言設定でなければ（図３ステップＳ２）、着信呼び出し
（「着信中」）の状態となる（図３ステップＳ３）。これに対し、携帯電話端末ではユー
ザが発呼した場合（図４ステップＳ１３）、「２者通話」の状態となる（図４ステップＳ
１４）。
【００７０】
携帯電話端末では着信があったので、ユーザを呼び出している状態である「着信呼び出し
」の状態の場合（図３ステップＳ３）、一般に、着信メロディが流れたり、振動デバイス
（図示せず）によって振動しているような状態となる。
【００７１】
この状態で、ユーザに電話をかけて来た者が通話を切った場合（図３ステップＳ４）には
「待受け」の状態となり、ユーザが受話した時（図３ステップＳ４）には「２者通話」の
状態となる（図４ステップＳ１４）。この「着信呼び出し」の状態でも、制御部５５は各
スイッチ（ＳＷ＃１～ＳＷ＃１０）３１～４０を全てＯＦＦとする。
【００７２】
携帯電話端末では呼が１個張られ、１対１の通話状態である「２者通話」の状態の場合（
図４ステップＳ１４）、ユーザがさらに発呼すると（図４ステップＳ１５）、「３者通話
」の状態となる（図５ステップＳ２５）。
【００７３】
また、携帯電話端末ではさらに着呼すると（図４ステップＳ１５）、その設定が割込み通
話設定になっていれば（図４ステップＳ１６）、「２者通話、第３者から呼び出し音」の
状態となる（図４ステップＳ１７）。
【００７４】
さらに、携帯電話端末では割込み通話設定でなく（図４ステップＳ１６）、留守番伝言設
定であれば（図４ステップＳ２０）、「２者通話中、第３者に留守番伝言録音案内メッセ
ージ」の状態となる（図４ステップＳ２１）。さらにまた、携帯電話端末では留守番伝言
設定でもなければ（図４ステップＳ２０）、呼をもう１個張ることなく、「２者通話」の
状態となる（図４ステップＳ１４）。
【００７５】
この「２者通話」の状態の場合、制御部５５はスイッチ（ＳＷ＃１）３１とスイッチ（Ｓ
Ｗ＃５）３５とをＯＮとするか、もしくはスイッチ（ＳＷ＃２）３２とスイッチ（ＳＷ＃
６）３６とをＯＮとし、呼が１個張られた状態での１対１の音声通話を可能にする。
【００７６】
携帯電話端末では呼が２個張られ、３者が同時に通話している状態である「３者通話」の
状態の場合（図５ステップＳ２５）、ユーザが終話すると（図５ステップＳ２６）、２個
の呼が両方切断され、「待受け」の状態に戻る。また、携帯電話端末では通話しているユ
ーザ以外のいずれかが終話すると（図５ステップＳ２６）、呼が１個となり、「２者通話
」の状態となる（図４ステップＳ１４）。
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【００７７】
この「３者通話」の状態の場合、制御部５５はスイッチ（ＳＷ＃１）３１とスイッチ（Ｓ
Ｗ＃２）３２とスイッチ（ＳＷ＃５）３５とスイッチ（ＳＷ＃６）３６とスイッチ（ＳＷ
＃７）３７とスイッチ（ＳＷ＃８）３８とをＯＮとし、音声信号＃１，＃２がそれぞれス
イッチ（ＳＷ＃１）３１とスイッチ（ＳＷ＃２）３２とを介して音声ミキサ部４４で合成
され、その合成音声がレシーバ４７からユーザに聞こえるようにする。
【００７８】
また、制御部５５はユーザの音声信号＃３がマイク５１から分配器５０とスイッチ（ＳＷ
＃５）３５とスイッチ（ＳＷ＃６）３６とを介してそれぞれ音声ミキサ部４５，４６に入
力されるようにする。さらに、制御部５５は音声信号＃１がスイッチ（ＳＷ＃８）３８を
介して音声ミキサ部４６にて音声信号＃３と合成され、音声信号＃２との呼に送られるよ
うにする。
【００７９】
さらにまた、制御部５５は音声信号＃２がスイッチ（ＳＷ＃７）３７を介して音声ミキサ
部４５にて音声信号＃３と合成され、音声信号＃１との呼に送られるようにする。これに
よって、ユーザは通話している２者双方の音声を同時に聞くことができ、通話している２
者もそれぞれ、ユーザ及び他者の音声を同時に聞くことができるようになる。
【００８０】
携帯電話端末では着信してきた１者に対して「ただいま電話に出られません。ピーという
音の後に伝言をお願いします。ピー」等の留守番伝言録音案内メッセージを流している状
態である「留守番伝言録音案内メッセージ」の状態の場合（図３ステップＳ５）、メッセ
ージ中にユーザが受話すると（図３ステップＳ６）、「２者通話」の状態となる（図４ス
テップＳ１４）。
【００８１】
また、携帯電話端末では留守番伝言録音案内メッセージが終了すると（図３ステップＳ６
）、「１者留守番伝言録音」の状態に移行する（図３ステップＳ７）。さらに、携帯電話
端末ではユーザもしくは着信してきた者が終話すると（図３ステップＳ６）、「待受け」
の状態となる。
【００８２】
この「留守番伝言録音案内メッセージ」の状態の場合には呼が１個張られた状態であり、
制御部５５はスイッチ（ＳＷ＃９）３９とスイッチ（ＳＷ＃１０）４０とをＯＮとし、音
声発生器５２または音声発生器５３から留守番伝言録音案内メッセージを発生し、音声信
号＃４または音声信号＃５として着信してきた者に送られるようにする。
【００８３】
携帯電話端末では１者がユーザの端末に留守番伝言録音として音声を録音している状態で
ある「１者留守番伝言録音」の状態の場合（図３ステップＳ７）、ユーザが他者に発信す
ると（図３ステップＳ８）、もう一つ呼が張られ、「２者通話中に、第３者留守番伝言録
音」の状態となる（図４ステップＳ２３）。
【００８４】
携帯電話端末では受話すると（図３ステップＳ８）、「２者通話」の状態に移行する（図
４ステップＳ１４）。また、携帯電話端末ではこの状態で着信があると（図３ステップＳ
８）、「１者留守番伝言録音中、他者に留守番伝言録音案内メッセージ」の状態となる（
図３ステップＳ９）。さらに、携帯電話端末ではユーザもしくは留守番伝言を録音してい
る者が終話すると（図３ステップＳ８）、「待受け」の状態となる。
【００８５】
この「１者留守番伝言録音」の状態の場合、制御部５５はスイッチ（ＳＷ＃３）３３また
はスイッチ（ＳＷ＃４）３４をＯＮとし、音声信号＃１または音声信号＃２が録音部４８
または録音部４９に入力されて録音されるようにする。
【００８６】
携帯電話端末では呼が２個張られ、１者が留守番伝言を録音し、もう１者が留守番伝言録
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音案内メッセージを聞いている状態である「１者留守番伝言録音中、他者に留守番伝言録
音案内メッセージ」の状態の場合（図３ステップＳ９）、ユーザが留守番伝言を録音中の
呼か、留守番伝言録音案内メッセージを流している呼のいずれかを受話すると（図３ステ
ップＳ１０）、「２者通話中、第３者の留守番伝言録音」の状態となる（図４ステップＳ
２３）。
【００８７】
また、携帯電話端末では留守番伝言録音中の者が終話すると（図３ステップＳ１０）、「
留守番伝言録音案内メッセージ」の状態となる（図３ステップＳ５）。携帯電話端末では
留守番伝言録音案内メッセージが終了すると（図３ステップＳ１０）、「２者同時、留守
番伝言録音」の状態になる（図３ステップＳ１１）。
【００８８】
さらに、携帯電話端末では留守番伝言録音案内メッセージを流している呼が終話すると（
図３ステップＳ１０）、「１者留守番伝言録音」の状態となる（図３ステップＳ７）。
【００８９】
この「１者留守録中、他者に留守番伝言録音案内メッセージ」の状態の場合、制御部５５
はスイッチ（ＳＷ＃４）３４とスイッチ（ＳＷ＃９）３９とをＯＮとするか、またはスイ
ッチ（ＳＷ＃３）３３とスイッチ（ＳＷ＃１０）４０とをＯＮとし、１個の呼にて留守番
伝言をスイッチ（ＳＷ＃３）３３またはスイッチ（ＳＷ＃４）３４を介して録音部４８ま
たは録音部４９にて録音し、もう１方の呼にて音声発生器５２または音声発生器５３から
スイッチ（ＳＷ＃１０）４０またはスイッチ（ＳＷ＃９）３９を介して留守番伝言録音案
内メッセージを通信相手に送るようにする。
【００９０】
携帯電話端末では呼が２個張られ、２人同時に別々に留守番伝言を録音している状態であ
る「２者同時、留守番伝言録音」の状態の場合（図３ステップＳ１１）、ユーザがいずれ
かの呼を受話すると（図３ステップＳ１２）、「２者通話中、第３者の留守番伝言録音」
の状態に移行する（図４ステップＳ２３）。また、携帯電話端末ではいずれかの呼が終話
すると（図３ステップＳ１２）、「１者留守番伝言録音」の状態となる（図３ステップＳ
７）。
【００９１】
この「２者同時、留守番伝言録音」の状態の場合、制御部５５はスイッチ（ＳＷ＃３）３
３及びスイッチ（ＳＷ＃４）３４の両方をＯＮとし、音声信号＃１，＃２がそれぞれスイ
ッチ（ＳＷ＃３）３３及びスイッチ（ＳＷ＃４）３４を介して録音部４８，４９にて録音
されるようにする。
【００９２】
携帯電話端末では呼が２個張られ、１個の呼が２者通話状態であり、もう１個の呼が第３
者から呼び出されている状態である「２者通話、第３者から呼び出し音」の状態の場合（
図４ステップＳ１７）、ユーザもしくは２者通話の通信相手が終話するか、または呼び出
している第３者が終話すると（図４ステップＳ１８）、通話状態の呼が１つになり、「２
者通話」の状態となる（図４ステップＳ１４）。
【００９３】
また、携帯電話端末では第３者を受話すると（図４ステップＳ１８）、この状態において
ユーザが通話していた相手に保留音を流し、第３者と通話状態となり、「２者通話、第３
者は保留音」の状態となる（図４ステップＳ１９）。
【００９４】
この「２者通話、第３者から呼び出し音」の状態の場合、制御部５５はスイッチ（ＳＷ＃
１）３１とスイッチ（ＳＷ＃２）３２とスイッチ（ＳＷ＃５）３５とをＯＮとするか、ま
たはスイッチ（ＳＷ＃１）３１とスイッチ（ＳＷ＃２）３２とスイッチ（ＳＷ＃６）３６
とをＯＮとする。
【００９５】
通話状態の呼は音声信号＃１または音声信号＃２がスイッチ（ＳＷ＃１）３１またはスイ
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ッチ（ＳＷ＃２）３２を介してレシーバ４７からユーザに伝わり、ユーザの音声信号＃３
はマイク５１から分配器５０と、スイッチ（ＳＷ＃５）３５またはスイッチ（ＳＷ＃６）
３６とを介して通話相手に送られる。
【００９６】
この時、通話状態の呼の音声が音声信号＃１であれば、呼び出し音は音声信号＃２であり
、スイッチ（ＳＷ＃２）３２を介して音声ミキサ部４４で音声信号＃１と合成されてレシ
ーバ４７からユーザに伝わる。
【００９７】
通話状態の呼の音声が音声信号＃２であれば、呼び出し音は音声信号＃１であり、スイッ
チ（ＳＷ＃１）３１を介して音声ミキサ部４４で音声信号＃２と合成されてレシーバ４７
からユーザに伝わる。
【００９８】
携帯電話端末では１つの呼が２者通話状態であり、もう１つの呼の通信相手に保留音が流
れている状態である「２者通話、第３者は保留音」の状態の場合（図４ステップＳ１９）
、２者通話が終話された時に保留している相手とユーザとが通話状態となり、保留してい
る相手が終話された時に２者通話が継続されるので、「２者通話」の状態となる（図４ス
テップＳ１４）。
【００９９】
この「２者通話、第３者は保留音」の状態の場合、制御部５５はスイッチ（ＳＷ＃１）３
１とスイッチ（ＳＷ＃５）３５とスイッチ（ＳＷ＃１０）４０とをＯＮとするか、または
スイッチ（ＳＷ＃２）３２とスイッチ（ＳＷ＃６）３６とスイッチ（ＳＷ＃９）３９とを
ＯＮとする。
【０１００】
通話状態の呼は音声信号＃１または音声信号＃２がスイッチ（ＳＷ＃１）３１またはスイ
ッチ（ＳＷ＃２）３２を介してレシーバ４７からユーザに伝わり、ユーザの音声信号＃３
はマイク５１からスイッチ（ＳＷ＃５）３５またはスイッチ（ＳＷ＃６）３６を介して通
話相手に送られる。また、保留中の呼は音声発生器５２または音声発生器５３からスイッ
チ（ＳＷ＃９）３９またはスイッチ（ＳＷ＃１０）１０を介して通話していない方の呼に
音声信号＃４または音声信号＃５として保留音が送られる。
【０１０１】
携帯電話端末では１つの呼が２者通話状態であり、もう一方の呼に、例えば「ただいま通
話中です。よろしければピーという音の後に伝言をお願いします。ピー」のような留守番
伝言録音案内メッセージが流れている状態である「２者通話中、第３者留守番伝言録音案
内メッセージ」の状態の場合（図４ステップＳ２１）、留守番伝言録音案内メッセージが
流れている呼が終話されると（図４ステップＳ２２）、「２者通話」の状態となる（図４
ステップＳ１４）。
【０１０２】
また、携帯電話端末では留守番伝言録音案内メッセージが終了すると（図４ステップＳ２
２）、「２者通話中、第３者留守番伝言録音」の状態となる（図４ステップＳ２３）。
【０１０３】
さらに、携帯電話端末では２者通話の呼が終話されると（図４ステップＳ２２）、留守番
伝言録音案内メッセージが継続されるため、「留守番伝言録音案内メッセージ」の状態と
なる（図３ステップＳ５）。
【０１０４】
この「２者通話中、第３者留守番伝言録音案内メッセージ」の状態の場合、制御部５５は
スイッチ（ＳＷ＃１）３１とスイッチ（ＳＷ＃５）３５とスイッチ（ＳＷ＃１０）４０と
をＯＮとするか、またはスイッチ（ＳＷ＃２）３２とスイッチ（ＳＷ＃６）３６とスイッ
チ（ＳＷ＃９）３９とをＯＮとする。
【０１０５】
通話状態の呼は音声信号＃１または音声信号＃２がスイッチ（ＳＷ＃１）３１またはスイ
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ッチ（ＳＷ＃２）３２を介してレシーバ４７からユーザに伝わり、ユーザの音声信号＃３
はマイク５１から分配器５０と、スイッチ（ＳＷ＃５）３５またはスイッチ（ＳＷ＃６）
３６とを介して通話相手に送られる。
【０１０６】
また、保留中の呼は音声発生器５２または音声発生器５３からスイッチ（ＳＷ＃９）３９
またはスイッチ（ＳＷ＃１０）４０を介して通話していない方の呼に音声信号＃４または
音声信号＃５として留守番伝言録音案内メッセージが送られる。
【０１０７】
携帯電話端末では１つの呼が２者通話状態であり、もう一方の呼の第３者が留守番伝言を
録音している状態である「２者通話中、第３者留守番伝言録音」の状態の場合（図４ステ
ップＳ２３）、留守番伝言録音が終了または中断すると（図４ステップＳ２４）、２者通
話の呼が継続され、「２者通話」の状態となる（図４ステップＳ１４）。
【０１０８】
また、携帯電話端末では２者通話が終話すると（図４ステップＳ２４）、留守番伝言録音
が継続されるので、「１者留守番伝言録音」の状態となる（図３ステップＳ７）。
【０１０９】
この「２者通話中、第３者留守番伝言録音」の状態の場合、制御部５５はスイッチ（ＳＷ
＃１）３１とスイッチ（ＳＷ＃４）３４とスイッチ（ＳＷ＃５）３５とをＯＮとするか、
またはスイッチ（ＳＷ＃２）３２とスイッチ（ＳＷ＃３）３３とスイッチ（ＳＷ＃６）３
６とをＯＮとする。
【０１１０】
通話状態の呼は音声信号＃１または音声信号＃２がスイッチ（ＳＷ＃１）３１またはスイ
ッチ（ＳＷ＃２）３２を介してレシーバ４７からユーザに伝わり、ユーザの音声信号＃３
はマイク５１から分配器５０と、スイッチ（ＳＷ＃５）３５またはスイッチ（ＳＷ＃６）
３６とを介して通話相手に送られる。
【０１１１】
また、留守番伝言録音音声は、通話状態の相手方からの音声信号がスイッチ（ＳＷ＃１）
３１を介しているならばスイッチ（ＳＷ＃４）３４を介して録音部４９へ、通話状態の相
手方からの音声信号がスイッチ（ＳＷ＃２）３２を介しているならばスイッチ（ＳＷ＃３
）３３を介してそれぞれ録音部４８に録音される。
【０１１２】
このように、マルチコールを可能とする通信システムにおいて、上述した携帯電話端末を
用いることによって、通話中の音声伝言・録音サービス、割込み通話サービス、複数者通
話サービス等の各種サービスをネットワーク側の設備に頼ることなく、また占有回線を増
やすことなく、端末だけで実現することができる。
【０１１３】
これによって、ユーザがこれらのサービスの設定を通信キャリアに対して依頼する必要が
なくなり、例えば各サービスに付随する月額使用料等を支払う必要がなくなる。
【０１１４】
また、各サービスの切替えや組合せを端末側で任意に設定することができるようになるの
で、端末の付加価値が高まるとともに、これらの機能をネットワーク側から端末側に移動
することによって、各種サービス実施時の呼接続プロセスを簡略化し、ユーザの要求によ
る設定変更等の煩雑な処理がなくなることから、ネットワーク構築・保守のコストパフォ
ーマンスも高くなる。
【０１１５】
したがって、本実施例ではネットワーク構成の簡略化や回線交換における負荷の軽減を図
ることができ、通信キャリアに対する利用サービスの設定依頼やサービス毎の月額使用料
等の支払いを不要とすることができる。
【０１１６】
さらに、携帯電話端末にこれらの機能が追加されることによって、端末の付加価値が上が
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るとともに、ユーザのＣＳ（Ｃｕｓｔｏｍｅｒ　Ｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ：消費者満足
）に大きく貢献することもできる。
【０１１７】
尚、上記の説明では２呼張る場合について述べたが、３呼張ることができるように構成す
れば、４者通話や３者通話中の音声伝言・録音等のサービスも可能となる。
【０１１８】
また、上述した携帯電話端末の構成を簡略化すれば、通常の２者通話以外で割込み通話の
み可能な端末や、３者通話のみ可能な端末、留守番伝言のみ可能な端末等も実現すること
ができる。
【０１１９】
さらに、本実施例は有線回線や無線回線に接続される情報端末装置［例えば、電話機やパ
ーソナルコンピュータ、あるいはＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉ
ｓｔａｎｔｓ）等］に適用することができる。但し、有線回線や無線回線が上述した多重
通信可能であることが必要である。
【０１２０】
ここで、マルチコールにおいて、標準仕様［３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　
Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔｓ）　Ｒｅｌｅａｓｅ　１９９９］では音声２
コール以上のマルチコールが許容されていないが、それ以外の組合せ、例えば音声呼と非
制限呼、及び音声呼とマルチメディア呼等については許容されており、ユーザに対して多
様なマルチメディアサービスを同時に提供することが可能である。
【０１２１】
したがって、携帯電話端末において、２者通話中に、第３者からの伝言を音声呼にて録音
するばかりでなく、非制限呼やマルチメディア呼［ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏ
ｃｏｌ）に基づいたデータ通信］を用いて第３者からの伝言を録音することも、また静止
画や動画を含む第３者からの伝言を録音・録画することも可能である。
【０１２２】
また、ユーザに対する多様なマルチメディアサービスとして、テレビ会議等のサービスを
提供することも可能である。但し、その場合には音声ミキサ部４４～４６、録音部４８，
４９、音声発生器５２，５３において静止画や動画の画像も扱えるようにする必要があり
、表示部において分割表示を可能とする必要があるが、処理自体は図３～図５に示す処理
と同様である。
【０１２３】
本発明は上記の実施例に限定されるものではなく、上記の実施例を本発明の実施の形態に
挙げた各方式に適用可能であるとともに、上述した各機能を単独でも、または組合せても
適用することができる。
【０１２４】
尚、請求項の記載に関連して本発明はさらに次の態様をとりうる。
【０１２５】
（１）一つの端末で複数回線の通信が可能な多重通信を用いて他の端末との通信を行う情
報端末装置であって、
未フック時及び通話中のいずれかにおける相手端末からの伝言の記録を自在とする伝言・
記録サービスを実行する手段と、複数の端末間での通話を自在とする複数者通話サービス
を実行する手段とを有し、
一つの端末で複数回線の通信が可能なマルチコール機能を持ちかつ前記他の端末との通信
を符号分割多元接続方式を用いて行う携帯電話端末であることを特徴とする情報端末装置
。
【０１２６】
（２）前記伝言・記録サービスを実行する手段は、相手端末からの伝言の録音を自在とす
る音声伝言・録音サービスを実行するようにしたことを特徴とする（１）記載の情報端末
装置。
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【０１２７】
（３）前記伝言・記録サービスを実行する手段は、前記音声伝言・録音サービスの案内を
音声にて通知する音声発生手段と、前記相手端末からの伝言を録音する録音手段と、前記
マルチコール機能による複数の端末からの通話状況に応じて前記複数の端末のいずれかか
らの音声信号を前記録音手段に入力する手段とを含むことを特徴とする（２）記載の情報
端末装置。
【０１２８】
（４）前記伝言・記録サービスを実行する手段は、前記複数の端末のうちの通話中の端末
を除く全ての端末からの音声信号を前記録音手段に録音自在としたことを特徴とする（３
）記載の情報端末装置。
【０１２９】
（５）前記伝言・記録サービスを実行する手段は、前記複数の端末のうちの通話中の端末
を除く全ての端末からデータ通信にて送られてくる音声信号を記録自在としたことを特徴
とする（１）から（４）のいずれか記載の情報端末装置。
【０１３０】
（６）前記伝言・記録サービスを実行する手段は、相手端末からの伝言及び画像の記録を
自在とする伝言・録音録画サービスを実行するようにしたことを特徴とする（１）記載の
情報端末装置。
【０１３１】
（７）前記伝言・記録サービスを実行する手段は、前記伝言・録音録画サービスの案内を
音声にて通知する音声発生手段と、前記相手端末からの伝言及び画像を記録する記録手段
と、前記複数の端末からの通話状況に応じて前記複数の端末のいずれかからの伝言及び画
像を前記記録手段に入力する手段とを含むことを特徴とする（６）記載の情報端末装置。
【０１３２】
（８）前記伝言・記録サービスを実行する手段は、前記複数の端末のうちの通話中の端末
を除く全ての端末からの伝言及び画像を前記記録手段に記録自在としたことを特徴とする
（７）記載の情報端末装置。
【０１３３】
（９）前記複数者通話サービスを実行する手段は、複数の端末からの音声信号を合成する
第１の合成手段と、前記複数の端末のうちの発信先の端末を除く全ての端末からの音声信
号と自端末から発信する音声信号とを合成する複数の第２の合成手段とを含むことを特徴
とする（１）から（８）のいずれか記載の情報端末装置。
【０１３４】
（１０）複数の端末間での音声及び画像の通信を自在とする複数者会議サービスを実行す
る手段を含むことを特徴とする（１）から（９）のいずれか記載の情報端末装置。
【０１３５】
（１１）前記複数者会議サービスを実行する手段は、複数の端末からの音声及び画像を合
成する第１の合成手段と、前記複数の端末のうちの発信先の端末を除く全ての端末からの
音声及び画像と自端末から発信する音声及び画像とを合成する複数の第２の合成手段とを
含むことを特徴とする（１０）記載の情報端末装置。
【０１３６】
（１２）一つの端末で複数回線の通信が可能な多重通信を用いて他の端末との通信を行う
情報端末装置の通信方法であって、
未フック時及び通話中のいずれかにおける相手端末からの伝言の記録を自在とする伝言・
記録サービスを実行するステップと、複数の端末間での通話を自在とする複数者通話サー
ビスを実行するステップとを有し、
一つの端末で複数回線の通信が可能なマルチコール機能を持ちかつ前記他の端末との通信
を符号分割多元接続方式を用いて行う携帯電話端末に用いるようにしたことを特徴とする
通信方法。
【０１３７】
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（１３）前記伝言・記録サービスを実行するステップは、相手端末からの伝言の録音を自
在とする音声伝言・録音サービスを実行するようにしたことを特徴とする（１２）記載の
通信方法。
【０１３８】
（１４）前記伝言・記録サービスを実行するステップは、前記音声伝言・録音サービスの
案内を音声発生手段からの音声にて通知するステップ、前記相手端末からの伝言を録音手
段に録音するステップとを含み、前記マルチコール機能による複数の端末からの通話状況
に応じて前記複数の端末のいずれかからの音声信号を前記録音手段に入力するようにした
ことを特徴とする（１３）記載の通信方法。
【０１３９】
（１５）前記伝言・記録サービスを実行するステップは、前記複数の端末のうちの通話中
の端末を除く全ての端末からの音声信号を前記録音手段に録音自在としたことを特徴とす
る（１４）記載の通信方法。
【０１４０】
（１６）前記伝言・記録サービスを実行するステップは、前記複数の端末のうちの通話中
の端末を除く全ての端末からデータ通信にて送られてくる音声信号を記録自在としたこと
を特徴とする（１２）から（１５）のいずれか記載の通信方法。
【０１４１】
（１７）前記伝言・記録サービスを実行するステップは、相手端末からの伝言及び画像の
記録を自在とする伝言・録音録画サービスを実行するようにしたことを特徴とする（１２
）記載の通信方法。
【０１４２】
（１８）前記伝言・記録サービスを実行するステップは、前記伝言・録音録画サービスの
案内を音声発生手段からの音声にて通知するステップと、前記相手端末からの伝言及び画
像を記録手段に記録するステップとを含み、前記複数の端末からの通話状況に応じて前記
複数の端末のいずれかからの伝言及び画像を前記記録手段に入力するようにしたことを特
徴とする（１７）記載の通信方法。
【０１４３】
（１９）前記伝言・記録サービスを実行するステップは、前記複数の端末のうちの通話中
の端末を除く全ての端末からの伝言及び画像を前記記録手段に記録自在としたことを特徴
とする（１８）記載の通信方法。
【０１４４】
（２０）前記複数者通話サービスを実行するステップは、複数の端末からの音声信号を第
１の合成手段で合成し、前記複数の端末のうちの発信先の端末を除く全ての端末からの音
声信号と自端末から発信する音声信号とを複数の第２の合成手段のうちの対応する合成手
段で合成するようにしたことを特徴とする（１２）から（１９）のいずれか記載の通信方
法。
【０１４５】
（２１）複数の端末間での音声及び画像の通信を自在とする複数者会議サービスを実行す
るようにしたことを特徴とする（１２）から（２０）のいずれか記載の通信方法。
【０１４６】
（２２）前記複数者会議サービスにおいて、複数の端末からの音声及び画像を第１の合成
手段で合成し、前記複数の端末のうちの発信先の端末を除く全ての端末からの音声及び画
像と自端末から発信する音声及び画像とを複数の第２の合成手段のうちの対応する合成手
段で合成するようにしたことを特徴とする（２１）記載の通信方法。
【０１４７】
【発明の効果】
以上説明したように本発明は、一つの端末で複数回線の通信が可能なマルチコール機能を
持ちかつ他の端末との通信を符号分割多元接続方式を用いて行う携帯電話端末において、
未フック時及び通話中のいずれかにおける相手端末からの伝言の録音を自在とする音声伝
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言・録音サービスを実行し、他の端末との通話中に別の端末との通話を自在とする割込み
通話サービスを実行し、複数の端末間での通話を自在とする複数者通話サービスを実行す
ることによって、占有回線を増やすことなく、各種サービス実施時の呼接続プロセスの簡
略化や回線交換における負荷の軽減を図ることができ、通信キャリアに対する利用サービ
スの設定依頼やサービス毎の月額使用料等の支払いを不要とすることができるという効果
が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態による情報端末装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施例による携帯電話端末の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施例による携帯電話端末の動作を示すフローチャートである。
【図４】本発明の一実施例による携帯電話端末の動作を示すフローチャートである。
【図５】本発明の一実施例による携帯電話端末の動作を示すフローチャートである。
【図６】図１の各スイッチの状態毎の接続状態を示す図である。
【図７】従来の携帯通信システムの構成例を示すブロック図である。
【符号の説明】
１１，４３　受信・復調・デコーダ部
１２～１４，
４４～４６　音声ミキサ部
１５，４７　レシーバ
１６，１７，
４８，４９　録音部
１８，５０　分配器
１９，５１　マイク
２０，２１，
５２，５３　音声発生器
２２，５４　送信・変調・コーダ部
２３，５５　制御部
２４，５６　記録媒体
３１～４０　スイッチ（ＳＷ＃１～ＳＷ＃１０）
４１　アンテナ
４２　アンテナ共用器
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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