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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つの通信モードでの通信が可能であり、ある通信モードで通信を行ってい
る場合に他の呼の開始の要求を選択的に拒絶するためのマルチモード通信装置であって、
　当該マルチモード通信装置のユーザにより前記モードの少なくとも１つを前記ある通信
モードを含む所望の通信モードとして選択するための選択手段と、
　前記選択された通信モードの指示を記憶するためのメモリと、
　基地局からのページメッセージを受信して、ページメッセージ応答を送信するためのト
ランシーバと、
　前記選択手段と、前記メモリと、前記トランシーバとに接続され、呼の休眠状態を含む
前記ある通信モードで通信を行っている場合に、前記ページメッセージのメッセージタイ
プフィールドを検査して該ページメッセージが呼の開始の要求を示しているか否かを判断
し、当該要求を示している場合には、前記ページメッセージのサービスオプションフィー
ルドを検査して特定される通信モードと、前記メモリに記憶された前記通信モードの指示
とを比較して、前記ページメッセージにより特定される、到来する呼の前記通信モードが
前記メモリに記憶された前記指示に一致しない場合には、前記到来する呼を拒絶するため
のコントローラと、
　を具備する装置。
【請求項２】
　前記少なくとも２つの通信モードの１つは音声モードであり、前記他の１つはデータモ
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ードである請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　少なくとも２つの通信モードでの通信が可能なマルチモード通信装置がある通信モード
で通信を行っている場合に他の呼の開始の要求を選択的に拒絶するための方法であって、
　前記マルチモード通信装置に対する前記少なくとも２つの通信モードから少なくとも１
つの所望の通信モードを選択する工程と、
　前記選択された通信モードの指示をメモリに記憶する工程と、
　基地局からのページメッセージをトランシーバにより受信する工程と、
　呼の休眠状態を含む前記ある通信モードで通信を行っている場合に、前記ページメッセ
ージのメッセージタイプフィールドを検査して該ページメッセージが呼の開始の要求を示
しているか否かを判断し、当該要求を示している場合には、前記ページメッセージのサー
ビスオプションフィールドを検査して特定される通信モードと、前記メモリに記憶された
前記通信モードの指示とを比較して、前記ページメッセージにより特定される、到来する
呼の前記通信モードが前記メモリに記憶された前記指示に一致しない場合には、前記到来
する呼を拒絶する工程と、を具備する方法。
【請求項４】
　前記少なくとも２つの通信モードは、音声通信モードとデータ通信モードとを含む請求
項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記到来する呼を拒絶する工程は、前記マルチモード通信装置と通信を行なっている基
地局にページ応答メッセージを送信する工程を含む請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記到来する呼を拒絶する工程は、前記マルチモード通信装置と通信を行なっている基
地局にページ応答メッセージを送信する工程を含み、前記ページ応答メッセージは前記マ
ルチモード通信装置がどの通信モードを受けるべく選択されたかを示す請求項３に記載の
方法。
【請求項７】
　すでに進行中の呼を妨害することなしに前記ユーザに前記拒絶について知らせる工程を
さらに含む請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記到来する呼の前記通信モードが前記メモリに記憶されている前記指示と一致するな
らば前記到来する呼を受け入れる工程をさらに含む請求項３に記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも１つの所望の通信モードを選択する工程は、前記マルチモード通信装置ユー
ザにより実行される請求項３に記載の方法。
【請求項１０】
　特定のモードの呼が前記マルチモード通信装置で開始されるとき、少なくとも１つの所
望の通信モードが自動的に実行される請求項３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の背景
１．発明の分野
本発明は概してワイヤレス通信装置に関し、より詳細には、呼の開始のオーバザエア（Ｏ
ＴＡ）要求をマルチモードワイヤレス通信装置によって拒絶するための方法及び装置に関
する。
【０００２】
２．関連技術の記載
ワイヤレス通信システムは世界中で一般的になってきた。今日のワイヤレス通信装置は、
セルラ及びＰＣＳ周波数で動作するアナログ及びデジタル電話、衛星電話、ワイヤレスモ
デムを備えたパーソナルコンピュータ、ワイヤレス自動車通信システム、などを含む。デ
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ジタル変調技術を用いるワイヤレス電話において、第１世代の電話は、音声通信を送信す
るためにアナログ送信プロトコルに依存している。最近では、デジタル技術に付随した付
加的な利点により、デジタル変調技術を用いるワイヤレス電話が普及してきた。例えば、
デジタルワイヤレス電話は、より優れた音声の明瞭さ、より少ない呼のドロップ頻度、ア
ナログワイヤレス電話に利用されていない種々のサービスオプションを提供する。
【０００３】
インターネットなどの、世界的なコンピュータ通信網に対するワイヤレス接続性は、ワイ
ヤレス通信装置に対する増大する所望の属性となっている。移動電話及びインターネット
を用いる他の製品に対する増大するワイヤレスへの応用がより一般的になっている。次世
代の移動電話は、今日のデスクトップコンピュータで利用可能な速度に近いかあるいはそ
れを越える速度でインターネットと交信できるであろう。
【０００４】
インターネットに対するワイヤレス接続性は、ワイヤレス通信装置に対して利用可能なあ
るいはすぐに利用可能になるであろうデータ通信の単なる一例である。現在、データは同
期をとってあるいは非同期で送信される。同期をとったデータ送信は、送信機と受信機と
は互いに時間に関して同期がとられ、データは特定の時間間隔で送信されることを意味す
る。これに対して、非同期のデータ送信は、受信したデータを復調可能なように受信機を
調整するために、データそれ自身とともに送信される情報を使用する。同期式データ送信
の一例は、いわゆる“パケットデータ”送信と呼ばれるものであり、コンピュータと、Ｔ
ＣＰ／ＩＰなどの種々の送信プロトコルを用いたインターネットとの間でデータを転送す
るのに用いられる。非同期式のデータ送信の一例は、データをそれらの間で転送する２つ
のコンピュータモデムなどの、送信機と受信機間の専用の接続である。
例えばインターネットに接続されたコンピュータなどのパケットデータ送信においては、
データは概してバースト状態で送信され、データの各バーストは通常２，３秒から１分あ
るいはそれよりも長く継続する。インターネット上のデータのバーストの一例は、例えば
、ユーザがウェブサイトにアクセスするときに発生する。ウェブ上に含まれる情報はデー
タパケット状態で要求するコンピュータに送信され、すべての要求された情報が要求する
コンピュータにほぼ完全に送信されるまで継続する。他のデータがコンピュータからされ
るまではデータは送信されない。
【０００５】
ワイヤレスへの応用においても、データは概して基地局からワイヤレス通信装置までバー
スト状態で空中を送信される。しかしながら、リンク動作(activity)の一般的欠如(gener
al lack)が比較的短い時間の後で検出された場合には、基地局とワイヤレス通信装置間に
通信チャネルを提供しているエア（空中）インタフェースは“切断”あるいは休止される
。次のデータ要求がワイヤレス通信装置または基地局により発行された場合には、新たな
通信チャネルが確立されねばならない。
【０００６】
近い将来、ワイヤレス電話がユーザに対してマルチモードの通信を提供することが可能に
なるものと予期されている。例えば、音声とデータの両方の通信が可能なワイヤレス電話
がまもなく出現するものと思われる。
【０００７】
マルチモード能力を有するワイヤレス電話の結果発生するものと思われる１つの問題は、
電話がデータ通信などのあるモードの通信を行なっている間の他の呼からの妨害である。
上記したように、ワイヤレス通信装置がデータ通信を行なっているときに、データ転送間
に比較的長い遅延が発生する。この場合、ワイヤレス通信に割り当てられた通信チャネル
は破棄され、他のワイヤレス通信装置に再度割り当てられる。データ通信の間に、第１の
通信装置にチャネルの割り当てがない間に、第２の通信がワイヤレス通信装置に向けられ
るであろう。第２の通信は例えば音声呼である。ワイヤレス通信装置がそれに割り当てら
れた通信チャネルを有していないとき、任意のモードの呼が通信装置に送信可能である。
例えば、ページメッセージは、呼の開始を要求している通信装置に送信される。あるいは
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ワイヤレス通信装置と通信を開始する要求が送信される。ページメッセージ及び／または
待機中の音声呼は概して現在のデータ通信を妨害する。
【０００８】
マルチモード通信が可能な通信装置に対する第１のモードの通信を不作動にする装置及び
方法が必要とされている。そのような装置及び方法に対する必要性は、ユーザが、第２の
モードの通信が進行中のときに第１のモードの呼を受信することを望まない応用において
特に有益である。そのような装置及び方法は、理想的なことに、基地局及び移動交換局な
どの現存するインフラストラクチャに対する変更を要求しない。
【０００９】
本発明の要約
本発明は、マルチモード通信が可能な装置に対する呼の開始の要求を拒絶するための方法
及び装置である。一実施形態においては、ワイヤレス通信装置は音声モード及びデータモ
ードにおいて通信可能なワイヤレス電話を具備する。
【００１０】
本発明の実施形態において、ワイヤレス通信装置は、マルチモードワイヤレス電話と、到
来する通信要求の通信モードを決定するために前記電話内に配置された手段とを具備する
。本発明はさらに、動作するべき少なくとも１つの好ましい通信モードを識別するために
、ワイヤレス通信装置のユーザによる少なくとも１つの所望の通信モードを選択するため
の手段を具備する。
【００１１】
少なくとも１つの所望の動作モードがユーザによって選択されたときに、選択されたモー
ド以外の通信モードをもつ到来呼の開始の要求は、マルチモード通信装置によって拒絶さ
れる。ページメッセージが呼の開始の要求あるいは到来呼の利用可能性を示すワイヤレス
通信装置によって受信されたときに、どの通信モードが到来する呼によって要求されてい
るのかを決定するために、ページメッセージが検査される。到来する呼の通信モードがユ
ーザによって選択された通信モードの少なくとも１つと一致するならば、ワイヤレス通信
装置は概してページ応答を発行し、到来する呼を受信する。到来する呼の通信モードが選
択された通信モードの少なくとも１つに一致しないならば、到来する呼を拒絶するあるい
は他の通信モードを要求する、ページ応答メッセージがワイヤレス通信装置によって送信
される。
【００１２】
好ましい実施形態の詳細な説明
本発明は、マルチモード通信が可能な装置に対する呼の開始の要求を拒絶するための方法
及び装置に関している。そのような発明は、他のモードでの通信により妨害されることな
しに、１つのモードでワイヤレス通信装置を動作させることが望まれる場合に有益である
。一実施形態において、本発明の装置は、マルチモードワイヤレス電話と、前記ワイヤレ
ス電話に向けられたページングメッセージ内に含まれる呼の開始の要求を検出するために
電話内に配置された手段とを具備する。呼の開始の要求は、到来する通信の利用可能性を
示すワイヤレス通信装置に対する要求である。本発明はさらに、動作するべき少なくとも
１つの好ましい通信モードを識別するためにワイヤレス通信装置のユーザにより少なくと
も１つの所望の通信モードを選択するための手段を具備する。
【００１３】
本発明は、地上のワイヤレス通信システム、特に２つのモードで動作可能なワイヤレス電
話に関して記載しているが、本発明はそのような応用に限定されない。例えば、本発明は
任意のワイヤレス通信システムにおいて使用され、さらに、衛星通信装置あるいはページ
ャなどの装置や、少なくとも２つの動作モードを有する任意のワイヤレス通信装置で使用
される。この明細書において用いられるように、モードという術語は、ある種の通信、例
えば、音声通信やデータ通信を意味するものである。
【００１４】
図１は、本発明が適用される一般的な地上のワイヤレス通信システムの一例を示している
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。ここで、図１に示す構成要素は、ワイヤレス通信システムの１つのモードを示しており
、他の通信システムであれば同様な結果を得るために異なる要素を用いることもある。し
たがって本発明は、図１に示すシステムに限定されるものではない。
【００１５】
図１に示すワイヤレス通信システムにおいて、マルチモードのワイヤレス通信装置（ここ
では単にワイヤレス通信装置と呼ぶ）はワイヤレス通信装置１００ａ、１００ｂ、そして
１００ｎとして示されている。単一のワイヤレス通信装置はシステム内の各ユーザに割り
当てられる。ワイヤレス通信装置の識別子に関する表示ａ、ｂ、ｎはそれぞれ、第１のユ
ーザ、第２のユーザ、第ｎのユーザに対応し、通信システムにおけるｎ個のユーザを表し
ている。図１では、３つのワイヤレス通信装置１００のみが示されているが、ワイヤレス
通信システムは概して数千のユーザを有している。
【００１６】
図１に戻って、移動交換局（ＭＳＣ）１２０は概して、ワイヤレス通信システムを備える
１からｎ個の基地局を表す基地局１１０ａから１１０ｎに対してシステム制御を提供する
ためのインタフェース及び処理回路を含む。基地局は、ワイヤレス通信装置に通信信号を
送信したり、ワイヤレス通信装置から通信信号を受信するために当業界でよく知られてい
る。各基地局１１０は基地局位置から半径数マイルまでの包囲エリアを提供する。ワイヤ
レス通信装置が各基地局の包囲エリア内を移動するときに、ワイヤレス通信装置からある
いはワイヤレス通信装置へ転送されるべき通信信号は概して、ワイヤレス通信装置が最も
近くに位置している特定の基地局を介して送信される。
【００１７】
ＭＳＣ１２０は、種々の基地局包囲エリアにおいて動作するワイヤレス通信装置間さらに
は、図１にＰＳＴＮ１３０として示すような公衆交換電話網を介して遠隔局と地上通信線
による電話ユーザ間で通信を行なうための回路を提供する。ＭＳＣ１２０は、上記の構成
の代わりにあるいは上記の構成に加えて、ワイヤレス通信システムにおけるワイヤレス通
信装置と、パーソナルコンピュータ、メインフレームコンピュータ、デジタルカメラ、電
子メールシステム、遠隔制御装置などの、コンピュータネットワーク１６０に接続された
種々の既知の計算装置との間での通信を提供するためにコンピュータネットワーク１６０
に接続可能である。
【００１８】
ＭＳＣ１２０は概して、遠隔通信スイッチ（図示せぬ）と基地局制御装置（ＢＳＣ）（図
示せぬ）とを具備する。遠隔通信スイッチは、ＰＳＴＮ１３０に対するスイッチングイン
タフェースを提供し、ＢＳＣは基地局間での通信を実現するのに必要なハードウェア及び
ソフトウェアを提供する。ＭＳＣ１２０は、概して、請求サービスやデータサービスなど
の通信システムにおける他の機能を提供する。
【００１９】
ＭＳＣ１２０は、専用の電話線、光ファイバリンク、マイクロ波通信リンクなどの種々の
手段により基地局に接続される。呼がワイヤレス通信装置により開始されるとき、ページ
ングメッセージは、概してページングチャネルを介して呼を開始するワイヤレス通信装置
に近接する１つ以上の基地局に送信される。ページングメッセージはＭＳＣ１２０に送信
され、そこで処理された後、ＰＳＴＮ１３０あるいは、呼が意図されているワイヤレス通
信装置に近接する１つ以上の基地局に送信される。ＰＳＴＮ１３０から呼が開始されたと
き、ページングメッセージはＭＳＣ１２０により受信され、そこで特定のワイヤレス通信
システムに適したフォーマットに変換される。例えば、一般的なＣＤＭＡ通信システムに
おいて、ページングメッセージは、国際遠隔通信標準ＩＳ－９５により定義される一般的
なページングメッセージと、その変形例に変換される。一般的なページングメッセージは
その後、呼が意図されているワイヤレス通信装置に近接する１つ以上の基地局に送信され
る。
【００２０】
典型的な実施形態において、ワイヤレス通信装置１００は、データ通信と音声通信の少な
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くとも２つのモードあるいはタイプの通信方式により通信することができる。データ通信
モードは、ラップトップコンピュータなどの、デジタル計算装置に概して適した情報を送
信あるいは受信することが望まれるときに用いられる。データは、概してパケットと呼ば
れる離散的な区分により送信される。各データパケットは概して、種々の目的に用いられ
るオーバヘッド情報を含む。例えば、多くのデータパケットは、エラー検出符号を記憶す
るのに用いられるデータフィールドを含む。エラー検出符号は、それが無傷で受信された
、すなわち、データは送信プロセスの間に破損しなかったことを確認する目的で受信した
データパケットをチェックするのに用いられる。
【００２１】
音声通信モードは、人間の話し声、ファクシミリ音、音楽、他の可聴通信形態を含む音響
情報を送信することが望まれる場合に用いられる。音声通信モードにおいて、オーディオ
情報は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＡＭＰＳなどの、１つ以上の既知のワイヤレス通信変調技
術を用いて送信される。一般的な音声通信の間に、オーバザエアチャネルが１つ以上の基
地局とワイヤレス電話との間に確立される。チャネルは、ワイヤレス電話と基地局との間
で発生する音声アクティビティの多少にかかわらず、チャネルは音声呼の時間間隔に渡っ
て維持される。多くの場合に、音声データがデジタル化されて送信に先立ってパケットに
フォーマットされる。音声パケットは、音声パケット内に送信先アドレスに関する情報が
含まれていない点において、データパケットと異なっている。すなわち、まず、２つの位
置の間に接続が確立され、その後、音声データが２つの位置間で送信される。音声パケッ
トの送信元と送信先は接続によりあらかじめ決められているので、音声パケット内にアド
レス情報を含ませる必要はない。
【００２２】
データモードはさらに、ある種の応用において音声を送信する能力を含む。この場合にお
いて、音声は既知の技術によりデジタル化される。デジタル化された音声信号は空中にお
いて安全な音声送信を提供するために暗号化される。デジタル化された音声信号はその後
、データパケットにフォーマットされ、既知のデータ送信プロトコルを用いて空中を介し
て送信される。上記したように、各データパケットは、データパケットが到着すべきアド
レスあるいは送信先を含む。
【００２３】
ワイヤレス通信装置が、データ呼として知られるデータ通信を行なう場合に、情報は概し
て、空中インタフェースを介して連続的に流れない。通常は、データは、例えば、電子文
書がラップトップコンピュータに接続されたワイヤレスモデムによって要求されたときに
、情報のバースト形態で送信される。空中インタフェースは、文書を送信するのに必要な
時間の長さだけ使用される。データが空中インタフェースを介して能動的に送信される時
間間隔は“アクティブ”状態あるいは“接続された”状態と呼ばれる。アクティブ状態は
、データバーストが空中インタフェースを介して送信された後の所定の時間間隔を含む。
この時間間隔はしばしば、その間はデータが送信されない“ハングタイム”と呼ばれてい
る。所定の時間間隔、例えば最後に何らかのデータが空中インタフェースを介して送信さ
れた後の２０秒間に空中インタフェースを介して何のデータも送信されなかったならば、
アクティブ状態は消滅し、休眠状態(dormant state)に入る。休眠状態では、ワイヤレス
通信装置にもともと割り当てられた空中インタフェースは、概して基地局かあるいはワイ
ヤレス通信装置が通信していた移動交換局により開放される。しかしながら、データ呼は
しばしば、休眠状態に入ったことに応答して完了とはならない。多くの場合、例えばワイ
ヤレス通信装置とホストコンピュータ間のデータ送信の間に長いポーズが存在する。
【００２４】
アクティブ状態の消滅に応答して、ワイヤレス通信装置に割り当てられた空中インタフェ
ースは、音声あるいはデータ通信を送信するのに必要とされたときに他のワイヤレス通信
装置により再度割り当てられる。利用頻度が少ない(under-utilized)空中インタフェース
の再度の割当ては、効率を改善して通信システムの容量を最大化するのに用いられる技術
である。
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【００２５】
休眠状態において、ワイヤレス通信装置１００は、必要になったときに他の空中インタフ
ェースをただちに再確立することができる。これは、データ呼のある種の動作パラメータ
が通信装置及び当該通信装置が通信している装置内に記憶されているからである。例えば
、データ呼の間に、ワイヤレス通信装置は概して、通信装置が通信をしている基地局によ
ってＩＰアドレスが割り当てられる。ＩＰアドレスは、インターネット等のコンピュータ
ネットワークに対する遠隔コンピュータを独自に識別するための既知の４つのアラビア数
字(４ digit)の符号である。本実施形態におけるＩＰアドレスは、休眠状態に入る前に例
えばホストコンピュータと通信していた装置に対するワイヤレス通信装置を識別するのに
用いられる。通信装置に割り当てられたもとのＩＰアドレスが休眠状態の間に維持された
ならば、空中インタフェースはワイヤレス通信装置に対してただちに再度確立される。し
かしながら、第２の通信が音声呼などの休眠状態の間にワイヤレス通信装置により受信さ
れたならば、ＩＰアドレスなどのデータ呼に関する情報は、第２の通信が一度ワイヤレス
通信装置により受信された後、再確立しなければならない。
【００２６】
アクティブ状態、例えばデータがワイヤレス通信装置へあるいはワイヤレス通信装置から
送信されている間、すなわち“ハングタイム”の間、ＭＳＣ１２０は、音声呼などの他の
呼をワイヤレス通信装置に対して送信しない。特定のワイヤレス通信装置に向けたＭＳＣ
１２０により呼が受信されるごとに、ＭＳＣ１２０は、トラフィックチャネルとして知ら
れる空中インタフェースが現在その装置に割り当てられているかどうかを決定する。トラ
フィックチャネルが現在ワイヤレス装置に割り当てられているならば、すなわち、ワイヤ
レス装置がアクティブ状態にあるならば、その特定のワイヤレス装置に向けた呼は、音声
メールシステムなどの、他の送信先に送信されるかあるいは、特定のワイヤレス通信装置
は現在呼を受信するのに利用可能な状態にないことを示す発呼元にビジー信号が送信され
る。他の状況においては、たとえトラフィックチャネルが現在割り当てられていても、“
呼の待機中”の機能が特定のワイヤレス装置に対して設けられている場合には、呼が特定
のワイヤレス通信装置に送信される。この場合、もし望まれる場合には第２の呼が受信す
るのに利用可能であることを示すページメッセージがＭＳＣ１２０によって特定のワイヤ
レス通信装置に送信される。ワイヤレス通信装置ユーザは第１の呼を維持しながら第２の
呼を受信する。
【００２７】
一方、データ呼の休眠状態においては、ワイヤレス通信装置１００はそれに送信されてい
る他の呼を受信する可能性があり、それによって進行中のデータ呼を妨害する。休眠状態
においては、トラフィックチャネルがワイヤレス通信装置１００に割り当てられない。し
たがって、ＭＳＣ１２０は他の呼をそれに送信可能である。ある状況においては、ワイヤ
レス通信装置のユーザはある種のモードの呼、例えばデータ呼のみを受信することを望む
だろう。
【００２８】
図２は、ワイヤレス通信装置の機能的構成要素あるいはワイヤレス通信装置１００をブロ
ック図の形態で示している。ワイヤレス通信装置１００はマルチモード通信が可能であり
、音声通信やデータ通信などの、いくつかの通信モードで動作可能である。音声通信は、
音声、音楽、あるいは呼の処理、モデム、ファクシミリ装置に対して用いられる可聴トー
ンを含む。データ通信は、同期あるいは非同期のデータ送信を含む。これらのモードに加
えて、ワイヤレス通信装置他のモードの通信が可能である。
【００２９】
ワイヤレス通信装置１００のユーザは、概して入力装置２００を用いることにより通信を
開始する。入力装置２００は一実施形態ではキーパッドを含む。しかしながら、入力装置
２００は、音声コマンドをコントローラ２０２によって処理するのに適した電気信号に変
換する音声応答装置などの、ユーザコマンドを受信する任意の装置である。音声通信の間
、ユーザはマイクロホン２０４に対して音声を発すると、マイクロホン２０４は音響エネ
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ルギを電気エネルギに変換し、当該電気エネルギを処理のためにコントローラ２００に送
る。マイクロホン２０４は、第２の音声入力装置が望まれていない応用において入力装置
２００にとって代わられる。多くの場合、マイクロホン２０４からの電気信号を制限され
た帯域の空中インタフェースを越える送信により適したフォーマットに変換するために、
概してコーデックとして知られる音声エンコーダ／デコーダがマイクロホン２０４とコン
トローラ２０２間で使用されるかあるいは、コントローラ２０２内に組み込まれる。スピ
ーカ２０６は、受信電気信号を音響信号に変換するのに使用される。スピーカ２０６は、
概して伝統的な電話への応用での使用のために、低ボリュームの音響出力に適したスピー
カを含む。あるいは、スピーカ２０６は、概して配送サービスへの応用における仕様に合
った高ボリュームの音響出力に適したラウドスピーカを含む。他の実施形態においては、
スピーカ２０６は、通常使用され容易に入手可能な、高ボリュームと低ボリュームの音響
スピーカの組み合わせを含む。
【００３０】
ワイヤレス通信装置１００はさらに、ユーザがワイヤレス通信装置の動作特性を見ること
を可能にする表示部２０８を含む。そのような表示部は、電話及び遠隔データ端末を含む
今日の多くのワイヤレス装置の多くにおいて共通に使用されている。
【００３１】
データポート２１０は、コントローラ２０２と、外部のハードウェア装置との間のインタ
フェースとして機能する。データポート２１０は概して、ワイヤレス通信装置１００と外
部装置との間での種々の双方向のデータ通信を可能にするものである。外部装置は、ラッ
プトップコンピュータ、ファクシミリ装置、遠隔データ端末などを含む。
【００３２】
ユーザが音声あるいはデータ通信を開始するとき、第２の通信装置に対応する識別符号、
概して電話番号が入力装置２００を用いて入力される。一実施形態において入力装置２０
０は０から９までの桁に対応するキーと、ＳＥＮＤ、ＥＮＤなどの付加的な機能キーとを
備えている。入力装置２００は、進行中の通信をデータ通信あるいは音声通信として識別
するのに使用される１つ以上のキーを含む。例えば、データ通信を開始したいユーザは、
データ通信用に指定されたキーを押し、次に、ユーザが通信したいデータ装置に対応する
電話番号をダイヤルする。一実施形態において、ワイヤレス通信装置１００からのすべて
の呼は、上記した方法の１つにより記載されたように、いくつかの他の通信モードとして
区分けされない限り、音声呼とみなされる。
【００３３】
コントローラ２０２はワイヤレス通信装置１００の主な計算ユニットとして機能する。コ
ントローラ２０２は、図２では単一の要素として示されている。しかしながら、コントロ
ーラ２０２は、１つ以上の特定用途向けの集積回路（ＡＳＩＣ）あるいはカリフォルニア
州、サンタクララのインテル社からのマイクロプロセッサと、メモリ装置、バスコントロ
ーラ、及び当業者に知られた他のサポート装置との組合わせである。
【００３４】
他の機能のうち、コントローラ２０２は、入力装置２００を介してユーザからの指令を受
信する役目を持っている。例えば、コントローラ２０２は、第１の通信装置から遠隔的に
配置された第２の通信装置との通信を開始するための信号とともに、電話番号に対応する
信号を入力装置２００から受信する。電話番号及び開始信号に加えて、コントローラ２０
２は、どのモードの通信が開始すべきかを示す信号を入力装置２００から受信する。
【００３５】
ワイヤレス通信装置１００に対する呼は、概して、今日使用されている多くの電話により
生成される一般的なベル音などの、可聴警告音を生成することによって生成される。可聴
警告音は、概してページングチャネルを介して基地局１１０とワイヤレス通信装置１００
間で送信される一連のページメッセージに応答して生成される。一実施形態において、基
地局１１０により送信されるページメッセージは、一般的なページメッセージと呼ばれ、
ワイヤレス通信装置により送信されるページメッセージは、上記のＩＳ－９５の教義によ
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れば、ページ応答メッセージと呼ばれる。ＴＤＭＡ、ＡＭＰＳ及びＦＤＭＡを含む他のワ
イヤレス変調方法は、ワイヤレス装置に対して到来する呼を知らせるために同様のページ
メッセージを用いる。
【００３６】
基地局１１０から送信された一般的なページメッセージは、到来する呼が受信するのに利
用可能であることをワイヤレス通信装置１００に知らせる。この一般的なページメッセー
ジに応答して、ワイヤレス通信装置１００は、概して到来する呼を受け入れるページ応答
メッセージを送信する。基地局１１０は、到来する呼を受信するトラフィックチャネルに
ついてワイヤレス通信装置１００に知らせる他のページメッセージにより応答する。休眠
状態のときにデータ呼の間にワイヤレス通信装置１００によって一般的なページメッセー
ジが受信されたときに、ユーザが到来する呼を受け入れることを選択したならば、データ
呼は破壊される。
【００３７】
本発明は、動作するべき１つ以上の所望の通信モードをユーザが選択可能にすることによ
って、ワイヤレス通信装置１００に対する少なくとも１つの通信モードの呼を効率よく不
作動にする。選択されたモード以外の通信モードを有する到来する呼は、ワイヤレス通信
装置によって拒絶される。
【００３８】
ワイヤレス通信装置ユーザは概していつでも１つ以上の所望の動作モードを選択する。呼
の開始の要求を示すページメッセージがワイヤレス通信装置により受信されたときに、関
連の到来する呼の通信モードが、ユーザによって選択されたモードの少なくとも１つと一
致するかどうかを決定するのに、ページメッセージ内に含まれるフィールドが検査される
。もし一致が決定されたならば、その呼を受け入れてユーザに到来する呼を知られるペー
ジ応答メッセージを基地局に送信することによって当該呼は通常どおり進行する。もし一
致しないことが決定された場合、ワイヤレス通信装置１００は、到来する呼を拒絶するか
あるいは他の通信モードを要求するページ応答メッセージを送信することによってページ
メッセージに応答する。これは、選択されたモード以外の異なる通信モードを有する呼が
ワイヤレス通信装置１００によって受信されるのを効率よく不作動にする。
【００３９】
図２に戻って、ワイヤレス通信装置１００のユーザは、入力装置２００を用いて所望の通
信モードを入力する。ユーザは概していつでも、しばしば選択されたモードの通信を開始
するに先立って所望のモードを入力する。 　　　例えば、データ呼を開始するに先立っ
て、ユーザはデータ通信モードを所望の通信モードとして選択可能であり、それによって
ワイヤレス通信装置１００に対する音声呼が拒絶される。
【００４０】
一実施形態において、ユーザは入力装置２００を用いて所定のキーあるいはキーシーケン
スを押すことにより所望の通信モードを選択する。入力装置２００が音声コマンドに応答
可能ならば、要求は音声コマンドにより生成可能である。なお、任意のモードの通信が開
始されるとき、所望の通信モードはコントローラ２０２によって自動的に生成される。例
えば、データ呼がワイヤレス通信装置ユーザにより開始されるならば、コントローラ２０
２は、データモードを所望の動作モードとして選択し、データモード以外の異なる動作モ
ードをもつ呼がワイヤレス通信装置１００により受け入れられるのを拒絶する。
【００４１】
選択された通信モードは、いくつかの方法によりキャンセルされる。デフォルト状態が定
義され、選択された通信モードは、選択された通信モードの終了までの間動作可能とされ
る。例えば、ユーザはデータ通信モードを選択し、データ呼を行い、データ呼の終了でワ
イヤレス通信装置１００は任意のモードの呼を受け入れるためにコントローラ２０２によ
って自動的に再構成される。一方、選択されたモードは、前に選択されたモードのキャン
セルを望んでいることを示す第２のコマンドがユーザによって入力されるまで動作可能状
態を維持する。ユーザが選択された通信モードをキャンセルする他の方法は、以前に選択
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されたモード以外の通信モードを入力装置２００に対して選択することである。
【００４２】
選択された通信モードは入力装置２００を用いて入力され、情報をコントローラ２０２に
提供する。コントローラ２０２は選択された通信モードの指示をメモリ２１６内に記憶す
る。メモリ２１６はデジタルフォーマットで表示された情報を記憶するのに用いられる既
知の装置である。メモリ２１６の一例は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、電気的に
消去可能なプログラマブル読出し専用のメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、不揮発性メモリ及びそ
の他の既知の記憶装置を含む。
【００４３】
ページメッセージがＲＦトランシーバ２１２によって受信されるときに、当該ページメッ
セージは、ページメッセージがワイヤレス通信装置１００に向けられているかどうかを当
業界でよく知られた技術、及びＩＳ－９５に詳細に記載された具体的な実施形態の技術を
使用して決定するためにコントローラ２０２によって検査される。ページメッセージがワ
イヤレス通信装置１００に向けられているとコントローラ１００が決定したならば、コン
トローラ２０２は次に本実施形態ではページメッセージのＭＳＧ＿ＴＹＰＥフィールドを
検査することによってページメッセージが呼の開始、到来する呼の利用可能性に対する要
求を示しているかどうかを決定する。ここで、ページメッセージフォーマットは、通信シ
ステムにより異なっており、本発明はＣＤＭＡ通信システムに限定されることはない。
【００４４】
ページメッセージが到来する呼の利用可能性を示すならば、コントローラ２０２は、ペー
ジメッセージ内に含まれているサービスオプションフィールドがメモリ２１６に記憶され
ている所望の通信モード指示に一致するかどうかを検査する。サービスオプションフィー
ルドは、到来する呼の通信モードを識別する。メモリ２１６に記憶された所望の通信モー
ド指示とサービスオプションフィールドにおいて識別された通信モードとの間の一致が決
定されたならば、基地局１１０が呼を受信するためにどのトラフィックチャネルに同調す
るかなど、呼についてのさらなる詳細を提供するために、呼が所望のモードであることを
示すページ応答メッセージがワイヤレス通信装置１００により送信される。このプロセス
は、呼を効果的に受け入れる。また、一致があったならば、ユーザは可聴警告などによっ
て呼の利用可能性について知らされる。
【００４５】
サービスオプションフィールド内で識別された通信モードが、メモリ２１６に記憶された
所望の通信モード指示と一致しないならば、呼は所望の通信モードではなく、当該呼が拒
絶されたことを示すページ応答メッセージがワイヤレス通信装置１００によって送信され
る。また、ワイヤレス通信装置１００は、それはユーザによって選択された通信モードを
受け入れるという通信モードを示すページ応答メッセージを送信する。いずれにしても、
ユーザは到来する呼に対して通知されず、到来する呼は、基地局１１０によってワイヤレ
ス通信装置１００に転送されない。これは不要なモードの通信がワイヤレス通信装置１０
０によって受信されるのを防止する。
【００４６】
図３は、本発明の方法をフローチャートで示したものである。本発明のステップは、マル
チモードワイヤレス通信装置１００のユーザがワイヤレス通信装置１００に対して少なく
とも第１のモードの通信を不作動にすることを望むときはいつでも実行される。一実施形
態において、第１のモードは音声通信として定義され、第２のモードはデータ通信として
定義される。しばしば、ユーザは、当該ユーザが第２のモードの通信を行なっていないな
らば、第１のモードの通信が通信装置１００に送信されるのを防止することを望む。 　
ステップＳ３００において、マルチモードワイヤレス通信装置１００のユーザは、入力装
置２００を用いて１つ以上の所望の通信モードを選択する。キーパッド上の１つ以上のキ
ーを押すことにより、あるいは音声コマンドにより、あるいは当業界で既知の他の方法に
より、選択されたモードが入力される。他の実施形態では、通信モードは、任意のモード
の通信が開始された場合はいつでもコントローラ２０２によって自動的に生成される。
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【００４７】
ステップＳ３０２において、選択された通信モードの指示はメモリ２１６に記憶される。
以前の通信モードがメモリ２１６にすでに記憶されているならば、以前のモードはコント
ローラ２０２によって上書きされるか、あるいは、ユーザは以前のモードを上書きするか
どうかの指令を入力するように促される。選択された通信モードの指示がメモリ２１６に
記憶された後、ユーザは任意のモードで呼を送信することができ、ワイヤレス通信装置１
００と通信している基地局からのページメッセージを待つ。
【００４８】
ステップＳ３０４において、ページメッセージは、ワイヤレス通信装置１００によって受
信される。コントローラ２０２は、当業界で既知の方法を用いて、それがワイヤレス通信
装置１００に向けられているかどうかを決定するためにページメッセージを検査する。ペ
ージメッセージがワイヤレス通信装置１００からのものでないならば、ページメッセージ
は無視され、さらなるアクションはとられない。ページメッセージがワイヤレス通信装置
１００に向けられているならば、処理はステップＳ３０６に移行する。
【００４９】
受信したページメッセージは、多数の異なるページメッセージの１つであり、各種のペー
ジメッセージはワイヤレス通信装置１００への及びワイヤレス通信装置１００からの情報
を運搬あるいは要求するものである。プロセッサ２０２は、概して受信したページメッセ
ージ内に含まれる“メッセージタイプ”フィールドを調べることにより、それが呼の開始
の要求、あるいは到来する呼の利用可能性を示すページメッセージであるかどうかを決定
するために、受信したページメッセージを検査する。受信したページメッセージが呼の開
始の要求以外のなにかであるとコントローラ２０２が決定した場合には、受信したページ
メッセージは、受信したページメッセージの特定のタイプに対する所定のプロシージャに
従って、ステップＳ３０８において処理される。受信したページメッセージは到来する呼
の利用可能性を示しているとコントローラ２０２が決定したならば、処理はステップＳ３
１０に移行する。
【００５０】
ステップＳ３１０において、ページメッセージに関連する到来する呼の通信モードがメモ
リ２１６に記憶されている選択された通信モードの指示に一致するかどうかを決定するた
めに、ページメッセージはコントローラ２０２によって検査される。一実施形態において
、到来する呼の通信モードは、ページメッセージのＳＥＲＶＩＣＥ＿ＯＰＴＩＯＮフィー
ルドに配置されている。
【００５１】
到来する呼のモードがメモリ２１６に記憶されている選択された通信モードの指示と一致
するならば、呼の受け入れのためにワイヤレス通信装置１００からのさらなる情報指令を
要求するページ応答メッセージがワイヤレス通信装置１００によってステップＳ３１２に
おいて送信される。ステップＳ３１４において、ユーザは到来する呼が受信されたことを
知らされ、この通知に応答してユーザは適切な行動をとることができる。例えば、ユーザ
は音声呼に応答するために入力装置２００上の所定のキーを押すことによって当該呼に応
答する。
【００５２】
到来する呼のモードがメモリ２１６に記憶されている選択された通信モードの指示と一致
しないならば、処理はステップＳ３１６に移行し、ここで、呼を拒絶するページ応答メッ
セージがワイヤレス通信装置１００によって送信される。選択された通信モードの指示を
送信することによって、ページ応答メッセージは到来する呼を拒絶し、ワイヤレス通信装
置は受信可能となる。さもなければ、ページ応答メッセージは、メモリ２１６に記憶され
ている選択された通信モードの指示を送信することなしに到来する呼を拒絶する。いずれ
にしても、ユーザを混乱させることなしに、あるいはすでに進行中の呼を混乱させること
なしに、到来する呼は、ワイヤレス通信装置１００によって拒絶される。他の実施形態に
おいて、ユーザは、すでに進行中の呼を混乱させることなしに視覚的、聴覚的あるいは触
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覚的な方法によって当該拒絶に対して通知される。進行中の呼が一時的あるいは永久的に
切断あるいは“途絶えた”場合には当該進行中の呼は遮断される。
【００５３】
好ましい実施形態の前記した記述は、当業者が本発明を製造あるいは使用するために提供
される。これらの実施形態に対する種々の変形例は、当業者によって容易に明らかであり
、ここで定義された一般的な原理は創作能力を使用しなくとも他の実施形態に適用される
。すなわち、本発明は、ここに開示された実施形態に限定されることはなく、ここに開示
される原理及び新規な特徴に相応した広い権利範囲が与えられるべきである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明が使用される一般的なワイヤレス通信システムの一例を示す図である。
【図２】　ブロック図で示された図１のワイヤレス通信システムに用いられるワイヤレス
通信装置の機能要素を示す図である。
【図３】　本発明の方法をフローチャートにより示す図である。
【符号の説明】
１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｎ　ワイヤレス通信装置
１１０Ａ，１１０Ｎ　基地局
１２０　移動交換局
１３０　ＰＳＴＮ
１６０　コンピュータネットワーク
２００　入力装置
２０２　コントローラ
２０４　マイクロホン
２０６　スピーカ
２０８　表示部
２１０　データポート
２１２　ＲＦトランシーバ
２１６　メモリ
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