
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 の通信 との間で通信を行なう通信装置であって、
　予め定められている制御により読み出し可能となり、実行される 機能を記憶してい
る 機能記憶手段と、
　 の使用者による使用状態 を記憶する使用状態記憶手段と、
　通信を実行する通信実行手段と、
　この通信実行手段により通信が実行された際に、前記 状態記憶手段に記憶された使
用状態データを前記 の通信 に送信する送信手段と、
　この送信手段によって送信された使用状態データに対する前記 の通信 からの

　 に応じて、前記 機能記憶手段に記憶され
ていた 機能を読み出し可能とする制御手段と
を備えたことを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　第１の通信 と第２の通信 との間で通信を行なう通信 であって、
　前記第１の通信 は、
　予め定められている制御により読み出し可能となり、実行される 機能を記憶してい
る 機能記憶手段と、
　この第１の通信 の使用者による使用状態 を記憶する使用状態
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外部 装置
付加

付加
自装置 を示す使用状態データ

使用
外部 装置

外部 装置 制
限解除信号を受信する受信手段と、

この受信手段により受信した制限解除信号 付加
付加

装置 装置 システム
装置

付加
付加

装置 を示す使用状態データ



記憶手段と、
　通信を実行する通信実行手段と、
　この通信実行手段により通信が実行された際に、前記 状態記憶手段に記憶された前
記第１の通信 の使用状態データを前記第２の通信 に送信する送信手段と、
　この送信手段によって送信された使用状態データに対する前記第２の通信 からの

　 に応じて、前記 機能記憶手段に記憶され
ていた 機能を読み出し可能とする制御手段とを備え、
　前記第２の通信 は、
　前記第１の通信 から送信された使用状態データを受信する受信手段と、
　この受信手段によって受信した使用状態データが予め定められているレベルに達してい
るか否かを検出する検出手段と、
　この検出手段により前記使用状態データが予め定められているレベルに達していると検
出された際に、前記第１の通信 に を送信する送信手段とを備えた
ことを特徴とする通信 。
【請求項３】
　前記使用状態記憶手段は、
　特定の機能の使用状態を検出する機能使用状態検出手段と、
　この機能使用状態検出手段によって検出された使用状態を示す使用状態データを記憶す
る特定機能使用状態記憶手段とを備えてなることを特徴とする請求項 に記載の通信装置
。
【請求項４】
　

　 使用者による使用状態 を記憶する使用状態記憶ステップ
と、
　 により通信が実行された際に、前記 状態記憶ステップにおいて記
憶された使用状態データを前記 の通信 に送信する送信ステップと、
　この送信ステップによって送信された使用状態データに対する前記 の通信 から
の
　 に応じて、

機能記憶 に記憶されていた 機能を読み出し可能とする制御ステップ
と
を備えたことを特徴とする通信 方法。
【請求項５】
　
　

　
　
　

　

　

【請求項６】
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使用
装置 装置

装置 制
限解除信号を受信する受信手段と、

この受信手段により受信した制限解除信号 付加
付加

装置
装置

装置 制限解除信号
システム

１

通信を実行する通信実行手段を備え、この通信実行手段の制御により、外部の通信装置
との間で通信を行なう通信装置に用いられる通信制御方法において、

自装置の を示す使用状態データ

前記通信実行手段 使用
外部 装置

外部 装置
制限解除信号を受信する受信ステップと、
この受信ステップにより受信した制限解除信号 予め定められている制御によ

り読み出し可能となり、実行される付加機能を記憶している付加機能記憶手段をアクセス
し、この付加 手段 付加

制御

外部の通信装置との間で通信を行なう通信装置であって、
予め定められている制御により読み出し可能となり、表示される付加データを記憶して

いる付加データ記憶手段と、
自装置の使用者による使用状態を示す使用状態データを記憶する使用状態記憶手段と、
通信を実行する通信実行手段と、
この通信実行手段により通信が実行された際に、前記使用状態記憶手段に記憶された使

用状態データを前記外部の通信装置に送信する送信手段と、
この送信手段によって送信された使用状態データに対する前記外部の通信装置からの制

限解除信号を受信する受信手段と、
この受信手段により受信した制限解除信号に応じて、前記付加データ記憶手段に記憶さ

れていた付加データを読み出し、この読み出された付加データを表示させる制御手段と
を備えたことを特徴とする通信装置。

予め定められている制御により読み出し可能となり、実行される付加機能を記憶してい



　
　

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、通信機能を備えた電子機器等の通信装置、通信 方法及び通信 に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の電子機器において、例えばゲーム機能を備えた電子手帳では、ユーザはこの電子手
帳に搭載された幾つかのゲームについて繰り返し遊ぶことができるが、個々のゲームの手
順や内容については変化することなく、常に同様の進行パターンとなるため、全てのゲー
ムについてその操作法をマスターすると、ゲーム前あるいはゲーム途中からその結果が分
かってしまうことになり、面白みが無くなってしまう。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
すなわち、従来の電子機器では、その電子機器に搭載された幾つかの機能をユーザがマス
ターしてしまうと、それより新たな機能を得ることができず、この電子機器を使用する魅
力が薄れてしまう問題がある。
【０００４】
　本発明は、前記のような問題に鑑みなされたもので、使用当初からの機能で定められる
ことなく、新たな 機能 を得て、使用する魅力を増加することが可能
になる通信装置、通信 方法及び通信 を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　すなわち、本発明の請求項１に係わる通信装置は、 の通信

との間で通信を行なう通信装置 で
あって、
　予め定められている制御により読み出し可能となり、実行される 機能を記憶してい
る 機能記憶手段 と、 の
使用者による使用状態 を記憶する使用状態記憶手段

と、通信を実行する通信実行手段
と、この通信実行手段により通

信が実行された際に、前記 状態記憶手段に記憶された使用状態データを前記 の通
信 に送信する送信手段 と、こ
の送信手段によって送信された使用状態データに対する前記 の通信 からの

に応じて、前記 機能記憶手段に記憶されて

10

20

30

40

50

(3) JP 3755204 B2 2006.3.15

る付加機能記憶手段、自装置の使用者による使用状態を示す使用状態データを記憶する使
用状態記憶手段、通信を実行する通信実行手段、この通信実行手段により通信が実行され
た際に、前記使用状態記憶手段に記憶された自装置の使用状態データを外部に送信する送
信手段、この送信手段によって送信された使用状態データに応答する前記外部からの制限
解除信号を受信する受信手段、および、この受信手段により受信した制限解除信号に応じ
て、前記付加機能記憶手段に記憶されていた付加機能を読み出し可能とする制御手段を備
えている相手の通信装置との間で通信を行なう通信装置において、

前記相手の通信装置から送信された使用状態データを受信する受信手段と、
この受信手段によって受信した使用状態データが予め定められているレベルに達してい

るか否かを検出する検出手段と、
この検出手段により前記使用状態データが予め定められているレベルに達していると検

出された際に、前記相手の通信装置に制限解除信号を送信する送信手段と
を備えたことを特徴とする通信装置。

制御 システム

付加 または付加データ
制御 システム

外部 装置（図示せず：ホスト
コンピュータ ;［００１７］） （図１の電子手帳１０）

付加
付加 （図１の my RooM パーツＲＯＭ１６ａ；［００２２］） 自装置

を示す使用状態データ （図１のＲＡＭ
１７の使用状態レジスタＰ、バージョンアップデータレジスタ１７ｃ；図６のＡ５～Ａ７
；［００２３］［００５０］［００５１］） （図１のＣ
ＰＵ１１、送受信回路２１；［００１７］［００２５］）

使用 外部
装置 （図１の送受信回路２１；図９のＢ８；［００６４］）

外部 装置 制限解
除信号を受信する受信手段（図１の送受信回路２１；図９のＢ１０；［００６５］）と、
この受信手段により受信した制限解除信号 付加



いた 機能を読み出し可能とする制御手段
とを備えたこと

を特徴とする。
【０００６】
　つまり、本発明の請求項１に係わる通信装置では、 の通信 通信が実行
された際に、使用状態記憶手段に記憶 による使用状態データが の通信

に送信され この送信された使用状態データに対する前記 の通信 からの
に応じて、 機能記憶手段に記憶

され 機能が読み出し可能に制御されるので、 使用状態に応じて
における 機能が付加されることになる。
【０００７】
　また、本発明の請求項２に係わる通信 は、第１の通信

と第２の通信 との間で通信を
行なう通信 であって、
　前記第１の通信 は、予め定められている制御により読み出し可能となり、実行され
る 機能を記憶している 機能記憶手段

と、この第１の通信 の使用者による使用状態 を記憶
する使用状態記憶手段

と、通
信を実行する通信実行手段

と、この通信実行手段により通信が実行された際に、前記 状態記憶手段に記憶
された前記第１の通信 の使用状態データを前記第２の通信 に送信する送信手段

と、この送信手段によって送信され
た使用状態データに対する前記第２の通信 からの

に応じて、前記 機能記憶手段に記憶されていた 機能を読み出し可能
とする制御手段

とを備え、
　前記第２の通信 は、前記第１の通信 から送信された使用状態データを受信する
受信手段

と、この受信手段によって受信した使用状態データが予め定められ
ているレベルに達しているか否かを検出する検出手段 と
、この検出手段により前記使用状態データが予め定められているレベルに達していると検
出された際に、前記第１の通信 に を送信する送信手段

とを備えたことを特徴とする。
【０００８】
　つまり、本発明の請求項２に係わる通信 では、第１の通信 において第２の
通信 との通信が実行された際に、使用状態記憶手段に記憶された該第１の通信 の
使用者による使用状態データが第２の通信 に送信され、該第２の通信 において前
記第１の通信 から受信された使用状態データが レベルに達してい
ると検出されると、 が前記第１の通信 に送信され、第１の通信 では
、 に応じて、 機能記憶手段
に記憶されて 機能を読み出し可能に制御することができる。このため、第１の通
信 の使用状態に対応する第２の通信 からの に応じて該第１の通信

における 機能が付加されることになる。
【０００９】
　また、本発明の請求項３に係わる通信装置は、前記請求項 に係わる通信装置にあって
、前記使用状態記憶手段

を、
特定の機能の使用状態を検出する機能使用状態検出手段
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付加 （図１のＣＰＵ１１；図６のＡ１０→Ａ１８
；図９のＢ１１；［００２６］［００２７］［００６５］［００７０］）

外部 装置との間で
された使用者 外部 装

置 るが、 外部 装置 制
限解除信号が受信され、この受信された制限解除信号 付加

ていた付加 自装置の 自装置
付加

システム 装置（図１の電子手帳１
０） 装置（図示せず：ホストコンピュータ ;［００１７］）

システム
装置

付加 付加 （図１の my RooM パーツＲＯＭ１６ａ；［０
０２２］） 装置 を示す使用状態データ

（図１のＲＡＭ１７の使用状態レジスタＰ、バージョンアップデー
タレジスタ１７ｃ；図６のＡ５～Ａ７；［００２３］［００５０］［００５１］）

（図１のＣＰＵ１１、送受信回路２１；［００１７］［００２
５］） 使用

装置 装置 （
図１の送受信回路２１；図９のＢ８；［００６４］）

装置 制限解除信号を受信する受信手段（
図１の送受信回路２１；図９のＢ１０；［００６５］）と、この受信手段により受信した
制限解除信号 付加 付加

（図１のＣＰＵ１１；図６のＡ１０→Ａ１８；図９のＢ１１；［００２６
］［００２７］［００６５］［００７０］）

装置 装置
（図１，図３，図４のモデム２２、電話回線２４；図１３のＣ１～Ｃ４；［００

７２］［００７３］）
（図１３のＣ４；［００７４］）

装置 制限解除信号 （図１３のＣ５；
［００７４］）

システム 装置
装置 装置

装置 装置
装置 予め定められている

制限解除信号 装置 装置
前記制限解除信号を受信し、この受信された制限解除信号 付加

いた付加
装置 装置 制限解除信号 装

置 付加

１
（図１のＲＡＭ１７の使用状態レジスタＰ、バージョンアップデ

ータレジスタ１７ｃ；図６のＡ５～Ａ７；［００２３］［００５０］［００５１］）
（図１のＲＡＭ１７の使用状態レ



と、この機能使
用状態検出手段によって検出された使用状態を示す使用状態データを記憶する特定機能使
用状態記憶手段

とを備えてなる使用状態記憶手段としたことを特
徴とする。
【００１０】
　つまり、本発明の請求項３に係わる通信装置では 通信 特定機能の使
用状態に対応する の通信 の に応じて における 機能が付加
されることになる。
【００１１】
　また、本発明の請求項４に係わる通信 は、

　

【００１２】
　つまり、本発明の請求項４に係わる通信 では、

ことになる。
【００１３】
　また、本発明の請求項６に係わる通信装置は、
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ジスタＰ；図６のＡ３～Ａ５；［００２３］［００４９］［００５０］）

（図１のＲＡＭ１７のバージョンアップデータレジスタ１７ｃ；図６のＡ
６，Ａ７；［００２３］［００５１］）

、この 装置における
外部 装置 制限解除信号 自装置 付加

制御方法 通信を実行する通信実行手段（図１
のＣＰＵ１１、送受信回路２１；［００１７］［００２５］）を備え、この通信実行手段
の制御により、外部の通信装置（図示せず：ホストコンピュータ ;［００１７］）との間
で通信を行なう通信装置（図１の１０電子手帳）に用いられる通信制御方法において、

自装置の使用者による使用状態を示す使用状態データを記憶する使用状態記憶ステップ
（図６のＡ５～Ａ７；［００５０］［００５１］）と、前記通信実行手段により通信が実
行された際に、前記使用状態記憶ステップにおいて記憶された使用状態データを前記外部
の通信装置に送信する送信ステップ（図９のＢ８；［００６４］）と、この送信ステップ
によって送信された使用状態データに対する前記外部の通信装置からの制限解除信号を受
信する受信ステップ（図９のＢ１０；［００６５］）と、この受信ステップにより受信し
た制限解除信号に応じて、予め定められている制御により読み出し可能となり、実行され
る付加機能を記憶している付加機能記憶手段（図１の my RooM パーツＲＯＭ１６ａ；［０
０２２］）をアクセスし、この付加機能記憶手段に記憶されていた付加機能を読み出し可
能とする制御ステップ（図９のＢ１１［００６５］［００７０］ ;図６のＡ１０→Ａ１８
［００２７］）とを備えたことを特徴とする。

制御方法 請求項１に係わる通信装置の場
合と同様、自装置の使用状態に対応する外部の通信装置からの制限解除信号に応じて自装
置における付加機能が付加される

予め定められている制御により読み出し
可能となり、実行される付加機能を記憶している付加機能記憶手段（図１の my RooM パー
ツＲＯＭ１６ａ；［００２２］）、自装置の使用者による使用状態を示す使用状態データ
を記憶する使用状態記憶手段（図１のＲＡＭ１７の使用状態レジスタＰ、バージョンアッ
プデータレジスタ１７ｃ；図６のＡ５～Ａ７；［００２３］［００５０］［００５１］）
、通信を実行する通信実行手段（図１のＣＰＵ１１、送受信回路２１；［００１７］［０
０２５］）、この通信実行手段により通信が実行された際に、前記使用状態記憶手段に記
憶された自装置の使用状態データを外部に送信する送信手段（図１の送受信回路２１；図
９のＢ８；［００６４］）、この送信手段によって送信された使用状態データに応答する
前記外部からの制限解除信号を受信する受信手段（図１の送受信回路２１；図９のＢ１０
；［００６５］）、および、この受信手段により受信した制限解除信号に応じて、前記付
加機能記憶手段に記憶されていた付加機能を読み出し可能とする制御手段（図１のＣＰＵ
１１；図６のＡ１０→Ａ１８；図９のＢ１１；［００２６］［００２７］［００６５］［
００７０］）を備えている相手の通信装置（図１の電子手帳１０）との間で通信を行なう
通信装置（図示せず：ホストコンピュータ ;［００１７］）において、

前記相手の通信装置から送信された使用状態データを受信する受信手段（図１，図３，
図４のモデム２２、電話回線２４；図１３のＣ１～Ｃ４；［００７２］［００７３］）と
、この受信手段によって受信した使用状態データが予め定められているレベルに達してい
るか否かを検出する検出手段（図１３のＣ４；［００７４］）と、この検出手段により前
記使用状態データが予め定められているレベルに達していると検出された際に、前記相手



とを備え
たことを特徴とする。
【００１４】
　つまり、本発明の請求項６に係わる通信装置では、

ことになる。
　

【００１５】
【発明の実施の形態】
以下図面により本発明の実施の形態について説明する。
図１は本発明の通信装置、通信方法及び通信プログラムを記憶した記録媒体の実施の形態
に係わる電子手帳１０の電子回路の構成を示すブロック図である。
【００１６】
この電子手帳１０は、制御部（ＣＰＵ）１１を備えている。
この制御部（ＣＰＵ）１１は、キー入力部１２から入力されるキー操作信号、あるいは液
晶表示部１３の表示画面に重ねて設けられたタブレット１４から位置検出回路１５を介し
て入力されるタッチ位置データに応じて、ＲＯＭ１６に予め記憶されているシステムプロ
グラムを起動させ、回路各部の動作制御を実行するもので、この制御部（ＣＰＵ）１１に
は、他にＲＡＭ１７が接続され、また、前記液晶表示部１３は表示駆動回路１８を介して
接続される。
【００１７】
また、制御部（ＣＰＵ）１１には、増幅回路１９を介してスピーカ２０が接続され、さら
に、制御部（ＣＰＵ）１１には、送受信回路２１を介して外部のモデム２２に接続され、
電話回線を介して図示しないホストコンピュータとデータ通信可能に構成される。
【００１８】
キー入力部１２には、この電子手帳１０の電源を投入する際に操作される「ＯＮ」キー１
２ａ、及び電源を遮断する際に操作される「ＯＦＦ」キー１２ｂが備えられる。
【００１９】
タブレット１４は、液晶表示部１３の表示画面上に重ねて設けられた透明のパネルからな
り、ペン等によるタッチ位置に対応する電圧信号を出力するもので、このタブレット１４
から出力されるタッチ位置対応の電圧信号に応じて、位置検出回路１５にて、液晶表示部
１３の表示領域に対応させたＸ，Ｙ方向の座標データが検出され、制御部（ＣＰＵ）１１
に入力される。
【００２０】
これにより、制御部（ＣＰＵ）１１では、液晶表示部１３上でのタッチ位置に対応する座
標データと、その位置に表示されているデータの内容からタッチ操作の内容が判断される
。
【００２１】
ＲＯＭ１６には、この電子手帳の全体の動作を司るシステムプログラムが予め記憶される
と共に、手帳モードやマイルームモード等、各種の動作モードに応じたサブプログラムも
予め記憶される。また、このＲＯＭ１６には、ｍｙＲｏｏＭパーツＲＯＭ１６ａが内蔵さ
れる。
【００２２】
前記ｍｙＲｏｏＭパーツＲＯＭ１６ａには、部屋を構成するための複数種類の家具やそれ
に付随する物品や動植物等の画像パターンが部屋パーツパターンとして予め記憶される。
【００２３】
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の通信装置に制限解除信号を送信する送信手段（図１３のＣ５；［００７４］）

相手の通信装置から送信された使用
状態データを受信し、この受信した使用状態データが予め定められているレベルに達して
いるか否かを検出し、前記使用状態データが予め定められているレベルに達していると検
出された際に、前記相手の通信装置に制限解除信号を送信することができる。このため、
送信された制限解除信号に応じて、相手の通信装置における付加機能を付加するように制
御させることができる

なお、この［課題を解決するための手段］の記載において、各構成要件に括弧書きで付
加された数字，記号などは、当該構成要件に対応する明細書・図面中の対応箇所を示す。



ＲＡＭ１７には、液晶表示部１３に表示すべき表示データがビットマップデータとして描
画記憶される表示レジスタ１７ａ、マイルームモードの設定状態において部屋の構成パー
ツとしてｍｙＲｏｏＭパーツＲＯＭ１６ａから選択されたパーツパターンの種類や指定さ
れた表示位置等の情報が記憶されるマイルームレジスタ１７ｂ、本電子手帳１０の使用頻
度（マイルームモードにおける掃除処理の終了毎、通信モードの終了毎）に応じて（＋１
）ずつ数値加算される使用頻度データＰがセットされる使用頻度レジスタＰ、この使用頻
度レジスタＰにセットされた使用頻度データＰが“５”及び“１０”の２段階の一定レベ
ルに達した際に当該使用頻度データＰがバージョンアップデータとして転送記憶されるバ
ージョンアップデータレジスタ１７ｃ、通信モードにおけるバージョンアップメニューの
選択に伴ない前記バージョンアップデータレジスタ１７ｃに記憶されたバージョンアップ
データ“０”“５”“１０”に応じたバージョンアップレベルｔがｔ＝０，１，２の３段
階のレベルとしてセットされるバージョン状態レジスタｔ、そして、手帳モードの設定状
態において入力されたスケジュールデータ等が記憶されて登録される手帳データレジスタ
（図示せず）等が備えられる。
【００２４】
スピーカ２０は、制御部（ＣＰＵ）１１からの発音指令信号に応じて電子音を発生するす
るもので、例えば前記タブレット１４上でのペンタッチによる操作毎に確認音である“ピ
ッ”音や操作ミスに伴なう警報音である“ピー”音等が発生される。
【００２５】
送受信回路２１は、本電子手帳１０が通信モードに設定された状態において、外部に接続
されたモデム２２から電話回線を介して接続されるホストコンピュータ（図示せず）との
間でのデータの送受信に伴なう入出力処理を行なうもので、例えば通信モードにおけるバ
ージョンアップメニューが選択さたれ際には、前記ＲＡＭ１７内のバージョンアップデー
タレジスタ１７ｃに記憶されているバージョンアップデータがホストコンピュータに送信
され、該ホストコンピュータからは前記バージョンアップデータに応じたバージョンアッ
プ制限の解除信号が受信される。
【００２６】
この場合、前記バージョンアップデータが“５”であれば第１段階の制限解除信号が受信
されてバージョンアップレベルｔは“０”→“１”にアップセットされ、また、前記バー
ジョンアップデータが“１０”であれば第２段階の制限解除信号が受信されてバージョン
アップレベルｔは“１”→“２”にアップセットされる。
【００２７】
なお、マイルームモードにおけるｍｙＲｏｏＭパーツＲＯＭ１６ａからの部屋パーツパタ
ーンの選択読み出しに際しては、選択可能となる部屋パーツパターンの種類が、前記バー
ジョン状態レジスタｔにセットされているバージョンアップレベルｔに応じて異なり、例
えばこの実施形態では、バージョンアップレベルｔ＝０の場合は５種類の家具のみ選択可
能となり、バージョンアップレジスタｔ＝１の場合は全ての家具が選択可能となり、バー
ジョンアップレベルｔ＝２の場合は全ての家具及び動植物が選択可能となる。
【００２８】
また、記録媒体読み取り部３０は、例えばＲＯＭカードやＲＡＭカードあるいはＲＯＭデ
ィスクやＲＡＭディスク等の各種の入れ替え可能な記録媒体３１の読み取りを行なうもの
であり、この記録媒体読み取り部３０により読み取られる各種の記録媒体３１に記録され
ているデータとしては、例えば前記ＲＯＭ１６に記録されているプログラムと同様のプロ
グラムであり、制御部（ＣＰＵ）１１は、この記録媒体読み取り部３０により読み取られ
たプログラムデータによっても電子手帳１０における各種の処理を実行可能に構成される
。
【００２９】
図２は前記電子手帳１０の外観構成を示す正面図である。
電子手帳１０の本体ケースは、ユーザが片手で十分に把持できる大きさからなり、本体ケ
ースの正面中央に液晶表示部１３及びタブレット１４を重ねたタッチパネルが設けられ、
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このタッチパネル（１３，１４）の右側に電源キー（１２ａ，１２ｂ）、そして、タッチ
パネル（１３，１４）の左側にスピーカ２０が設けられる。
【００３０】
前記タッチパネル（１３，１４）の入力表示画面は、画面下側に沿ったキー操作領域１３
ａと該キー操作領域１３ａを除くデータ表示領域１３ｂとに分割され、前記キー操作領域
１３ａには、「クリア」キー１３ a1、カーソルキー１３ a2（↑，↓，←，→，△，▽）、
「メニュー」キー１３ a3、「ＯＫ」キー１２ a4が表示配置される。
【００３１】
なお、図２における電子手帳１０のタッチパネル（１３，１４）上のデータ表示領域１３
ｂでは、メニュー画面の表示状態を示しており、例えばペンタッチにより＜ドア＞を選択
指示するとマイルームモードに設定され、＜パソコン＞を選択指示すると通信モードに設
定され、＜カレンダ＞を選択指示するとスケジュールモードに設定され、＜本＞を選択指
示すると辞書モードに設定される。
【００３２】
図３は前記電子手帳１０の送受信回路２１に外部接続されるモデム２２との接続外観構成
を示す図である。
モデム２２における本体ケースの一側面には、電子手帳１０からの通信ケーブルを接続す
る３Ｐｉｎ端子２２ａと電話２３からの通信ケーブルを接続するモジュラ端子２２ｂとが
備えられ、また、本体ケースの正面には、電子手帳１０による通信モードと電話による通
話モードとを切り換えるための「つうしん」スイッチ２２ｃと「電話」スイッチ２２ｄと
が備えられる。
【００３３】
そして、前記「つうしん」スイッチ２２ｃと「電話」スイッチ２２ｂとの切り換えにより
、電子手帳１０を電話回線２４へ接続しての通信処理、又は電話２３を電話回線２４へ接
続しての通話が行なえる。
【００３４】
図４は前記電子手帳１０の通信に伴ない電話回線２４との間に接続されるモデム２２の内
部構成を示す図であり、同図（Ａ）は内部回路を示す図、同図（Ｂ）は回路動作を示すタ
イミングチャートである。
【００３５】
モデム２２の回路は、送信データ線の接続ピン２２ a1，受信データ線の接続ピン２２ a2，
ＧＮＤ線の接続ピン２２ a3からなる３Ｐｉｎ端子２２ａ、及びモデムＩＣ２５、通信回路
２６、単安定マルチバイブレータ２７を備えて構成される。
【００３６】
単安定マルチバイブレータ２７は、３Ｐｉｎ端子２２ａ（２２ a1）から入力される送信信
号Ａの立下がりで出力Ｑが“Ｌ”となり、送信信号Ａの停止後にＣＲ時定数により設定さ
れる一定時間Ｔが経過すると出力Ｑが“Ｈ”となる。
【００３７】
モデムＩＣ２５は、ＭＯＤＥ端子が“Ｌ”の状態で送信モードとなり、“Ｈ”の状態で受
信モードとなるもので、送信信号Ａの立下がりに従った送信モード時には、ＴＲＮＳ端子
に入力される送信データが通信回路２６を介して変調されて電話回線２４へ出力され、ま
た、送信信号Ａの停止から一定時間Ｔの経過に従った受信モード時には、電話回線２４か
ら入力される受信データが通信回路２６を介して復調されＲＣＶ端子からデジタルデータ
として３Ｐｉｎ（２２ a2）に出力される。
【００３８】
ここで、電子手帳１０からの送信信号Ａは、送信データの本体を送る直前に、ダミー信号
を付加するもので、このダミー信号の付加によって単安定マルチバイブレータ２７の出力
Ｑを“Ｌ”とし、モデムＩＣ２５を送信モードに設定させる構成とする。
【００３９】
このモデム２２によれば、電子手帳１０からの送信データの出力に従って自動的に送信モ
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ードに切り換えられ、また、送信データの出力が停止されれば、一定時間Ｔの経過後に自
動的に受信モードに切り換えられるので、電子手帳１０に対し送受信モード切り換え用の
制御用システム及び制御線を設ける必要はなく、電子手帳自体の小型化，コストダウンが
可能になる。
【００４０】
次に、前記構成による電子手帳の動作について説明する。
図５は前記電子手帳の全体処理を示すフローチャートである。
図６は前記電子手帳のマイルームモード処理を示すフローチャートである。
【００４１】
図７は前記電子手帳のマイルームモード処理に伴なう操作表示状態（その１）を示す図で
ある。
図８は前記電子手帳のマスルームモード処理に伴なう操作表示状態（その２）を示す図で
ある。
【００４２】
タッチパネル（１２，１４）における「メニュー」キー１３ a3をタッチ操作すると、図７
（Ａ）に示すように、各種の動作モードをペンタッチにより選択指定するためのメニュー
選択画面が、液晶表示部１３に表示される（ステップＳ１→Ｓ２）。
【００４３】
このメニュー選択画面の表示状態において、＜ドア＞＜パソコン＞＜カレンダ＞等の中か
ら任意のモードアイコンをペンタッチにより選択的に指定すると、選択指定された動作モ
ードが設定されてその制御プログラムが起動され、当該設定された動作モードにおける初
期画面が液晶表示部１３に表示される（ステップＳ３→Ｓ４，Ｓ５，Ｓ６）。
【００４４】
前記モード選択設定処理（ステップＳ１～Ｓ６）において、メニュー選択画面の＜ドア＞
がペンタッチされることによりマイルームモードが設定された場合には、図７（Ｂ）に示
すように、ＲＡＭ１７内のマイルームレジスタ１７ｂに記憶されている部屋パーツパター
ン（最初は何の部屋パーツも登録されていない）を組み合わせたマイルーム画面が初期画
面として液晶表示部１３に表示され、所望の部屋のイメージデータを作成・表示するため
のマイルームモード処理が起動される（ステップＳ７→ＳＡ）。
【００４５】
ここで、ＲＡＭ１７内のバージョンアップデータレジスタ１７ｃにバージョンアップデー
タが記憶されている場合には、バージョンアップが可能であることをを示す部屋パーツと
して、ドアポストに手紙を付加したパーツパターンが表示される［図８（Ａ）参照］。
【００４６】
また、前記モード選択設定処理（ステップＳ１～Ｓ６）において、メニュー選択画面の＜
パソコン＞がペンタッチされることにより通信モードが設定された場合には、後述の図１
０（Ｂ）に示すように、通信案内のメッセージ画面が初期画面として液晶表示部１３に表
示され、所望のデータ通信を行なうための通信モード処理が起動される（ステップＳ８→
ＳＢ）。
【００４７】
さらに、その他の手帳モード（スケジュールモード，メモモード，時計モード等）が選択
されて設定された場合には、それぞれ対応する動作モードの処理が起動される（ステップ
Ｓ８→他の処理）。
【００４８】
図７（Ｂ）に示したように、マイルームモードが設定された際の初期画面でありマイルー
ム画面が表示された状態で、このマイルーム画面に表示されている＜ドア＞をペンタッチ
すると、図７（Ｃ）に示すように、「掃除」か「家具」かを選択するためのマイルームメ
ニュー画面が、液晶表示部１３に表示される（ステップＡ１→Ａ２）。
【００４９】
このマイルームメニュー画面の表示状態において、「掃除」を選択してペンタッチすると
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、液晶表示部１３に表示されているマイルーム画面に対し、人が部屋を掃除している状態
を示すキャラクタデータが表示される（ステップＡ３→Ａ４）。
【００５０】
すると、ＲＡＭ１７内の使用頻度レジスタＰにおける使用頻度データＰが（＋１）されて
アップセットされ、当該使用頻度データＰが“５”又は“１０”に到達したか否か判断さ
れる（ステップＡ５，Ａ６）。
【００５１】
ここで、前記使用頻度レジスタＰにセットされた使用頻度データＰが“５”又は“１０”
ではないと判断された場合には、一定時間経過の後、前記図７（Ｃ）におけるマイルーム
メニュー画面の表示状態に戻り、また、前記使用頻度データＰが“５”又は“１０”であ
ると判断された場合には、当該使用頻度データＰ（“５”又は“１０”）がＲＡＭ１７内
のバージョンアップデータレジスタ１７ｃに記憶された後、前記図７（Ｃ）におけるマイ
ルームメニュー画面の表示状態に戻る（ステップＡ６→Ａ７）。
【００５２】
一方、前記図７（Ｃ）におけるマイルームメニュー画面の表示状態において、「家具」を
選択してペンタッチすると、ＲＡＭ１７内のバージョン状態レジスタｔにセットされてい
るバージョンアップレベルｔが、通常状態の“０”か、第１バージョンアップ状態の“１
”か、第２バージョンアップ状態の“２”かが判断される（ステップＡ８→Ａ９ｏｒＡ１
０）。
【００５３】
ここで、ＲＡＭ１７内のバージョン状態レジスタｔにセットされているバージョンアップ
レベルｔが、通常状態の“０”であると判断された場合には、ＲＯＭ１６内のｍｙＲｏｏ
ＭパーツＲＯＭ１６ａから、５個の家具データのみ読み出され、図７（Ｄ）に示すように
、当該５個の家具データの中から任意の家具を選択するためのマイルーム家具選択画面が
、液晶表示部１３に表示される（ステップＡ９→Ａ１１，Ａ１２）。
【００５４】
また、ＲＡＭ１７内のバージョン状態レジスタｔにセットされているバージョンアップレ
ベルｔが、第１バージョンアップ状態の“１”であると判断された場合には、ＲＯＭ１６
内のｍｙＲｏｏＭパーツＲＯＭ１６ａから、全ての家具データが読み出され、当該全家具
データの中から任意の家具を選択するためのマイルーム家具選択画面が、液晶表示部１３
に表示される（ステップＡ１０→Ａ１６，Ａ１７）。
【００５５】
また、ＲＡＭ１７内のバージョン状態レジスタｔにセットされているバージョンアップレ
ベルｔが、第２バージョンアップ状態の“２”であると判断された場合には、ＲＯＭ１６
内のｍｙＲｏｏＭパーツＲＯＭ１６ａから、全ての家具データ及び動植物データが読み出
され、当該全家具データ及び動植物データの中から任意の家具及び動植物を選択するため
のマイルームパーツ選択画面が、液晶表示部１３に表示される（ステップＡ１０→Ａ１８
，Ａ１９，Ａ２０）。
【００５６】
そして、前記ステップＡ１２又はステップＡ１７又はステップＡ２０の何れかにおいて、
マイルームパーツの選択画面が表示された状態で、任意のパーツをペンタッチして選択す
ると、選択されたパーツデータがＲＡＭ１７内のマイルームレジスタ１７ｂにマイルーム
画面を構成するパーツデータとして記憶され、当該選択記憶されたパーツデータに対応す
る部屋パーツパターンが、前記ｍｙＲｏｏＭパーツＲＯＭ１６ａから読み出され、例えば
＜たんす＞を選択した場合には、図７（Ｅ）に示すように、たんすのパーツパターンがマ
イルーム画面に組み合わされて表示される（ステップＡ１３→Ａ１４，Ａ１５）。
【００５７】
これにより、ユーザは、任意の部屋パーツパターンを選択して、所望のイメージのマイル
ームを作成して表示させることができる。
なお、図８（Ａ）を参照して前述したように、ＲＡＭ１７内のバージョンアップデータレ
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ジスタ１７ｃにバージョンアップデータが記憶されている状態で、バージョンアップが可
能であることをを示す部屋パーツとして、ドアポストに手紙を付加したパーツパターンを
含むマイルーム画面が表示されている場合には、図８（Ｂ）に示すように、前記マイルー
ム画面における手紙をペンタッチして選択すると、バージョンアップが可能であることの
案内メッセージが、液晶表示部１３に表示される（ステップＡ２１→Ａ２２）。
【００５８】
図９は前記電子手帳の通信モード処理を示すフローチャートである。
図１０は前記電子手帳の通信モード処理に伴なう操作表示状態（その１）を示す図である
。
【００５９】
図１１は前記電子手帳の通信モード処理に伴なう操作表示状態（その２）を示す図である
。
図１２は前記電子手帳の通信モード処理によるバージョンアップの後のマイルームモード
処理に伴なうマイルームパーツ選択画面の表示状態を示す図である。
【００６０】
前記モード選択設定処理（ステップＳ１～Ｓ６）において、図１０（Ａ）に示すように、
メニュー選択画面が液晶表示部１３に表示された状態で、当該メニュー選択画面の＜パソ
コン＞がペンタッチされることにより通信モードが設定されると、図１０（Ｂ）に示すよ
うに、本電子手帳１０とモデム２２との接続を促すための通信案内のメッセージ画面が初
期画面として液晶表示部１３に表示され、図９における通信モード処理が起動される。
【００６１】
ここで、前記図３に示したように、本電子手帳１０をモデム２２に接続すると共に、「つ
うしん」スイッチ２２ｃを押下操作し、液晶表示部１３のキー操作領域１３ａに表示され
ている「ＯＫ」キー１３ a4をペンタッチすると、まず、送受信回路２１からモデム２２（
図４参照）及び電話回線２４を介したホストコンピュータに対してダミー信号が送信され
て通信処理が開始され、ＩＤ番号照合等の通信開始処理が成された後、図１０（Ｃ）に示
すように、通信メニュー選択画面が表示される（ステップＢ１，Ｂ２）。
【００６２】
この通信メニュー選択画面の表示状態において、「バージョンアップ」の通信メニューが
ペンタッチされて選択されると、ＲＡＭ１７内のバージョンアップデータレジスタ１７ｃ
からバージョンアップデータが検出され、“５”又は“１０”であるバージョンアップデ
ータが有るか否かが判断される（ステップＢ３→Ｂ４→Ｂ５，Ｂ６）。
【００６３】
ここで、前記ＲＡＭ１７内のバージョンアップデータレジスタ１７ｃからは、バージョン
アップデータが検出されず、バージョンアップデータが存在しないと判断されると、液晶
表示部１３に対してバージョンアップ不可能のメッセージデータが表示される（ステップ
Ｂ６→Ｂ７）。
【００６４】
一方、前記ＲＡＭ１７内のバージョンアップデータレジスタ１７ｃから、例えばバージョ
ンアップデータ“１０”が検出され、バージョンアップデータが有ると判断されると、当
該バージョンアップデータレジスタ１７ｃに記憶されているバージョンアップデータ“１
０”が、送受信回路２１からモデム２２に対しダミー信号を先頭に付加して送信され、図
１０（Ｄ）に示すように、液晶表示部１３に対し「バージョンアップ中」のメッセージデ
ータが表示される（ステップＢ６→Ｂ８，Ｂ９）。
【００６５】
すると、本電子手帳１０からモデム２２及び電話回線２４を介して接続したホストコンピ
ュータ２４へ送信したバージョンアップデータ“１０”に対応して、当該ホストコンピュ
ータからバージョンアップの制限を解除する第２段階の制限解除信号が受信され、当該第
２段階の制限解除信号に対応したバージョンアップレベル“２”が、ＲＡＭ１７内のバー
ジョン状態レジスタｔにセットされる（ステップＢ１０，Ｂ１１）。
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【００６６】
すると、図１１（Ａ）に示すように、ユーザに対しバージョンアップしたことを知らせる
ための案内メッセージが表示され、前記ＲＡＭ１７内のバージョンアップデータレジスタ
１７ｂに記憶されているバージョンアップデータ“１０”が“０”にクリアされる（ステ
ップＢ１２，Ｂ１３）。
【００６７】
そして、前記ステップＢ７におけるバージョンアップ不可能のメッセージ表示状態か、又
は前記ステップＢ１２におけるバージョンアップ済みのメッセージ表示状態において、前
記液晶表示部１３のキー操作領域１３ａに表示されている「ＯＫ」キー１３ a4をペンタッ
チすると、図１１（Ｂ）に示すように、液晶表示部１３には、通信メニュー選択画面が再
び表示される（ステップＢ１４→Ｂ２）。
【００６８】
そして、前記バージョンアップ通信処理あるいはその他の通信メニューに基づく「メール
」「ニュース」「コンテスト」等の通信処理が終わったことにより、前記通信メニュー選
択画面に共に表示されている「終了」キーをペンタッチすると、ホストコンピュータに対
して通信終了信号が送信されて前記一連の通信処理が終了され、ＲＡＭ１７内の使用頻度
レジスタＰにおける使用頻度データＰが（＋１）されてアップセットされ、当該使用頻度
データＰが“５”又は“１０”に到達したか否か判断される（ステップＢ１４→Ｂ１５，
Ｂ１６，Ｂ１７）。
【００６９】
ここで、前記使用頻度レジスタＰにセットされた使用頻度データＰが“５”又は“１０”
ではないと判断された場合には、前記図１１（Ｃ）に示すように、マイルームメニュー画
面の表示状態に戻り、また、前記使用頻度データＰが“５”又は“１０”であると判断さ
れた場合には、当該使用頻度データＰ（“５”又は“１０”）がＲＡＭ１７内のバージョ
ンアップデータレジスタ１７ｃに記憶された後、前記同様にマイルームメニュー画面の表
示状態に戻る（ステップＢ１７→Ｂ１９ｏｒＢ１８，Ｂ１９）。
【００７０】
こうして、前記通信モード処理による「バージョンアップ」の通信処理を経て、ＲＡＭ１
７内のバージョン状態レジスタｔにセットされたバージョンアップレベルｔが第２バージ
ョンアップ状態の“２”にバージョンアップした状態で、マイルームモード処理における
マイルームメニュー画面［図７（Ｃ）参照］の表示状態で、「家具」を選択してペンタッ
チすると、図１２に示すように、ＲＯＭ１６内のｍｙＲｏｏＭパーツＲＯＭ１６ａから、
全ての家具データ及び動植物データが読み出され、当該全家具データ及び動植物データの
中から任意の家具及び動植物を選択するためのマイルームパーツ選択画面が、液晶表示部
１３に表示される（ステップＡ２→Ａ８→Ａ１０→Ａ１８，Ａ１９，Ａ２０）。
【００７１】
すなわち、マイルームモード処理により「掃除」の処理が終了毎、及び通信モード処理が
終了する毎に、使用頻度データＰがアップセットされ、この使用頻度データＰが“５”又
は“１０”となった際に、バージョンアップデータとしてレジスタセットされる。そして
、このバージョンアップデータがレジスタセットされている状態で、通信モードによるバ
ージョンアップ処理をホストコンピュータとの間で行なうと、前記バージョンアップデー
タ“５”又は“１０”に対応した第１段階又は第２段階の制限解除信号が返信され、通常
状態のバージョンアップレベルｔ（＝０）から第１段階のバージョンアップレベルｔ（＝
１）又は第２段階のバージョンアップレベルｔ（＝２）にアップセットされるので、本電
子手帳１０の使用頻度に応じて、マイルームモード処理におけるマイルームパーツの選択
数がバージョンアップされるようになり、飽きの来ないマイルームの作成，表示を行なう
ことができる。
【００７２】
図１３は前記電子手帳の通信モード処理に応じたホストコンピュータ側の通信処理を示す
フローチャートである。
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前記電子手帳１０からモデム２２及び電話回線２４を介してデータが受信されると、該電
子手帳１０とのＩＤ番号照合等による通信処理が開始される（ステップＣ１→Ｃ２）。
【００７３】
そして、前記電子手帳１０からの受信データに基づき、電子手帳１０側がバージョンアッ
プモードに設定されていると判断されると、バージョンアップデータの受信待機状態とな
る（ステップＣ３→Ｃ４）。
【００７４】
ここで、前記電子手帳１０から、例えばバージョンアップデータ“１０”が受信されると
、これに対応して第２段階の制限解除信号が送信される（ステップＣ４→Ｃ５）。
【００７５】
一方、前記電子手帳１０がバージョンアップモード以外の通信モードに設定されている場
合には、設定モードに応じた通信処理が実行される（ステップＣ８）。
【００７６】
そして、前記電子手帳１０から通信終了信号が受信されると、電子手帳との通信処理は終
了される（ステップＣ６→Ｃ７）。
したがって、前記構成の電子手帳１０及びホストコンピュータによれば、マイルームモー
ド処理により「掃除」の処理が終了毎、及び通信モード処理が終了する毎に、使用頻度デ
ータＰがアップセットされ、この使用頻度データＰが“５”又は“１０”となった際に、
バージョンアップデータとしてレジスタセットされ、そして、このバージョンアップデー
タがレジスタセットされている状態で、通信モードによるバージョンアップ処理をホスト
コンピュータとの間で行なうと、前記バージョンアップデータ“５”又は“１０”に対応
した第１段階又は第２段階の制限解除信号が返信され、通常状態のバージョンアップレベ
ルｔ（＝０）から第１段階のバージョンアップレベルｔ（＝１）又は第２段階のバージョ
ンアップレベルｔ（＝２）にアップセットされるので、本電子手帳１０の使用頻度に応じ
て、マイルームモード処理におけるマイルームパーツの選択数がバージョンアップされる
ようになり、飽きの来ないマイルームの作成，表示を行なうことができる。
【００７７】
また、前記電子手帳１０を電話回線２４に接続するためのモデム２２によれば、電子手帳
１０からの送信データの出力に従って自動的に送信モードに切り換えられ、また、送信デ
ータの出力が停止されれば、一定時間Ｔの経過後に自動的に受信モードに切り換えられる
ので、電子手帳１０に対し送受信モード切り換え用の制御用システム及び制御線を設ける
必要はなく、電子手帳自体の小型化，コストダウンが可能になる。
【００７８】
なお、前記実施形態において記載した手法、すなわち図５のフローチャートに示す電子手
帳の全体処理、図６のフローチャートに示すマイルームモード処理、図９のフローチャー
トに示す通信モード処理、図１３のフローチャートに示すホストコンピュータ処理の各手
法は、コンピュータに実行させることができるプログラムとして、メモリカード（ＲＯＭ
カード、ＲＡＭカード等）、磁気ディスク（フロッピーディスク、ハードディスク等）、
光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等）、半導体メモリ等の記録媒体に格納して配布する
ことができる。そして、コンピュータは、この記録媒体に記録されたプログラムを読み込
み、このプログラムによって動作が制御されることにより、前記実施形態において説明し
た各機能を実現し、前述した手法による処理を実行することができる。
【００７９】
【発明の効果】
　以上のように、本発明の請求項１に係わる通信装置 の通信
通信が実行された際に、使用状態記憶手段に記憶 による使用状態データが

の通信 に送信され この送信された使用状態データに対する前記 の通信
からの に応じて、 機能記憶

手段に記憶され 機能が読み出し可能に制御されるので、 使用状態に応
じて における 機能が付加されるようになる。
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【００８０】
　また、本発明の請求項２に係わる通信 によれば、第１の通信 において第２
の通信 との通信が実行された際に、使用状態記憶手段に記憶された該第１の通信
の使用者による使用状態データが第２の通信 に送信され、該第２の通信 において
前記第１の通信 から受信された使用状態データが レベルに達して
いると検出されると、 が前記第１の通信 に送信され、第１の通信 で
は、 に応じて、 機能記憶手
段に記憶されて 機能を読み出し可能に制御することができる。このため、第１の
通信 の使用状態に対応する第２の通信 からの に応じて該第１の通信

における 機能が付加されるようになる。
【００８１】
　また、本発明の請求項３に係わる通信装置に 通信 特定機能の
使用状態に対応する の通信 からの に応じて該 における 機
能が付加されるようになる。
【００８２】
　また、本発明の請求項４に係わる通信 によれば、

【００８３】
　また、本発明の請求項６に係わる通信装置によれば、

　よって たな 機能を得て、使用する魅力を増加することが可能
になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の通信装置、通信方法及び通信プログラムを記憶した記録媒体の実施の形
態に係わる電子手帳の電子回路の構成を示すブロック図。
【図２】前記電子手帳の外観構成を示す正面図。
【図３】前記電子手帳の送受信回路に外部接続されるモデムとの接続外観構成を示す図。
【図４】前記電子手帳の通信に伴ない電話回線との間に接続されるモデムの内部構成を示
す図であり、同図（Ａ）は内部回路を示す図、同図（Ｂ）は回路動作を示すタイミングチ
ャート。
【図５】前記電子手帳の全体処理を示すフローチャート。
【図６】前記電子手帳のマイルームモード処理を示すフローチャート。
【図７】前記電子手帳のマイルームモード処理に伴なう操作表示状態（その１）を示す図
。
【図８】前記電子手帳のマスルームモード処理に伴なう操作表示状態（その２）を示す図
。
【図９】前記電子手帳の通信モード処理を示すフローチャート。
【図１０】前記電子手帳の通信モード処理に伴なう操作表示状態（その１）を示す図。
【図１１】前記電子手帳の通信モード処理に伴なう操作表示状態（その２）を示す図。
【図１２】前記電子手帳の通信モード処理によるバージョンアップの後のマイルームモー
ド処理に伴なうマイルームパーツ選択画面の表示状態を示す図。
【図１３】前記電子手帳の通信モード処理に応じたホストコンピュータ側の通信処理を示
すフローチャート。
【符号の説明】
１０　…電子手帳、
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システム 装置
装置 装置

装置 装置
装置 予め定められている

制限解除信号 装置 装置
前記制限解除信号を受信し、この受信された制限解除信号 付加

いた付加
装置 装置 制限解除信号

装置 付加

よれば、この 装置における
外部 装置 制限解除信号 自装置 付加

制御方法 請求項１に係わる通信装置の
場合と同様、自装置の使用状態に対応する外部の通信装置からの制限解除信号に応じて該
自装置における付加機能が付加されるようになる。

相手の通信装置から送信された使
用状態データを受信し、この受信した使用状態データが予め定められているレベルに達し
ているか否かを検出し、前記使用状態データが予め定められているレベルに達していると
検出された際に、前記相手の通信装置に制限解除信号を送信することができる。このため
、送信された制限解除信号に応じて、相手の通信機器における付加機能を付加するように
制御させることができる。

、本発明によれば、新 付加



１１　…制御部（ＣＰＵ）、
１３　…液晶表示部、
１４　…タブレット、
１６　…ＲＯＭ、
１６ａ…ｍｙＲｏｏＭパーツＲＯＭ、
１７　…ＲＡＭ、
１７ｂ…マイルームレジスタ、
１７ｃ…バージョンアップデータレジスタ、
Ｐ　…使用頻度データレジスタ、
ｔ　…バージョン状態レジスタ、
２１　…送受信回路、
２２　…モデム、
２２ａ…３Ｐｉｎ端子、
２２ｃ…「つうしん」スイッチ、
２４　…電話回線、
２５　…モデムＩＣ、
２６　…通信回路、
２７　…単安定マルチバイブレータ。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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