
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線または有線で通信回線網に接続される端末間で通信を行う通信システムにおいて、
　前記端末は、該端末の発呼情報と 他の端末の状況を通知させるための

を生成して該他の端末に送信し、
　前記他の端末は、前記送信されてきた前記端末の発呼情報と

を記憶し、自身の状況が該
に合致すると、前記記憶した発呼情報に基づいて前記端末に対し発呼することを特徴と

する通信システム。
【請求項２】
　前記発呼情報に対し通知する際に、前記他の端末の状況を文字あるいは音声により前記
端末に通知することを特徴とする請求項 記載の通信システム。
【請求項３】
　前記送られてくる端末の発呼情報は、呼設定メッセージの発信者番号であり、前記

は、該呼設定メッセージのサブアドレス領域に挿入されているデータであることを特
徴とする請求項 記載の通信システム。
【請求項４】
　前記所定の領域は、前記通信回線網に設置され、無線により端末を通信回線網に接続す
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、 条件が該他の端
末が所定の領域へ入る、あるいは所定の領域から出ることである条件を少なくとも含む通
知情報と

前記他の端末の状況を通知
させるための条件が前記他の端末が所定の領域へ入る、あるいは所定の領域から出ること
である条件を少なくとも含む通知情報と 通知情報に含まれる条
件

１

通知
情報

１



る公衆基地局のサービスエリア、または通信回線網に接続され、少なくとも、予め登録さ
れた端末を無線により通信回線網に接続する機能を有する親機の電波到達可能範囲である
ことを特徴とする請求項 記載の通信システム。
【請求項５】
　 通信回線網に接続される通信装置において、
　前記通信回線網を介して送られてくる相手先情報と前記通信装置自身の状況を通知させ
るための所定の条件を 含む通知情報 を記憶する記憶手段と、
　現在の通信装置の状況が前記記憶手段に記憶されている所定の条件に合致すると、前記
相手先情報に対し通知する

ことを特徴とする通信装置。
【請求項６】
　前記相手先情報に対し通知する際に、前記通信装置の状況を文字あるいは音声により該
相手先に通知することを特徴とする請求項 記載の通信装置。
【請求項７】
　前記通信回線網を介して送られてくる相手先情報は、呼設定メッセージの発信者番号で
あり、前記通信装置自身の状況を通信させるための所定の条件は、該呼設定メッセージの
サブアドレス領域に挿入されているデータであることを特徴とする請求項 記載の通信装
置。
【請求項８】
　前記所定の領域は、通信回線網に設置され、無線により通信装置を通信回線網に接続す
る公衆基地局のサービスエリア、または通信回線網に接続され、少なくとも、予め登録さ
れた通信装置を無線により通信回線網に接続する機能を有する親機の電波到達可能範囲で
あることを特徴とする請求項 記載の通信装置。
【請求項９】
　前記通知情報は、さらに通知方法を含み、該通知方法に基づいて前記相手先情報に通知
することを特徴とする請求項 記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、予め設定したおいた条件に相手端末の状況が合致した場合、条件が合致したこ
とを通知する通信装置および通信システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、利用者に携帯され、一般の家庭内電話機を含む他の端末と音声やデータを相互に通
信する携帯情報端末（例えば、携帯電話機、ＰＨＳ端末 :Personal Handy Phone System 
端末、ページャー、ＰＤＡ :Personal Digital Assistant等）と、ＩＳＤＮ回線等の通信
回線に接続され、上記携帯情報端末と無線で通信し、上記携帯情報端末を通信回線に接続
する基地局とからなる通信システムが知られている。この通信システムでは、基地局とし
ては、電話回線網に接続され、屋内外の特定されない場所に設置された公衆基地局、公共
施設等（例えば、事業所）に配設された交換機（以下、ＰＢＸ）に接続された自営基地局
、あるいは各家庭に設置され、携帯情報端末の親機として機能する自営親機（親機ともい
う）がある。携帯情報端末（子機ともいう）は、上記公衆基地局、自営基地局あるいは自
営親機を介して通信回線に接続され、相手端末と通信が可能となる。
【０００３】
すなわち、上記携帯情報端末は、携帯した上で使用できるように二次電池等により駆動さ
れ、親機の通信圏内にいる場合には、親機を介して無線により通信回線に接続し、他の端
末と通信する一方、通信圏外にいる場合には、屋外等に配置された無線基地局を介して無
線により、通信回線に接続して他の端末と通信する。携帯情報端末が通信する情報として
は、音声、音声データ、テキストデータ、画像データ等がある。
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１

無線で

少なくとも と

通知手段と、を備え、
　前記所定の条件は、前記通信装置が所定の領域へ入る、あるいは所定の領域から出るこ
とである
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５

５

５



【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、従来の通信システムでは、携帯情報端末と通信する際、相手がある場所に来た
ら連絡してほしい場合や、ある場所を離れたら連絡してほしい場合等、相手の記憶に頼る
しかないため、相手が忘れると、連絡がとれないし、また、相手に電話をかける操作を要
求しなければならないという問題があった。
【０００５】
そこで本発明は、相手に何らかの操作を行わせることなく、相手の携帯情報端末の状況を
自動的に知ることができる通信装置および通信システムを提供することを目的とする。
【０００７】

　 目的達成のため、請求項 記載の発明による通信システムは、無線または有線で通
信回線網に接続される端末間で通信を行う通信システムにおいて、前記端末は、該端末の
発呼情報と 端末の状況を通知させるための

を生成して該他の端
末に送信し、前記他の端末は、前記送信されてきた前記端末の発呼情報と

を記憶し、自身の状況が該
に合致すると、前記記憶した発呼情報に基づいて前記端末に対し発呼するこ

とを特徴とする。
【０００８】
　また、好ましい態様として、例えば請求項 記載のように、前記発呼情報に対し通知す
る際に、前記他の端末の状況を文字あるいは音声により前記端末に通知するようにしても
よい。
【０００９】
　また、好ましい態様として、例えば請求項 記載のように、前記送られてくる端末の発
呼情報は、呼設定メッセージの発信者番号であり、前記 は、該呼設定メッセージ
のサブアドレス領域に挿入されているデータであるようにしてもよい。
【００１１】
　また、好ましい態様として、前記所定の領域は、例えば請求項 記載のように、前記通
信回線網に設置され、無線により端末を通信回線網に接続する公衆基地局のサービスエリ
ア、または通信回線網に接続され、少なくとも、予め登録された端末を無線により通信回
線網に接続する機能を有する親機の電波到達可能範囲であるようにしてもよい。
【００１３】
　また、請求項 記載による通信装置は、 通信回線網に接続される通信装置におい
て、前記通信回線網を介して送られてくる相手先情報と前記通信装置自身の状況を通知さ
せるための所定の条件を 含む通知情報 を記憶する記憶手段と、現在の通信装
置の状況が前記記憶手段に記憶されて 所定の条件に合致すると、前記相手先情報に対
し通知する

ことを特徴とする。
【００１４】
　また、好ましい態様として、例えば請求項 記載のように、前記相手先情報に対し通知
する際に、前記通信装置の状況を文字あるいは音声により該相手先に通知するようにして
もよい。
【００１５】
　さらに、好ましい態様として、例えば請求項 記載のように、前記通信回線網を介して
送られてくる相手先情報は、呼設定メッセージの発信者番号であり、前記通信装置自身の
状況を通信させるための所定の条件は、該呼設定メッセージのサブアドレス領域に挿入さ
れているデータであるようにしてもよい。
【００１７】
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【課題を解決するための手段】
上記 １

、 条件が該他の端末が所定の領域へ入る、ある
いは所定の領域から出ることである条件を少なくとも含む通知情報と

前記他の端末の
状況を通知させるための条件が前記他の端末が所定の領域へ入る、あるいは所定の領域か
ら出ることである条件を少なくとも含む通知情報と 通知情報に
含まれる条件

２

３
通知情報

４

５ 無線で

少なくとも と
いる

通知手段と、を備え、前記所定の条件は、前記通信装置が所定の領域へ入る、
あるいは所定の領域から出ることである

６

７



　また、好ましい態様として、前記所定の領域は、例えば請求項 記載のように、通信回
線網に設置され、無線により通信装置を通信回線網に接続する公衆基地局のサービスエリ
ア、または通信回線網に接続され、少なくとも、予め登録された通信装置を無線により通
信回線網に接続する機能を有する親機の電波到達可能範囲であるようにしてもよい。
【００１９】
　また、好ましい態様として、前記通知情報は、例えば請求項 記載のように、さらに通
知方法を含み、該通知方法に基づいて前記相手先情報に通知するようにしてもよい。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を、ＰＨＳに適用した一実施例として、図面を参照して説明す
る。
Ａ．第１実施例の構成
Ａ－１．通信システムの構成
図１は、本発明の第１実施例による通信システムの構成を示すブロック図である。図にお
いて、１は、全国に張り巡らされた通常の公衆回線網（ＰＳＴＮ）、あるいはデジタル回
線網（ＩＳＤＮ）である。以下、これら回線網を通信回線網という。次に、公衆基地局２
ａ，２ｂは、通信回線網１に所定間隔で設置され、それぞれ自身を中心とした半径数百メ
ートルのサービスエリア（電波到達可能範囲：通信圏－図示の点線内側）を有し、それぞ
れのサービスエリア内に存在するＰＨＳ端末ＰＳ１，ＰＳ２を無線で通信回線網１に接続
する中継局である。次に、親機３は、通信回線網１に接続され、通常の電話機のように、
ハンドセット、ダイヤルキー、各種ファンクションキー等を有し、外部の電話機との通信
を可能にする。該親機３は、無線によりＰＨＳ端末ＰＳ２との間で交信し、外部からの電
話をＰＳ２に接続する一方、例えばＰＨＳ端末ＰＳ２からの接続要求に従って通信回線網
１上の他の電話機やＰＨＳ端末等に接続する。
【００２１】
ＰＨＳ端末ＰＳ１，ＰＳ２は、利用者に携帯され、バッテリにより駆動される端末であっ
て、液晶表示部やダイヤルキー等、通常の電話機と同様の機能を備え、無線によって、親
機３または公衆基地局２ａ，２ｂと交信することにより、通信回線網１に接続される。言
い換えると、ＰＨＳ端末ＰＳ１，ＰＳ２は、親機２の通信圏内にいる場合には、親機３と
無線交信することで通信回線網１に接続され、他の電話機と通信する一方、親機２の通信
圏外にいる場合には、近傍に設置されている公衆基地局２ａ，２ｂと無線交信することで
通信回線網１に接続され、他の電話機あるいは親機と通信するようになっている。
【００２２】
特に、本発明では、相手の状況を知りたい側の端末（ＰＨＳ端末や親機、あるいは電話機
であってもよい）は、リコールモードが選択されると、相手端末を識別するための識別情
報、どのような状況で動作を行わせるかを指定する指定条件、および指定条件となったと
き、相手にどのような動作を行わせるかを指定する動作の指定情報を（総称してリコール
データという）、上記発サブアドレスあるいは着サブアドレスに入れて発呼するようにな
っている。本第１実施例では、上記リコールデータは、サーバ５に登録され、サーバ５で
、相手端末の状況が該リコールデータに含まれる所定の条件に合致するか判断され、条件
が合致すると、リコールモードの端末に対して、リコールデータに含まれる動作に従った
動作、例えば相手端末の状況を通知する等の動作が行われる。
【００２３】
リコールデータは、リコールモードとなる端末を識別し、リコールするための発信者番号
、相手端末を識別するための相手端末ＩＤ、リコールモードの端末に対し、リコール時に
送信するメッセージ、相手端末がどうような状況になったときにリコールするかを指定す
る指定条件、リコール時にどうような動作を行うかを指定する動作指定からなる。上記メ
ッセージとしては、公衆基地局または親機等のサービスエリアに対する入出状況を示す内
容であり、例えば、「○○駅に到着しました。」、「○○会社に到着しました。」、「外
出しました。」、「帰宅しました。」、「○○時△△分です。」、あるいは「○○さんに
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電話をかけて下さい。」等がある。また、指定条件としては、上記メッセージを返信する
条件を示すものであり、例えば、「特定ＣＳ－ＩＤ、すなわち特定のサービスエリアに入
る」、「特定ＣＳ－ＩＤから出る」、「親機エリアに入る」、「親機エリアから出る」、
「指定時刻になる」等がある。また、動作指定としては、例えば、「上記メッセージを文
字情報として送信する」、「上記メッセージを音声情報として送信する」、「メッセージ
を文字情報として送信するとともに、メロディ音を鳴動させる」等がある。
【００２４】
次に、５は、サーバであり、電話回線網４を制御して端末間での通信を管理する。特に、
本発明では、リコールモードとなった端末からのリコールデータを受信し、相手端末の位
置情報等に基づいて、相手端末の状況が該リコールデータに含まれる所定の条件に合致す
るか判断し、条件が合致すると、リコールモードの端末に対して、リコールデータに含ま
れる動作に従った動作、例えば相手端末の状況を通知する等の動作を行う。該サーバ５は
、データベースに各種データを蓄積し、ＰＨＳ端末からの要求に応じて、上記各種データ
を利用者に与える各種のサービスを提供する網管理局であってもよい。
【００２５】
Ａ－２．ＰＨＳ端末の構成
図２は、本第１実施例によるＰＨＳ端末の構成を示すブロック図である。図において、１
０は送受信部であり、周波数変換部とモデムとから構成されている。周波数変換部の受信
部は、アンテナＡＮＴで受信した信号を、ＰＬＬシンセサイザから出力される所定周波数
の局部発振信号と混合することにより、１．９ＧＨｚ帯から１ＭＨｚ帯付近のＩＦ（中間
周波）信号に周波数変換する。また、周波数変換部の送信部は、後述するモデムから供給
されるπ／４シフトＱＰＳＫの変調波をＰＬＬシンセサイザから出力される所定周波数の
局部発振信号と混合することにより、１．９ＧＨｚ帯に周波数変換し、アンテナスイッチ
を介してアンテナＡＮＴから輻射する。次に、上述したモデムの受信部は、周波数変換部
からのＩＦ信号を復調し、ＩＱデータに分離してデータ列とし、通信制御部１１へ送出す
る。また、モデムの送信部では、通信制御部１１から供給されるデータからＩＱデータを
作成して、π／４シフトＱＰＳＫの変調をして、送受信部１０の周波数変換部へ送出する
。
【００２６】
次に、通信制御部１１は、フレーム同期およびスロットのデータフォーマット処理を行う
。通信制御部１１の受信側は、送受信部１０のモデムから供給される受信データから所定
のタイミングで１スロット分のデータを取り出し、このデータの中からユニークワード（
同期信号）を抽出してフレーム同期信号を生成し、かつ、制御データ部および音声データ
部のスクランブル等を解除した後、制御データを制御部１６へ送出し、音声データを音声
処理部１２へ送出する。また、上記通信制御部１１の送信側は、音声処理部１２から供給
される音声データに制御データ等を付加するとともに、スクランブル等を付与した後にユ
ニークワード等を付加して、１スロット分の送信データを作成し、所定タイミングでフレ
ーム内の所定スロットに挿入して送受信部１０のモデムに送出する。
【００２７】
次に、音声処理部１２は、スピーチコーディックおよびＰＣＭコーディックで構成されて
いる。上記スピーチコーディックは、デジタルデータの圧縮／伸張処理を行うものである
。音声処理部１２の受信側は、通信制御部１１から供給されるＡＤＰＣＭ音声信号（４ビ
ット×８ＫＨｚ＝３２Ｋｂｐｓ）をＰＣＭ音声信号（８ビット×８ＫＨｚ＝６４Ｋｂｐｓ
）に復号化することにより伸張してＰＣＭコーディックに出力する。音声処理部１２の送
信側は、ＰＣＭコーディックから供給されるＰＣＭ音声信号をＡＤＰＣＭ音声信号に符号
化することにより圧縮して通信制御部１１へ送出する。上述したＰＣＭコーディックは、
アナログ／デジタル変換処理を行うものであり、受信側は、スピーチコーディックから供
給されるＰＣＭ音声信号をＤ／Ａ変換によりアナログ音声信号へ変換し、スピーカ１３か
ら発音させ、送信側はマイク１４から入力されたアナログ音声信号をＡ／Ｄ変換によりＰ
ＣＭ信号に変換し、スピーチコーディックに送出する。
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【００２８】
次に、キー入力部１５は、相手先の電話番号を入力する数値キーや、オンフック／オフフ
ックを行うスイッチ、音声出力を変えるボリュームスイッチ等から構成される。これらキ
ーやスイッチの状態は制御部１６に供給される。次に、制御部１６は、所定のプログラム
に従って装置全体を制御する。記憶装置１７には上記制御部１６で実行されるプログラム
や、種々のパラメータ等が格納されている記憶媒体１７ａを有しており、この記憶媒体は
磁気的、光学的記憶媒体、もしくは半導体メモリで構成されている。この記録媒体は記憶
装置に固定的に設けたもの、もしくは着脱自在に装着ものである。また、記憶媒体に記憶
するプログラム、各種パラメータ等は、通信回線等を介して接続された他の機器から受信
して記憶する構成にしてもよい。さらに、通信回線等を介して接続された他の機器側に前
記記憶媒体を備えた記憶装置を設け、この記憶媒体に記憶されているプログラム、各種パ
ラメータを通信回線を介して使用する構成としてもよい。また、ＲＡＭ１８には、上記制
御部１６の制御に伴って生成されるデータが格納されたり、ワーキングエリアとして用い
られる。
【００２９】
次に、表示部１９は、動作モードや、電話番号、通話時間等の各種データ等を表示する液
晶表示器や、スイッチ等のオン／オフ等を示すＬＥＤから構成されており、上記制御部の
制御の下、各種データを表示する。また、該表示部１９は、タッチパネルとなっており、
表示したアイコン、データ等を図示しないタッチペンによりタッチすることで、データを
入力できるようになっている。
【００３０】
Ａ－３．呼設定メッセージの構成
次に、図３は、呼設定メッセージを説明するための概念図である。呼設定メッセージは、
発呼時、着信時等に、発信側および着信側の端末（外部電話機、親機、ＰＨＳ端末）間で
送受信される情報である。該呼設定メッセージは、プロトコル識別子、呼番号、メッセー
ジ種別、他の情報要素であるファシリティ、発番号、発サブアドレス、着番号および着サ
ブアドレスから構成されている。本発明では、相手の状況を知りたい側の端末は、リコー
ルモードが選択されると、相手端末を識別するための識別情報、どのような状況で動作を
行わせるかを指定する指定条件、および指定条件となったとき、相手にどのような動作を
行わせるかを指定する動作の指定情報を、上記発サブアドレスあるいは着サブアドレスに
入れて発呼するようになっている。なお、この実施形態では、リコールデータをサブアド
レスに入れて発呼するようにしたが、リコールデータを送ることができればこれに限定す
るものではなく、例えばファシリティメッセージ、オプションメッセージに入れて送るよ
うにしてもよい。
【００３１】
Ｂ．第１実施例の動作
次に、上述した第１実施例による通信システムの動作について説明する。これは、制御部
１６のＣＰＵが読み取り可能なプログラムコードの形態で記憶媒体１７ａに記憶されてい
るプログラム、各種パラメータに基づいて実行される。なお、以下の説明では、通話に伴
う各部の動作については通常の端末の動作と同様であるので説明を省略する。ここで、図
４は、第１実施例によるリコールモードになるＰＨＳ端末の動作を説明するためのフロー
チャートである。また、図５は、第１実施例によるサーバ５および条件一致時のリコール
モードのＰＨＳ端末の動作を説明するためのフローチャートである。また、図６は、第１
実施例による通信システム全体の動作を説明するための模式図である。なお、以下の説明
では、図１に示すＰＨＳ端末ＰＳ１がリコールモードになる端末とし、ＰＨＳ端末ＰＳ２
が状況を通知（リコール）する側の端末（相手端末）とする。
【００３２】
まず、ＰＨＳ端末ＰＳ１は、図４に示すステップＳ１０で、リコールモードが選択された
か否かを判断し、リコールモードが選択されると、ステップＳ１２に進む。ステップＳ１
２では、相手端末を指定する。相手端末の指定は、端末毎に予め設定されている端末ＩＤ
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を入力することで行う。この場合、ＰＨＳ端末ＰＳ２が指定される。次に、ステップＳ１
４で、メッセージを入力する。この場合、例えば、「○○駅に到着しました。」というメ
ッセージが入力されるものとする。
【００３３】
次に、ステップＳ１６で、指定条件を入力する。この場合、前述した「特定ＣＳ－ＩＤ、
すなわち特定のサービスエリア（図６（ｂ）に示す公衆基地局２ｃのサービスエリア）に
入る」という指定条件が入力されることになる。そして、ステップＳ１８で、上記指定条
件を満足した場合に、相手端末が実行すべき動作を指定する。この場合、「上記メッセー
ジを文字情報として送信する」という動作指定が入力されるものとする。次に、ステップ
Ｓ２０で、上記情報、すなわちリコールデータを図３に示すサブアドレスにセットし、ス
テップＳ２２で、図６（ａ）に示すように、サーバ５に発呼し、リコールデータがセット
された呼設定メッセージを送信した後、登録確認メッセージを受け取ると、ステップＳ２
４で回線を切断して、当該処理を終了する。
【００３４】
一方、サーバ５では、ステップＳ３０で、着信したか否かを判断し、着信すると、ステッ
プＳ３２で、リコールデータの登録要求であるか否かを判断する。そして、リコールデー
タの登録要求でなければ、他の処理へ進む。一方、リコールデータの登録要求である場合
には、ステップＳ３４に進み、呼設定メッセージのサブアドレスにセットされた、発信者
番号、相手端末ＩＤ（ＰＳ２）、メッセージ、指定条件および動作指定をリコールデータ
として記憶する。
【００３５】
次に、ステップＳ３６で、上記相手端末ＩＤに基づいて、相手端末であるＰＨＳ端末ＰＳ
２の位置情報を取得する。一般に、ＰＨＳ端末は、移動してサービスエリアが変わった場
合や、電源投入時、公衆基地局を介して位置登録を行うようになっているため、サーバ５
では、現在、ＰＨＳ端末がどこにいるかを知ることができるようになっている。次に、ス
テップＳ３８で、指定条件が一致したか否かを判断する。そして、条件が一致しなければ
、すなわち、ステップＳ３６で取得したＰＨＳ端末ＰＳ２の位置情報から該ＰＨＳ端末Ｐ
Ｓ２が公衆基地局２ｃのサービスエリアに入っていない場合には、条件が一致するまでス
テップＳ３８を繰り返し実行する。
【００３６】
そして、条件が一致すると、すなわちＰＨＳ端末ＰＳ２が図６（ｂ）に示す公衆基地局２
ｃのサービスエリアに入ると、ステップＳ４０に進み、リコールデータとして記憶してい
た発信者番号に発呼し、ステップＳ４２で、回線を接続する。次に、ステップＳ４４で、
図６（ｃ）に示すように、リコールデータとして記憶していた動作指定に従って、ＰＨＳ
端末ＰＳ１にメッセージを送信する。そして、ステップＳ４６で、回線を切断して当該処
理を終了する。
【００３７】
一方、ＰＨＳ端末ＰＳ１では、ステップＳ５０で、着信したか否かを判断し、着信すると
、ステップＳ５２で、リコールであるか否かを判断する。リコールでない場合には、その
他の処理（例えば、オフフックしたこを検出し、通常の通話処理とする処理）へ進む。こ
れに対して、リコールであった場合には、ステップＳ５４に進み、サーバ５から送信され
てくるメッセージ「○○駅に到着しました。」を受信し、ステップＳ５６で、受信したメ
ッセージを表示部１９に表示する。そして、ステップＳ５８で当該処理を終了する。これ
により、ＰＨＳ端末ＰＳ１のユーザは、ＰＨＳ端末ＰＳ２のユーザが所定のサービスエリ
アに入ったこと、すなわちＰＨＳ端末ＰＳ２のユーザが○○駅に到着したことを知ること
ができるので、例えば、ＰＨＳ端末ＰＳ２に発呼すればよい。
【００３８】
Ｃ．第２実施例
次に、本発明の第２実施例について説明する。なお、本第２実施例による通信システムの
構成は、前述した図１に示す構成と同じであるので説明を省略する。但し、本第２実施例
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では、リコールモードのＰＨＳ端末ＰＳ１から発信されたリコールデータは、相手端末Ｐ
Ｓ２に直接登録され、相手端末ＰＳ２で、自身の状況が該リコールデータに含まれる所定
の条件に合致するか判断され、リコールモードの端末ＰＳ１に対して、リコールデータに
含まれる動作に従った動作、例えば自身の状況を通知する等の動作が行われる。
【００３９】
ここで、図７は、第２実施例によるリコールモードになるＰＨＳ端末の動作を説明するた
めのフローチャートであり、図８は、第２実施例による相手端末および条件一致時のリコ
ールモードのＰＨＳ端末の動作を説明するためのフローチャートである。また、図９は、
第２実施例による通信システム全体の動作を説明するための模式図である。
【００４０】
まず、ＰＨＳ端末ＰＳ１は、図７に示すステップＳ６０で、リコールモードが選択された
か否かを判断し、リコールモードが選択されると、ステップＳ６２に進む。ステップＳ６
２では、相手端末（ＰＨＳ端末ＰＳ２）を指定する。次に、ステップＳ６４で、メッセー
ジを入力する。この場合、例えば、「○○さんに電話をかけて下さい。」というメッセー
ジが入力されるものとする。次に、ステップＳ６６で、指定条件を入力する。この場合、
前述した「特定ＣＳ－ＩＤ、すなわち特定のサービスエリア（図９（ｂ）に示す公衆基地
局２ｃのサービスエリア）に入る」という指定条件が入力されることになる。そして、ス
テップＳ６８で、上記指定条件を満足した場合に、相手端末が実行すべき動作を指定する
。この場合、「メッセージを文字情報として送信するとともに、メロディ音を鳴動させる
」という動作指定が入力されるものとする。次に、ステップＳ７０で、上記情報、すなわ
ちリコールデータを図３に示すサブアドレスにセットし、ステップＳ７２で、図９（ａ）
に示すように、相手端末ＰＳ２に発呼し、リコールデータがセットされた呼設定メッセー
ジを送信した後、ステップＳ７４で回線を切断し、当該処理を終了する。
【００４１】
一方、相手端末であるＰＨＳ端末ＰＳ２では、ステップＳ８０で、着信したか否かを判断
し、着信すると、ステップＳ８２で、リコールデータの登録要求であるか否かを判断する
。そして、リコールデータの登録要求である場合には、ステップＳ８４に進み、呼設定メ
ッセージのサブアドレスにセットされた、発信者番号、メッセージ、指定条件および動作
指定をリコールデータとして記憶する。
【００４２】
次に、ステップＳ８６で、自身の位置情報をサーバ５から取得する。次に、ステップＳ８
８で、指定条件が一致したか否かを判断する。ここで、ＰＨＳ端末ＰＳ１からの指定条件
は、上述した「特定ＣＳ－ＩＤ（公衆基地局２ｃ）のサービスエリアに入る」であるので
、条件が一致しなければ、すなわち、ステップＳ８６で取得した自身の位置情報から自身
が公衆基地局２ｃのサービスエリアに入っていない場合には、条件が一致するまでステッ
プＳ６８を繰り返し実行する。
【００４３】
そして、条件が一致すると、すなわちＰＨＳ端末ＰＳ２が、図９（ｂ）に示す公衆基地局
２ｃのサービスエリアに入ると、ステップＳ９０に進み、リコールデータとして記憶して
いた発信者番号に発呼し、ステップＳ９２で、回線を接続する。次に、ステップＳ９４で
、図９（ｃ）に示すように、リコールデータとして記憶していた動作指定に従って、ＰＨ
Ｓ端末ＰＳ１にメッセージを送信するとともに、メロディ音の鳴動要求を送信する。そし
て、ステップＳ９６で、回線を切断し、当該処理を終了する。
【００４４】
一方、ＰＨＳ端末ＰＳ１では、ステップＳ１００で、着信したか否かを判断し、着信する
と、ステップＳ１０２で、リコールであるか否かを判断する。そして、リコールであった
場合には、ステップＳ１０４に進み、ＰＨＳ端末ＰＳ２から送信されてくるメッセージ「
○○さんに電話をかけて下さい。」を受信し、ステップＳ１０６で、受信したメッセージ
を表示部１９に表示するとともに、スピーカ１３でメロディ音を鳴動する。そして、ステ
ップＳ１０８で当該処理を終了する。これにより、ＰＨＳ端末ＰＳ１のユーザは、ＰＨＳ
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端末ＰＳ２のユーザが所定のサービスエリアに入ったことを知ることができるので、ＰＨ
Ｓ端末ＰＳ２に発呼すればよい。
【００４５】
上述した第１および第２実施例では、所定のサービスエリアに入った場合について説明し
たが、所定のサービスエリアから出た場合や親機３の通信圏内から出た場合（外出）にお
いても、それらの状況を自動的に知ることができることは言うまでもない。
【００４６】
なお、上述した実施例では、リコールモードとなる端末をＰＨＳ端末で説明したが、これ
に限定されるものではない。すなわち、通常の固定電話にメッセージの入力機能、表示機
能を持たせれば実現可能である。
【００４８】

　 記載の発明によれば、無線または有線で通信回線網に接続される端末が、該端
末の発呼情報と 他の端末の状況を通知させるための

を生成して
該他の端末に送信し、これを受けた他の端末は、他の端末の状況が

に合致すると、該端末の発呼情報に対し発呼するようにしたので、相手に何らかの操作
を行わせることなく、相手の携帯情報端末の状況を自動的に知ることができるという利点
が得られる。
【００４９】
　また、請求項 記載の発明によれば、前記他の端末の状況を文字あるいは音声により通
知するようにしたので、相手に何らかの操作を行わせることなく、相手の携帯情報端末の
状況を視覚的あるいは聴覚的に知ることができるという利点が得られる。
【００５０】
　また、請求項 記載の発明によれば、前記送られてくる端末の発呼情報は、呼設定メッ
セージの発信者番号であり、前記 は、該呼設定メッセージのサブアドレス領域に
挿入されているデータとしたので、既存のシステムを使用した簡単な構成で、相手に何ら
かの操作を行わせることなく、相手の携帯情報端末の状況を自動的に知ることができると
いう利点が得られる。
【００５２】
　また、請求項 記載の発明によれば、前記所定の領域は、前記通信回線網に設置され、
無線により端末を通信回線網に接続する公衆基地局のサービスエリア、または通信回線網
に接続され、少なくとも、予め登録された端末を無線により通信回線網に接続する機能を
有する親機の電波到達可能範囲であるようにしたので、他の端末が所定の公衆基地局のサ
ービスエリアあるいは親機の電波到達可能範囲へ入る、または所定の公衆基地局のサービ
スエリアあるいは親機の電波到達可能範囲から出たことが相手に何らかの操作を行わせる
ことなく、自動的に知ることができるという利点が得られる。
【００５４】
　また、請求項 記載の発明によれば、 通信回線に接続された通信装置は、通信回
線を介して送られてくる相手先情報と 通信装置自身の状況を通知させるための

条件を
含む通知情報 を記憶して、通信装置の状況が記憶した 条件に合致す
ると、相手先に通知するようにしたので、何らかの操作を行うことなく、相手からの要求
により通信装置の状況を自動的に知らせることができるという利点が得られる。
【００５５】
　また、請求項 記載の発明によれば、通信装置の状況を文字あるいは音声により通知す
るようにしたので、何らかの操作を行うことなく、相手からの要求により通信装置の状況
を視覚的あるいは聴覚的に知らせることができるという利点が得られる。
【００５６】
　また、請求項 記載の発明によれば、通信回線網を介して送られてくる相手先情報は、
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【発明の効果】
請求項１

、 条件が該他の端末が所定の領域へ入
る、あるいは所定の領域から出ることである条件を少なくとも含む通知情報と

通知情報に含まれる条
件

２

３
通知情報

４

５ 無線で
、 条件が該

通信装置が所定の領域へ入る、あるいは所定の領域から出ることである 少なくとも
と 通知情報に含まれる

６

７



呼設定メッセージの発信者番号であり、通信装置自身の状況を通知させるための所定の条
件は、呼設定メッセージのサブアドレス領域に挿入されているデータであるので、相手か
らの要求により通信装置の状況を簡単に知らせることができるという利点が得られる。
【００５８】
　また、請求項 記載の発明によれば、所定の領域は、通信回線網に設置され、無線によ
り通信装置を通信回線網に接続する公衆基地局のサービスエリア、または通信回線網に接
続され、予め登録された通信装置を無線により通信回線網に接続する機能を有する親機の
電波到達可能範囲であるので、何らかの操作を行うことなく、相手からの要求により通信
装置がサービスエリアまたは親機のエリアへ入る、あるいはサービスエリアまたは親機の
エリアから出たことを知らせることができるという利点が得られる。
【００６０】
　また、請求項 記載の発明によれば、通知情報は、さらに通知方法を含んで、この通知
方法に基づいて通知するので、相手からの要求により通知する方法を変えて知らせること
ができるという利点が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例による通信システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本第１実施例によるＰＨＳ端末の構成を示すブロック図である。
【図３】呼設定メッセージを説明するための概念図である。
【図４】第１実施例によるリコールモードになるＰＨＳ端末の動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図５】第１実施例によるサーバ５および条件一致時のリコールモードのＰＨＳ端末の動
作を説明するためのフローチャートである。
【図６】第１実施例による通信システム全体の動作を説明するための模式図である。
【図７】第２実施例によるリコールモードになるＰＨＳ端末の動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図８】第２実施例による相手端末および条件一致時のリコールモードのＰＨＳ端末の動
作を説明するためのフローチャートである。
【図９】第２実施例による通信システム全体の動作を説明するための模式図である。
【符号の説明】
１　通信回線網
２ａ，２ｂ　公衆基地局
３　親機
ＰＳ１，ＰＳ２　子機
５　サーバ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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