
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　呼出元を示す情報を含む呼出信号を受信する無線呼出部と、呼出元を示す情報に対応さ
せて返送相手先の選択呼出番号およびまたは電話番号を記憶する手段と、呼出元に返信す
るために予め設定した複数の返答メッセージを記憶する手段と、受信した呼出メッセージ
および返信する返答メッセージを表示する表示部と、

中から使用者により選択された返答メッセージを相手先の無線呼出装置または携帯電
話装置を含む情報通信端末に発信する携帯電話送受信部とを備えた携帯電話装置。
【請求項２】
　返答メッセージが相手先の無線呼出装置に送信される場合、予め相手先の無線呼出装置
の機種を登録する手段を備え、登録した機種に対応する形式の返答メッセージを作成して
送信することを特徴とする請求項１記載の携帯電話装置。
【請求項３】
　予め送信相手先の名前を登録する手段を有し、受信した呼出メッセージを表示する際に
、送信相手先の名前を付与して表示することを特徴とする請求項１記載の携帯電話装置。
【請求項４】
　予め送信相手先の選択呼出番号または電話番号を登録する手段を有し、受信した呼出メ
ッセージを表示する際に、送信相手先の選択呼出番号または電話番号を付与して表示する
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出元を示す情報とが合致している場合には前記表示部に複数の返答メッセージを表示し、
その



ことを特徴する請求項１記載の携帯電話装置。
【請求項５】
　返答メッセージに呼出メッセージが届いた時刻を付与して送信することを特徴する請求
項１記載の携帯電話装置。
【請求項６】
　返答メッセージに呼出メッセージ受取人の名前を付与して送信することを特徴する請求
項１記載の携帯電話装置。
【請求項７】
　返答メッセージを携帯電話送受信部を用いて発信する際、話中・圏外を含む通信が不可
能な状態の場合には、返送動作を予約状態として一定時間毎に繰り返し自動発信すること
を特徴とする請求項１記載の携帯電話装置。
【請求項８】
　返答メッセージを携帯電話送受信部を用いて発信する際、話中・圏外を含む通信が不可
能な状態の場合には、終話後または圏内に移動後に自動発信することを特徴とする請求項
１記載の携帯電話装置。
【請求項９】
　返答メッセージを携帯電話送受信部を用いて発信する際、圏外で通信が不可能な状態の
場合には、圏内に移動して一定時間経過後に自動発信することを特徴とする請求項１記載
の携帯電話装置。
【請求項１０】
　返答メッセージを携帯電話送受信部を用いて発信する際、圏外で通信が不可能な状態の
場合には、圏内に移動して電界強度が予め定めた値以上になった後に自動発信することを
特徴とする請求項１記載の携帯電話装置。
【請求項１１】
　呼出元を示す情報を含む呼出信号を受信する手段と、呼出元を示す情報に対応させて返
送相手先の選択呼出番号または電話番号を記憶する手段と、呼出元に返送するために予め
設定した複数の返答メッセージを記憶する手段と、受信した呼出メッセージおよび返信す
る返答メッセージを表示する表示部と、

表示された複
数の返答メッセージの中から使用者により選択された返答メッセージを相手先の無線呼出
装置または携帯電話装置を含む情報通信端末に発信する手段とを備えた携帯電話装置。
【請求項１２】
　返答メッセージが相手先の情報通信端末に送信される場合、予め相手先の情報通信端末
の機種を登録する手段を備え、登録した機種に対応する形式の返答メッセージを作成して
送信することを特徴とする請求項１１記載の携帯電話装置。
【請求項１３】
　予め送信相手先の名前を登録する手段を有し、受信した呼出メッセージを表示する際に
、送信相手先の名前を付与して表示することを特徴とする請求項１１記載の携帯電話装置
。
【請求項１４】
　予め送信相手先の選択呼出番号または電話番号を登録する手段を有し、受信した呼出メ
ッセージを表示する際に、送信相手先の名前を付与して表示することを特徴する請求項１
１記載の携帯電話装置。
【請求項１５】
　返答メッセージに、呼出メッセージが届いた時刻を付与して送信することを特徴する請
求項１１記載の携帯電話装置。
【請求項１６】
　返答メッセージに、呼出メッセージ受取人の名前を付与して送信することを特徴する請
求項１１記載の携帯電話装置。
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【請求項１７】
　返答メッセージを携帯電話送受信機能を用いて発信する際、話中・圏外を含む、通信が
不可能な状態の場合には、返送動作を予約状態として一定時間毎に繰り返し自動発信する
ことを特徴とする請求項１１記載の携帯電話装置。
【請求項１８】
　返答メッセージを携帯電話送受信機能を用いて発信する際、話中・圏外を含む、通信が
不可能な状態の場合には、終話後または圏内に移動後に自動発信することを特徴とする請
求項１１記載の携帯電話装置。
【請求項１９】
　返答メッセージを携帯電話送受信機能を用いて発信する際、話中・圏外を含む、通信が
不可能な状態の場合には、圏内に移動して一定時間経過後に自動発信することを特徴とす
る請求項１１記載の携帯電話装置。
【請求項２０】
　返答メッセージを携帯電話送受信機能を用いて発信する際、話中・圏外を含む、通信が
不可能な状態の場合には、圏内に移動して電界強度が予め定めた値以上になった後に自動
発信することを特徴とする請求項１１記載の携帯電話装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話送受信部と文字メッセージ送受信機能を備えた携帯電話装置に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
従来、無線呼出装置（いわゆるポケットベル）は、特開昭５４－１４６５０４号公報に記
載されたものが知られている。図１３は従来の無線呼出装置の構成を示しており、１はＦ
Ｍ受信器、２はＦＭ信号を復調する復調器、３は自己装置の選択呼出番号を記憶する選択
呼出番号記憶回路、４はデコーダ部であり、受信した信号が選択呼出番号記憶回路３で記
憶している自己の選択呼出番号であるかを判断する機能と、折り返し連絡すべき電話番号
を解読する機能とを有する。５は発音体を駆動する回路、６は発音体、７は電話番号記憶
記憶回路、８は表示器駆動回路、９は表示器、１０はダイヤルトーンを発する発振回路、
１１は発振起動スイッチである。
【０００３】
次に上記従来例の動作について説明する。図１３に示した無線呼出装置に、図１４に示す
ような選択呼出信号ａと電話番号情報ｂからなる呼出信号が受信されると、この信号は、
ＦＭ受信器１を通り、復調器２で復調される。受信した選択呼出信号が、選択呼出番号記
憶回路３で記憶している自己の選択呼出番号と合致していれば、デコーダ部４は、発音体
駆動回路５を介して発音体６を鳴動させ、携帯者に呼出を知らせる。次に、デコーダ部４
は、選択呼出番号ａの次にくる電話番号情報ｂから折り返し連絡すべき電話番号を解読し
、この番号を一旦電話番号記憶回路７に記録し、その番号を表示器駆動回路８を介して表
示器９に表示する。受信機の携帯者は、発音体６の鳴動によって着信を知り、表示器９に
表示してある番号により、折り返し連絡すべき電話番号を確認することができる。次に、
携帯者が折り返し連絡をとる目的で近くの電話機の受話器を取り、受話器の周辺で発振起
動スイッチ１１を押すと、発振回路１０からダイヤルトーン信号が発振され、受話器がこ
れを誘起することにより、携帯者がダイヤルキーを押下し、発信することなく目的の相手
先を電話で呼び出すことができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の無線呼出装置では、会議中等に「至急ＴＥＬせよ！０４５－１
２３－４５６７」等のメッセージを受信した際、携帯者は会議を中座して電話がある場所
へわざわざ行き、ダイヤルトーンを発振するための発信起動スイッチを押す必要があった
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。また、発呼者が返信の電話を要求する場合、約１０桁の電話番号を呼出情報に入れる必
要があり、時には電話番号入力ミスにより誤った番号を発信して、折り返しの連絡がつか
ないという問題があった。さらに、発呼者は、無線呼出メッセージを送った場合、相手に
無線呼出メッセージが本当に届いたかを確認できる手段がないという問題があった。
【０００５】
本発明は、上記従来の問題を解決するものであり、相手の無線呼出装置や電話機等を含む
情報通信端末へ返答メッセージを直ちに送信することのできる優れた文字メッセージ送受
信機能付きの携帯電話装置を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記目的を達成するために、無線により基地局との双方向通信をする携帯電話
送受信部と、呼出元を示す情報を含む呼出信号を受信する手段とを備え、呼出元を示す情
報を含む無線呼出信号を無線呼出部で受信した場合、予め登録しておいた返答メッセージ
の中から適切なものを選ぶとともに、予め呼出元情報に対応させて登録しておいた相手先
の選択呼出番号や電話番号（本明細書において電話番号とはファクシミリ番号を含むもの
とする。）を読み出して相手側に直ちに送信できるようにしたものである。これにより、
呼出メッセージを受信した携帯者が相手先へ返信のためにわざわざ電話のある場所に行っ
てダイヤル発信する必要がなく、また呼出元が返信の電話を要求する場合でも電話番号を
入力せずに済み、さらに呼出元において呼出メッセージが相手に届いたことを直ちに知る
ことができるという効果が得られる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
　本発明の請求項１に記載の発明は、呼出元を示す情報を含む呼出信号を受信する無線呼
出部と、呼出元を示す情報に対応させて返送相手先の選択呼出番号およびまたは電話番号
を記憶する手段と、呼出元に返信するために予め設定した複数の返答メッセージを記憶す
る手段と、受信した呼出メッセージおよび返信する返答メッセージを表示する表示部と、

中から使用者により選択された返答メッセージを
相手先の無線呼出装置または携帯電話装置を含む情報通信端末に発信する携帯電話送受信
部とを備えた携帯電話装置であり、返答メッセージを直ちに自動送信できるので、会議中
等においても中座することなく直ちに返答メッセージを送ることができ、また呼出元で電
話番号等を入力する必要がなく、さらに呼出元で呼出メッセージが相手に届いたことを確
認することができるという作用を有する。
【０００８】
本発明の請求項２に記載の発明は、返答メッセージが相手先の無線呼出装置に送信される
場合、予め相手先の無線呼出装置の機種を登録する手段を備え、登録した機種に対応する
形式の返答メッセージを作成して送信する請求項１記載の携帯電話装置であり、相手無線
呼出装置に返答メッセージを送信する際、その無線呼出装置の形式に適した返答メッセー
ジを自動的に作成できるという作用を有する。
【０００９】
本発明の請求項３に記載の発明は、予め送信相手先の名前を登録する手段を有し、受信し
た呼出メッセージを表示する際に、送信相手先の名前を付与して表示することを特徴とす
る請求項１記載の携帯電話装置であり、呼出メッセージを受け取った際に誰からの呼出メ
ッセージであるかを一目で理解できるという作用を有する。
【００１０】
本発明の請求項４に記載の発明は、予め送信相手先の選択呼出番号およびまたは電話番号
を登録する手段を有し、受信した呼出メッセージを表示する際に、送信相手先の選択呼出
番号およびまたは電話番号を付与して表示することを特徴する請求項１記載の携帯電話装
置であり、呼出メッセージを受け取った際に、何処へ連絡すればよいかを一目で理解でき
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るという作用を有する。
【００１１】
本発明の請求項５に記載の発明は、返答メッセージに呼出メッセージが届いた時刻を付与
して送信することを特徴する請求項１記載の携帯電話装置であり、呼出元ではいつ呼出メ
ッセージが相手側に届いたかを知ることができるという作用を有する。
【００１２】
本発明の請求項６に記載の発明は、返答メッセージに呼出メッセージ受取人の名前を付与
して送信することを特徴する請求項１記載の携帯電話装置であり、呼出元では誰からの返
答メッセージであるかを知ることができるという作用を有する。
【００１３】
本発明の請求項７に記載の発明は、返答メッセージを携帯電話送受信部を用いて発信する
際、話中・圏外を含む通信が不可能な状態の場合には、返送動作を予約状態として一定時
間毎に繰り返し自動発信することを特徴とする請求項１記載の携帯電話装置であり、通信
が不可能な場合には、使用者が関与することなく、通信が可能になるまで自動的に発信動
作を繰り返すことができるという作用を有する。
【００１４】
本発明の請求項８に記載の発明は、無線呼出返答メッセージを携帯電話送受信部を用いて
発信する際、話中・圏外を含む通信が不可能な状態の場合には、終話後または圏内に移動
後に自動発信することを特徴とする請求項１記載の携帯電話装置であり、通信が不可能な
場合には、使用者が関与することなく、通信が可能になった時点で自動的に発信動作を行
うことができるという作用を有する。
【００１５】
本発明の請求項９に記載の発明は、無線呼出返答メッセージを携帯電話送受信部を用いて
発信する際、圏外で通信が不可能な状態の場合には、圏内に移動して一定時間経過後に自
動発信することを特徴とする請求項１記載の携帯電話装置であり、通信が不可能な場合に
は、使用者が関与することなく、通信が可能になった時点で自動的に発信動作を行うこと
ができるという作用を有する。
【００１６】
本発明の請求項１０に記載の発明は、無線呼出返答メッセージを携帯電話送受信部を用い
て発信する際、圏外で通信が不可能な状態の場合には、圏内に移動して電界強度が予め定
めた値以上になった後に自動発信することを特徴とする請求項１記載の携帯電話装置であ
り、通信が不可能な場合には、使用者が関与することなく、通信が可能になった時点で自
動的に発信動作を行うことができるという作用を有する。
【００１７】
　本発明の請求項１１に記載の発明は、呼出元を示す情報を含む呼出信号を受信する手段
と、呼出元を示す情報に対応させて返送相手先の選択呼出番号または電話番号を記憶する
手段と、呼出元に返送するために予め設定した複数の返答メッセージを記憶する手段と、
受信した呼出メッセージおよび返信する返答メッセージを表示する表示部と、

表示された複数の返答メッセージの中から使用者により選択され
た返答メッセージを相手先の無線呼出装置または携帯電話装置を含む情報通信端末に発信
する手段とを備えた携帯電話装置であり、返答メッセージを直ちに自動送信できるので、
会議中等においても中座することなく直ちに返答メッセージを送ることができ、また呼出
元で電話番号等を入力する必要がなく、さらに呼出元で呼出メッセージが相手に届いたこ
とを確認することができるという作用を有する。
【００１８】
本発明の請求項１２に記載の発明は、返答メッセージが相手先の情報通信端末に送信され
る場合、予め相手先の情報通信端末の機種を登録する手段を備え、登録した機種に対応す
る形式の返答メッセージを作成して送信する請求項１１記載の携帯電話装置であり、相手
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出部が受信した呼出元を示す情報と、選択呼出番号およびまたは電話番号を記憶する手段
に予め登録しておいた呼出元を示す情報とが合致している場合には前記表示部に複数の返
答メッセージを表示し、



情報通信端末に返答メッセージを送信する際、その情報通信端末の形式に適した返答メッ
セージを自動的に作成できるという作用を有する。
【００１９】
本発明の請求項１３に記載の発明は、予め送信相手先の名前を登録する手段を有し、受信
した呼出メッセージを表示する際に、送信相手先の名前を付与して表示することを特徴と
する請求項１１記載の携帯電話装置であり、呼出メッセージを受け取った際に誰からの呼
出メッセージであるかを一目で理解できるという作用を有する。
【００２０】
本発明の請求項１４に記載の発明は、予め送信相手先の選択呼出番号または電話番号を登
録する手段を有し、受信した呼出メッセージを表示する際に、送信相手先の名前を付与し
て表示することを特徴する請求項１１記載の携帯電話装置であり、呼出メッセージを受け
取った際に、誰に連絡すればよいかを一目で理解できるという作用を有する。
【００２１】
本発明の請求項１５に記載の発明は、返答メッセージに、呼出メッセージが届いた時刻を
付与して送信することを特徴する請求項１１記載の携帯電話装置であり、呼出元ではいつ
呼出メッセージが相手側に届いたかを知ることができるという作用を有する。
【００２２】
本発明の請求項１６に記載の発明は、返答メッセージに、呼出メッセージ受取人の名前を
付与して送信することを特徴する請求項１１記載の携帯電話装置であり、呼出元では誰か
らの返答メッセージであるかを知ることができるという作用を有する。
【００２３】
本発明の請求項１７に記載の発明は、返答メッセージを携帯電話送受信部を用いて発信す
る際、話中・圏外を含む、通信が不可能な状態の場合には、返送動作を予約状態として一
定時間毎に繰り返し自動発信することを特徴とする請求項１１記載の携帯電話装置であり
、通信が不可能な場合には、使用者が関与することなく、通信が可能になるまで自動的に
発信動作を繰り返すことができるという作用を有する。
【００２４】
本発明の請求項１８に記載の発明は、無線呼出返答メッセージを携帯電話送受信部を用い
て発信する際、話中・圏外を含む、通信が不可能な状態の場合には、終話後または圏内に
移動後に自動発信することを特徴とする請求項１１記載の携帯電話装置であり、通信が不
可能な場合には、使用者が関与することなく、通信が可能になった時点で自動的に発信動
作を行うことができるという作用を有する。
【００２５】
本発明の請求項１９に記載の発明は、無線呼出返答メッセージを携帯電話送受信部を用い
て発信する際、話中・圏外を含む、通信が不可能な状態の場合には、圏内に移動して一定
時間経過後に自動発信することを特徴とする請求項１１記載の携帯電話装置であり、通信
が不可能な場合には、使用者が関与することなく、通信が可能になった時点で自動的に発
信動作を行うことができるという作用を有する。
【００２６】
本発明の請求項２０に記載の発明は、無線呼出返答メッセージを携帯電話送受信部を用い
て発信する際、話中・圏外を含む、通信が不可能な状態の場合には、圏内に移動して電界
強度が予め定めた値以上になった後に自動発信することを特徴とする請求項１１記載の携
帯電話装置であり、通信が不可能な場合には、使用者が関与することなく、通信が可能に
なった時点で自動的に発信動作を行うことができるという作用を有する。
【００２７】
以下、本発明の実施の形態について図１から図１２を用いて説明する。なお、以下の実施
の形態の説明においては、携帯電話装置として、文字メッセージ送受信機能等を含む無線
呼出付き携帯電話を取り上げて説明する。
（実施の形態１）
図１は本発明の実施の形態１における無線呼出付き携帯電話装置（以下、単に携帯電話装
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置という）の構成を示すものである。図１において、１０１は無線呼出用アンテナ、１０
２はＦＭ受信器、１０３はＦＭ信号を復調する復調器、１０４は自己の装置の選択呼出番
号を記憶する選択呼出番号記憶回路、１０５は受信した選択呼出番号が自己の選択呼出番
号と合致するかを判断するデコーダ部であり、これらにより無線呼出部１０６が構成され
ている。また、２０１は携帯電話用アンテナ、２０２は携帯電話用アンテナ２０１で受信
された信号の不要帯域を遮断する受信フィルター、２０３は高周波信号をベースバンド信
号に復調する復調器、２０４は復調器２０３で復調したベースバンド信号のうち制御信号
をデジタル信号に復調し、またデジタル制御信号をベースバンド信号へ変調する変復調器
、２０５は送信フィルター、２０６はベースバンド信号を高周波信号へ変調する変調器、
２０７は通話のための音声信号を処理する音声処理部、２０８は携帯者が音声を聞くため
のレシーバ、２０９は携帯者が送話するためのマイクであり、これらにより携帯電話送受
信部２１０が構成されている。さらに、３０１は機器全体の動作を管理するＣＰＵ、３０
２は予め呼出元の情報を記憶しておくための記憶回路、３０３は相手への返答メッセージ
内容を記憶しておくための記憶回路、３０４は受信した選択呼出メッセージを格納するた
めの記憶回路、３０５は表示部、３０６は操作部、３０７は呼出を携帯者へ知らせるため
のブザー鳴動回路、３０８は時計回路である。
【００２８】
以上のように構成された携帯電話装置について、以下その動作を説明する。ここでは、呼
出元の電話機から本発明の携帯電話装置（以下、本装置と略す。）の無線呼出部１０６で
無線呼出信号を受信し、呼出元が携帯している無線呼出装置へメッセージを返信する際の
動作について説明する。但し、ここでは、無線呼出部１０６を有する携帯電話装置とした
が、無線呼出装置（ポケットベル）に限らず、文字メッセージ送受信機能を持つ携帯電話
装置を含む他の情報通信端末でも同様の動作を行なうことができることはいうまでもない
。
【００２９】
まず、図２に示すように、相手電話機から無線呼出センターへの通信回線▲１▼および無
線呼出センターから本装置までの無線通信回線▲２▼を通じて、自己宛の選択呼出信号Ａ
と、「至急ＴＥＬせよ」などの呼出メッセージＢと、呼出元のＩＤ情報である呼出元情報
Ｃからなる呼出信号が送信されてくる。この信号は、本装置の無線呼出用アンテナ１０１
を通じてＦＭ受信器１０２で受信され、復調器１０３で復調される。デコーダ部１０５は
、復調された呼出信号の中の自己宛の選択呼出信号Ａが、選択呼出番号記憶回路１０４で
記憶している自己の選択呼出番号と合致しているかを判断し、合致している場合は鳴動起
動信号をＣＰＵ３０１へ送信し、ＣＰＵ３０１はブザー鳴動回路３０７を駆動して携帯者
に呼出を知らせる。
【００３０】
次にデコーダ部１０５は、復調された呼出信号の中の呼出メッセージＢをＣＰＵ３０１を
経由して受信メッセージ記憶回路３０４に記憶し、ＣＰＵ３０１はその内容を表示部３０
５に表示する。同時に、ＣＰＵ３０１は、時計回路３０８の時間データを受信メッセージ
を受信した時間として受信メッセージ記憶回路３０４にタイムスタンプとして記憶すると
ともに、表示部３０５にその時刻を表示する。さらにデコーダ部１０５は、復調された呼
出信号の中の呼出元情報ＣをＣＰＵ３０１へ伝え、ＣＰＵ３０１は、ブザー鳴動回路３０
７が動作している状態で携帯者が操作部３０６の所定のキーを押したことを検知すると、
呼出元情報記憶回路３０２に予め登録してあるＩＤ情報と合致しているかを判断し、合致
している場合は、返答メッセージ記憶回路３０３に記憶してある複数の返答メッセージを
呼び出して表示部３０５に順番に表示する。携帯者がその中から最適なものを選択して操
作部３０６のキーを押すと、その返答メッセージのデジタル信号がＣＰＵ３０１からベー
スバンド変復調器２０４を通って変調器２０６で高周波信号に変調され、送信フィルター
２０５を通って携帯電話用アンテナ２０１から空中へ送信される。
【００３１】
この時の信号は、呼出元情報記憶回路３０２にＩＤ情報に対応させて記憶してある相手選
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択呼出信号Ｄと、送信時間を短縮するための無線呼出センターからの操作を促すガイダン
スを停止するためのガイダンス停止コードＥと、フリーワード等の文字メッセージの開始
を示すメッセージシフトインコードＦと、返答メッセージＧと、メッセージが終了したこ
とを示す終了コードＨからなる。この信号は、本装置から携帯電話基地局を経由して無線
通信回線▲３▼と通信回線▲４▼を通って無線呼出センターへ伝えられる。無線呼出セン
ターからは、無線通信回線▲５▼を通って相手の無線呼出装置へ伝えられる。この無線通
信回線▲５▼を通る信号は、相手選択呼出信号Ｄと返答メッセージＧのみからなる。この
信号を受信した相手無線呼出装置は、返答メッセージの内容を読むことにより、相手から
のメッセージを直ちに知ることができる。
【００３２】
上記実施の形態では、相手電話機から無線呼出センターを経由して本装置の無線呼出部１
０６への着信と、本装置の携帯電話送受信部２１０から携帯電話基地局、無線呼出センタ
ーを経由して相手無線呼出装置への発信を例に説明したが、相手無線呼出装置から無線呼
出センターを経由しての本装置への着信、本装置から携帯電話基地局を経由しての相手電
話機または他の情報通信端末への発信も同様にして可能である。また、相手文字メッセー
ジ送受信機能を持つ携帯電話装置から本装置への着信、本装置から相手文字メッセージ送
受信機能を持つ携帯電話装置への発信も同様に可能である。
【００３３】
このように、本実施の形態１によれば、本装置の無線呼出部１０６が、相手からの呼出元
情報を含む呼出メッセージを受信すると、その呼出メッセージを表示部３０５に表示する
とともに、操作部３０６の所定のキーを押すことにより複数の返答メッセージが表示部３
０５に表示されるので、携帯者がその中から最適なものを選んでキーを押すことにより、
必要な返答メッセージを直ちに相手無線呼出装置または電話機を含む情報通信端末へ返信
することができる。このため、本装置の携帯者が会議中等であっても、中座することなく
直ちに返答メッセージを送信することができ、また呼出元では、返送先の電話番号等を入
力する手間もなく、相手に呼出メッセージが届いたことも直ちに知ることができる。
【００３４】
（実施の形態２）
次に本発明の実施の形態２について説明する。本実施の形態２における携帯電話装置の全
体構成は図１と同じであり、呼出元情報記憶回路３０２の記憶内容を具体化したものであ
る。図３は本実施の形態２における呼出元情報記憶回路３０２に記憶するデータの一例を
示している。図３において、ＩＤ情報としての電話帳番号０１には、ヤマダタロウさんの
名前とその呼出無線装置の選択呼出番号と機種コードＸ１が登録され、同様に電話帳番号
０２には、スズキタカシさんの名前とその呼出無線装置の選択呼出番号と機種コードＸ２
が登録されている。無線呼出装置の機種コードの登録は、無線呼出装置の機種によりメッ
セージの形式が異なるため、機種コードに適したメッセージを作成できるようにするため
である。
【００３５】
以上のように構成された携帯電話装置の動作について図１から図４を参照して説明する。
呼出元からの選択呼出信号Ａと呼出メッセージＢと呼出元情報Ｃを含む呼出信号を無線呼
出部１０６で受信し、表示部３０５に返答メッセージを表示するまでの動作は実施の形態
１と同様である。呼出元がヤマダタロウさんの場合、呼出元情報Ｃには電話帳番号０１（
予め相手側に通知しておく）が挿入され、この電話帳番号０１から図３の名前ヤマダタロ
ウと選択呼出番号０３－６１０－００７８と機種コードＸ１が特定される。ＣＰＵ３０１
は、返答メッセージが選択されると、図４に示すように、相手選択呼出信号Ｄとして相手
側の選択呼出番号を挿入し、ガイダンス停止コードＥ、シフトインコードＦ、返答メッセ
ージＧ、メッセージ終了コードＨを機種コードＸ１の形式で作成して、携帯電話送受信部
２１０を介してヤマダタロウさんへ送信する。電話番号帳０２のスズキタカシさんからの
呼出元情報Ｃを含む呼出メッセージを受信した時も同様に、機種コードＸ２の形式に適し
た返答メッセージ信号を作成して返信する。
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【００３６】
このように、上記実施の形態２によれば、本装置の呼出元情報記憶回路３０２に電話帳機
能を持たせて、送信相手側の無線呼出装置の機種コードを登録することにより、相手の機
種コードに適した返答メッセージを自動的に作成して送信することができる。
【００３７】
（実施の形態３）
次に本発明の実施の形態３について説明する。本実施の形態３における携帯電話装置の全
体構成は図１と同じであり、実施の形態２と同様に呼出元情報記憶回路３０２に電話帳機
能を持たせたものである。図３で説明したように、呼出元情報記憶回路３０２の電話帳番
号０１には、ヤマダタロウさんの呼出無線装置の選択呼出番号と機種コードＸ１が登録さ
れ、同様に電話帳番号０２にはスズキタカシさんの呼出無線装置の選択呼出番号と機種コ
ードＸ２が登録されている。
【００３８】
本実施の形態において、呼出元からの選択呼出信号Ａと呼出メッセージＢと呼出元情報Ｃ
を含む呼出信号を無線呼出部１０６で受信するまでの動作は実施の形態２と同様である。
呼出元がヤマダタロウさんの場合、呼出元情報Ｃには、予め相手側に通知された電話帳番
号０１が挿入され、この電話帳番号０１から図３の名前ヤマダタロウとその選択呼出番号
が特定される。ＣＰＵ３０１は、受信メッセージをデコーダ部１０５から受けると、図５
に示すように、呼出元の名前ヤマダタロウと、受信メッセージの内容である「カイギチュ
ウ？」と、受信時刻を含むカレンダー情報を表示部３０５に表示する。
【００３９】
このように、上記実施の形態３によれば、本装置の呼出元情報記憶回路３０２に電話帳機
能を持たせて、呼出元の名前を登録して受信メッセージにその名前を付与して表示するこ
とにより、誰からの呼出メッセージであるかを一目で確認することができる。
【００４０】
（実施の形態４）
次に本発明の実施の形態４について説明する。本実施の形態４における携帯電話装置の全
体構成は図１と同じであり、実施の形態２と同様に呼出元情報記憶回路３０２に電話帳機
能を持たせたものである。図３で説明したように、呼出元情報記憶回路３０２の電話帳番
号０１には、ヤマダタロウさんの呼出無線装置の選択呼出番号と機種コードＸ１が登録さ
れ、同様に電話帳番号０２にはスズキタカシさんの呼出無線装置の選択呼出番号と機種コ
ードＸ２が登録されている。
【００４１】
本実施の形態において、呼出元からの選択呼出信号Ａと呼出メッセージＢと呼出元情報Ｃ
を含む呼出信号を無線呼出部１０６で受信するまでの動作は実施の形態２と同様である。
呼出元がヤマダタロウさんの場合、呼出元情報Ｃには、予め相手側に通知された電話帳番
号０１が挿入され、この電話帳番号０１から図３の名前ヤマダタロウとその選択呼出番号
が特定される。ＣＰＵ３０１は、受信メッセージをデコーダ部１０５から受けると、図６
に示すように、呼出元の名前ヤマダタロウおよびその選択呼出番号と、受信メッセージの
内容である「カイギチュウ？」と、受信時刻を含むカレンダー情報を表示部３０５に表示
する。
【００４２】
このように、上記実施の形態４によれば、本装置の呼出元情報記憶回路３０２に電話帳機
能を持たせて、呼出元の名前とその連絡先である選択呼出番号を登録して、これらを受信
メッセージに付与して表示することにより、誰からのメッセージで、どこに連絡すればよ
いかを一目で確認することができる。
【００４３】
（実施の形態５）
次に本発明の実施の形態５について説明する。本実施の形態５における携帯電話装置の全
体構成は図１と同じであり、相手側無線呼出装置へ返答メッセージを返信する際の返信内
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容が実施の形態１と異なるのみである。すなわち、無線呼出部１０６で受信した呼出信号
の中の呼出元情報Ｃが、予め呼出元情報記憶回路３０２に登録されているＩＤ情報と合致
している場合に、操作部３０６のキーを押下して表示部３０５に表示された返答メッセー
ジの中から最適なものを選択するまでの動作は実施の形態１と同じである。本実施の形態
では、返答メッセージを選択して送信制御を促すキーを押下すると、受信メッセージ記憶
回路３０４に記憶されている受信メッセージ受信時刻を呼び出して、時刻情報ＩとしてＣ
ＰＵ３０１を介して返答メッセージ記憶回路３０３に記憶する。そして、図２の本装置か
ら携帯電話基地局への無線通信回線▲３▼および携帯電話基地局から無線呼出センターへ
の通信回線▲４▼を通って、図７に示すように、相手選択呼出信号Ｄと、ガイダンス停止
コードＥと、シフトインコードＦと、返答メッセージＧと、時刻データＩと、終了コード
Ｈからなる信号が送信される。この信号は、相手選択呼出信号Ｄと返答メッセージＧと時
刻データＩからなる信号として、無線呼出センターから無線通信回線▲５▼を通って相手
無線呼出装置へ送信される。これにより、相手無線呼出装置では、返答メッセージととも
に、自分から発信した呼出メッセージがいつ相手側に届いたかを知ることができる。
【００４４】
このように、上記実施の形態５によれば、返答メッセージに呼出メッセージが届いた時刻
を付与して相手側無線呼出装置へ送信するので、返信相手に呼出メッセージがいつ届いた
かを知らせることができる。
【００４５】
（実施の形態６）
次に本発明の実施の形態６について説明する。本実施の形態６における携帯電話装置の全
体構成は図１と同じであり、実施の形態５と同様に相手側無線呼出装置へ返信する返答メ
ッセージの内容を変えたことが実施の形態１と異なる。すなわち、図８（ａ）に示すよう
に、呼出元情報記憶回路３０２の電話帳番号００に使用者（送信者）である自分の名前を
登録し、電話帳番号０１以降には送信相手先の名前とその呼出無線装置の選択呼出番号と
機種コードＸ１を登録しておく。ＣＰＵ３０１は、返答メッセージが選択されると、図８
（ｂ）に示すように、相手選択呼出信号Ｄと、ガイダンス停止コードＥと、シフトインコ
ードＦと、返答メッセージＧと、使用者の名前情報Ｊと、終了コードＨを作成して、本装
置から無線通信回線▲３▼を通して携帯電話基地局へ送信する。この信号は、携帯電話基
地局から無線呼出センターへ通信回線▲４▼を通って送信され、さらに無線呼出センター
から無線通信回線▲５▼を通って相手無線呼出装置へ、相手選択呼出信号Ｄと返答メッセ
ージＧと使用者の名前データＪからなる信号として送信される。これにより、相手無線呼
出装置では、返答メッセージとともに、誰からの返答メッセージであるかを知ることがで
きる。
【００４６】
このように、上記実施の形態６によれば、相手側無線呼出装置への返答メッセージの中に
、使用者（送信者）の名前情報を挿入することにより、返信相手に誰からの返答メッセー
ジであるかを知らせることができる。
【００４７】
（実施の形態７）
次に本発明の実施の形態７について説明する。本実施の形態７における携帯電話装置の全
体構成は図１と同じであり、返答メッセージを携帯電話送受信部を用いて発信する際、話
中・圏外を含む通信が不可能な状態の場合には、返送動作を予約状態として一定時間毎に
繰り返し自動発信を行うようにしたものである。
【００４８】
以下、本実施の形態７の動作を図９のフロー図を参照して説明する。まず、実施の形態１
と同様にして無線呼出部１０６が呼出メッセージを受信し、呼出元情報が合致している場
合に返答メッセージを選択して送信キーを押下すると、携帯電話送受信部２１０が返送動
作を開始する（Ｓ１）。次にＣＰＵ３０１は、本装置の携帯電話が通信圏内にあるかどう
かの判定を行い（Ｓ２）、圏内であれば相手側無線呼出装置へ発信動作を開始し（Ｓ３）
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、次いで無線呼出センターがメッセージ受信可能状態であるかどうかを判定し（Ｓ４）、
受信可能状態であれば返答メッセージを送信し（Ｓ５）、返答メッセージの送信が終了す
ると携帯電話の回線を切断する（Ｓ６）。また、ステップＳ２で本装置の携帯電話が圏外
である場合は、返送動作予約状態となり（Ｓ８）、時計回路３０８がスタートとして（Ｓ
９）、一定時間後に返送動作を再開する（Ｓ１０、Ｓ１）。また、ステップＳ４で無線呼
出センターが話中の場合は、一旦携帯電話の回線を切断した後（Ｓ７）、上記ステップ８
、９、１０から１に戻って処理を繰り返す。
【００４９】
本実施の形態において、圏内とは電波の届いている状態、圏外とは電波の届いていない状
態をいい、通信が不可能な状態とは圏外または携帯電話装置が他の目的（通話等）で使用
中、または無線呼出センターが話中等であってメッセージ送信ができない状態をいう。な
お、話中や圏外であっても、返送動作を開始途中で電池がなくなり、返送動作ができなか
った場合においても、返送できなかった情報を不揮発性メモリー等に記憶させておけば、
通信可能となってから返送動作を行うことができる。
【００５０】
以上のように、本実施の形態７によれば、返答メッセージを携帯電話送受信部を用いて発
信する際、話中・圏外を含む通信が不可能な状態の場合には、返送動作を予約状態として
一定時間毎に繰り返し自動発信を行うようにしたので、通信が不可能な状態の場合に、使
用者が何度も発信し直す手間を省くことができる。
【００５１】
（実施の形態８）
次に本発明の実施の形態８について説明する。本実施の形態８における携帯電話装置の全
体構成は図１と同じであり、返答メッセージを携帯電話送受信部を用いて発信する際、話
中・圏外を含む通信が不可能な状態の場合には、終話後または圏内に移動後に自動発信を
行うようにしたものである。
【００５２】
以下、本実施の形態８の動作を図１０のフロー図を参照して説明する。上記実施の形態７
と同様に、呼出メッセージを受信し、返答メッセージを選択して、送信キーを押下して返
送動作を開始すると（Ｓ１１）、ＣＰＵ３０１は、本装置の携帯電話送受信部２１０が通
話中であるかどうかを判定し（Ｓ１２）、通話中でなければ、本装置が通信圏内にあるか
どうかを判定し（Ｓ１３）、圏内であれば相手側無線呼出装置へ発信動作を開始する（Ｓ
１４）。次いで無線呼出センターがメッセージ受信可能状態であるかどうかを判定し（Ｓ
１５）、受信可能状態であれば返答メッセージを送信し（Ｓ１６）、返答メッセージの送
信が終了すると携帯電話の回線を切断する（Ｓ１７）。ステップＳ１２で本装置が通話中
である場合は、通話が終了するまでこの処理を繰り返し、また本装置が圏外である場合は
、圏内に移動するまでこの処理を繰り返す。また、ステップＳ１５で無線呼出センターが
話中の場合は、一旦携帯電話回線を切断した後（Ｓ１８）、再度ステップ１２からの処理
を繰り返す。
【００５３】
以上のように、本実施の形態８によれば、返答メッセージを携帯電話送受信部を用いて発
信する際、話中・圏外を含む通信が不可能な状態の場合には、終話後または圏内に移動後
に自動発信を行うようにしたので、通信が不可能な状態の場合に、使用者が何度も発信し
直す手間を省くことができる。
【００５４】
（実施の形態９）
次に本発明の実施の形態９について説明する。本実施の形態９における携帯電話装置の全
体構成は図１と同じであり、返答メッセージを携帯電話送受信部を用いて発信する際、圏
外で通信が不可能な状態の場合には、圏内に移動して一定時間後に自動発信を行うように
したものである。
【００５５】

10

20

30

40

50

(11) JP 3715087 B2 2005.11.9



以下、本実施の形態９の動作を図１１のフロー図を参照して説明する。上記実施の形態７
と同様に、呼出メッセージを受信し、返答メッセージを選択して、送信キーを押下して返
送動作を開始すると（Ｓ２１）、ＣＰＵ３０１は、本装置の携帯電話が通信圏内にあるか
どうかの判定を行い（Ｓ２２）、圏内であれば時計回路３０８をスタートさせ（Ｓ２３）
、一定時間後に発信動作を開始する（Ｓ２４、Ｓ２５）。次いで無線呼出センターがメッ
セージ受信可能状態であるかどうかを判定し（Ｓ２６）、受信可能状態であれば返答メッ
セージを送信し（Ｓ２７）、返答メッセージの送信が終了すると携帯電話の回線を切断す
る（Ｓ２８）。また、ステップＳ２２で本装置の携帯電話が圏外である場合は、圏内に移
動するまでこの処理を繰り返す。また、ステップＳ２６で無線呼出センターが話中の場合
は、一旦携帯電話回線を切断した後（Ｓ２９）、再度ステップ２２からの処理を繰り返す
。
【００５６】
以上のように、本実施の形態９によれば、返答メッセージを携帯電話送受信部を用いて発
信する際、圏外で通信が不可能な状態の場合には、圏内に移動して一定時間後に自動発信
を行うようにしたので、圏内に移動後は確実に自動発信することができ、また使用者が発
信し直す手間を省くことができる。
【００５７】
（実施の形態１０）
次に本発明の実施の形態１０について説明する。本実施の形態１０における携帯電話装置
の全体構成は図１と同じであり、返答メッセージを携帯電話送受信部を用いて発信する際
、圏外で通信が不可能な状態の場合には、圏内に移動して電界強度が予め設定した値以上
になった後に自動発信を行うようにしたものである。
【００５８】
以下、本実施の形態１０の動作を図１２のフロー図を参照して説明する。上記実施の形態
７と同様に、呼出メッセージを受信し、返答メッセージを選択して、送信キーを押下して
返送動作を開始すると（Ｓ３１）、ＣＰＵ３０１は、本装置の携帯電話が通信圏内にある
かどうかの判定を行い（Ｓ３２）、圏内であれば本装置の受信電界強度が予め設定された
値Ｋ以上であるかどうかを判定し（Ｓ３３）、値Ｋ以上であれば発信動作を開始する（Ｓ
３４）。次いで無線呼出センターがメッセージ受信可能状態であるかどうかを判定し（Ｓ
３５）、受信可能状態であれば返答メッセージを送信し（Ｓ３６）、返答メッセージの送
信が終了すると携帯電話の回線を切断する（Ｓ３７）。ステップＳ３２で本装置の携帯電
話が圏外である場合は、圏内に移動するまでこの処理を繰り返す。また、ステップ３３で
受信電界強度が値Ｋに満たない場合は、値Ｋになるまでこの処理を繰り返す。さらにステ
ップＳ３５で無線呼出センターが話中の場合は、一旦携帯電話回線を切断した後（Ｓ３８
）、再度ステップ３２からの処理を繰り返す。
【００５９】
以上のように、本実施の形態１０によれば、返答メッセージを携帯電話送受信部を用いて
発信する際、圏外で通信が不可能な状態の場合には、圏内に移動して受信電界強度が予め
設定した値以上になった後に自動発信を行うようにしたので、圏内に移動後は確実に自動
発信することができ、また使用者が発信し直す手間を省くことができる。
【００６０】
【発明の効果】
　本発明は、上記実施の形態から明らかなように、呼出元を示す情報を含む呼出信号を受
信する手段と、呼出元を示す情報に対応させて返送相手先の選択呼出番号およびまたは電
話番号を記憶する手段と、呼出元に返信するために予め設定した複数の返答メッセージを
記憶する手段と、受信した呼出メッセージおよび返信する返答メッセージを表示する表示
部と、

中から使用者により選択された返答メッセ
ージを相手先の無線呼出装置または携帯電話装置を含む情報通信端末に発信する手段とを
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前記無線呼出部が受信した呼出元を示す情報と、選択呼出番号およびまたは電話番
号を記憶する手段に予め登録しておいた呼出元を示す情報とが合致している場合には前記
表示部に複数の返答メッセージを表示し、その



備えているので、会議中等においても中座することなく直ちに返答メッセージを送ること
ができ、また呼出元で電話番号等を入力する必要がなく、さらに呼出元で呼出メッセージ
が相手に届いたことを確認することができるという効果を有する。
【００６１】
本発明はまた、返答メッセージが相手先の情報通信端末に送信される場合、予め相手先の
情報通信端末の機種を登録する手段を備え、登録した機種に対応する形式の返答メッセー
ジを作成して送信するので、相手無線呼出装置に返答メッセージを送信する際、その無線
呼出装置の形式に適した返答メッセージを自動的に作成できるという効果を有する。
【００６２】
本発明はまた、送信予め相手先の名前を登録する手段を有し、受信した呼出メッセージを
表示する際に、送信相手先の名前を付与して表示するので、呼出メッセージを受け取った
際に誰からの呼出メッセージであるかを一目で理解できるという効果を有する。
【００６３】
本発明はまた、予め送信相手先の選択呼出番号およびまたは電話番号を登録する手段を有
し、受信した呼出メッセージを表示する際に、送信相手先の名前または選択呼出番号また
は電話番号を付与して表示するので、呼出メッセージを受け取った際に、誰に、どこへ連
絡すればよいかを一目で理解できるという効果を有する。
【００６４】
本発明はまた、返答メッセージに、呼出メッセージが届いた時刻を付与して送信するので
、呼出元ではいつ呼出メッセージが相手側に届いたかを知ることができるという効果を有
する。
【００６５】
本発明はまた、返答メッセージに、呼出メッセージ受取人の名前を付与して送信するので
、呼出元では誰からの返答メッセージであるかを知ることができるという効果を有する。
【００６６】
本発明はまた、返答メッセージを携帯電話送受信部を用いて発信する際、話中・圏外を含
む、通信が不可能な状態の場合には、返送動作を予約状態として一定時間毎に繰り返し自
動発信するので、通信が不可能な場合には、使用者が関与することなく、通信が可能にな
るまで自動的に発信動作を繰り返すことができるという効果を有する。
【００６７】
本発明はまた、無線呼出返答メッセージを携帯電話送受信部を用いて発信する際、話中・
圏外を含む、通信が不可能な状態の場合には、終話後または圏内に移動後に自動発信する
ので、通信が不可能な場合には、使用者が関与することなく、通信が可能になった時点で
自動的に発信動作を行うことができるという効果を有する。
【００６８】
本発明はまた、無線呼出返答メッセージを携帯電話送受信部を用いて発信する際、話中・
圏外を含む、通信が不可能な状態の場合には、圏内に移動して一定時間経過後に自動発信
するので、通信が不可能な場合には、使用者が関与することなく、通信が可能になった時
点で自動的に発信動作を行うことができるという効果を有する。
【００６９】
本発明はまた、無線呼出返答メッセージを携帯電話送受信部を用いて発信する際、話中・
圏外を含む、通信が不可能な状態の場合には、圏内に移動して電界強度が予め定めた値以
上になった後に自動発信するので、通信が不可能な場合には、使用者が関与することなく
、通信が可能になった時点で自動的に発信動作を行うことができるという効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の各実施の形態における携帯電話装置の構成を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態１における携帯電話装置の動作を示すシーケンス図（ａ）と
、各通信区間におけるデータ構造図（ｂ）
【図３】本発明の実施の形態２における携帯電話装置の呼出元情報記憶回路におけるデー
タ構造図
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【図４】本発明の実施の形態２における携帯電話装置の返答メッセージのデータ構造図
【図５】本発明の実施の形態３における携帯電話装置の呼出メッセージ表示例を示す画面
図
【図６】本発明の実施の形態４における携帯電話装置の呼出メッセージ表示例を示す画面
図
【図７】本発明の実施の形態５における携帯電話装置の返答メッセージのデータ構造図
【図８】本発明の実施の形態６における携帯電話装置の呼出元情報記憶回路におけるデー
タ構造図（ａ）と、返答メッセージのデータ構造図（ｂ）
【図９】本発明の実施の形態７における携帯電話装置の動作を示すフロー図
【図１０】本発明の実施の形態８における携帯電話装置の動作を示すフロー図
【図１１】本発明の実施の形態９における携帯電話装置の動作を示すフロー図
【図１２】本発明の実施の形態１０における携帯電話装置の動作を示すフロー図
【図１３】従来の電話呼出機能付き無線呼出装置の構成を示すブロック図
【図１４】従来の電話呼出機能付き無線呼出装置の呼出信号のデータ構造図
【符号の説明】
１０１　無線呼出用アンテナ
１０２　ＦＭ受信器
１０３　復調器
１０４　選択呼出番号記憶回路
１０５　デコーダ部
１０６　無線呼出部
２０１　携帯電話用アンテナ
２０２　受信フィルター
２０３　復調器
２０４　変復調器
２０５　送信フィルター
２０６　変調器
２０７　音声処理部
２０８　レシーバ
２０９　マイク
２１０　携帯電話送受信部
３０１　ＣＰＵ
３０２　呼出元情報記憶回路
３０３　返答メッセージ記憶回路
３０４　受信メッセージ記憶回路
３０５　表示部
３０６　操作部
３０７　ブザー鳴動回路
３０８　時計回路
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 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 】 【 図 １ ４ 】
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