
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
公衆回線網を使用し、
送信者が子機間グループ符号と待ち受けモード変更要求情報を有するメッセージにより受
信者を呼び出し、
前記受信者が前記メッセージに応じて待ち受けモードを変更することにより、
前記受信者に着信準備させることを特徴とするデジタルコードレス電話機。
【請求項２】
請求項１のデジタルコードレス電話機において、
前記メッセージとして着アドレス若しくは発アドレスを用いる
ことを特徴とするデジタルコードレス電話機。
【請求項３】
公衆回線を使用し、
送信者が子機間グループ符号を有するメッセージにより受信者を呼び出し、
前記受信者が子機間グループ符号を保持することにより、
子機間直接通話登録を行うことを特徴とするデジタルコードレス電話機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
この発明は、デジタルコードレス電話機、特にＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐ
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ｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）の子機間で直接通信ができるトランシーバモードを備えたデジ
タルコードレス電話機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
ＰＨＳは社団法人日本電波産業会（Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｄ
ｕｓｔｒｉｅｓ　ａｎｄ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓｅｓ）の定める第二世代コードレス電話シス
テムの標準規格（ＡＲＩＢ　Ｓｔａｎｄａｒｄ）であるＲＣＲ　ＳＴＤ－２８に準拠して
通信するよう定められている。その２．１０節では「子機間直接通信」につき、「本シス
テムの移動局は、基地局を介しての通信が行えない場所等における補助的通信手段として
、基地局を介さない移動局相互の直接通話（子機間直接通話）を行うことができるものと
する。」とその機能を設けた趣旨が述べられている。
【０００３】
子機間直接通話は、電波法（電波法第４条但し書き）の許容する範囲で、予め親機に登録
しておいたＰＨＳ子機間でのトランシーバ（Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ）としての使い方を
認めるものである。しかし、ＰＨＳを所有する者がトランシーバとしての使い方をするこ
とは少なく、その原因として、予め子機を親機に登録しておくか、若しくは子機同士で登
録しておかなければならないとかの不便があることが考えられる。また、トランシーバで
の待ち受けは比較的消費電力が高く、トランシーバモードで使用しているときのみ当該待
ち受け状態にしておきたいという要求もある。
【０００４】
【特許文献１】
特開２００１－３３９７６８号公報
【特許文献２】
特開２００１－２８５９３４号公報
【特許文献３】
特開平１１－８８９６０号公報
【特許文献４】
特開平１１－８８９５２号公報
【特許文献５】
特開平１０－１５５１７７号公報
【特許文献６】
特開平１０－２００９５号公報
【０００５】
この問題を解決する従来例として、特許文献１があるが、不特定話者を相手にするが故に
通話を行いたくない相手方にも子機間グループ呼出符号や内線番号が明らかになってしま
という欠点がある他、待ち受け状態の消費電力の問題を解決していない。特許文献２では
、親機で事前登録した子機を前提とするので、子機登録に関する前記問題の基本的な解決
をしていない。この点に関しては、特許文献３～５についてもも同様である。
【０００６】
特許文献６では、その請求項１において「携帯電話機での通信において，送信側電話機か
ら制御信号を発信し，受信側電話機に送信側電話機と同じ周波数を設定する機能と，送信
側電話機からの試験電波に対する受信側電話機の応答を検知し，トランシーバ通信に切り
替え可能な自動通信切替機能を備えたことを特徴とする通信事業者のサービスを受ける自
動通信切替機能付携帯電話機」の発明を開示し、「予め子機を親機に登録しておく」等の
不便があるものの、公衆回線を使ってトランシーバ通信に切り替える方式である点で以下
に記載する本発明と同一である。しかし、その方式は「２つの異なるトーン信号」を使い
分けてトランシーバ通信に切り替える方式であって、通話中にトーン信号を用いる方式で
あるので、本来の通話を行うには一旦通話を遮断し、かつ、再度の通話の確立を必要とす
ると言う不便がある。この他ＰＨＳにおけるデータ通信でも同様の不便を伴う。
【０００７】
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【発明が解決しようとする課題】
このように、　ＰＨＳ子機間でトランシーバ通信を行おうとするとき、予め子機を登録し
ておかなければならない不便があり、また、待ち受け状態の消費電力の低減を図る要請が
あった。また、公衆回線を使ってトランシーバ通信に切り替える方式においても、　ＰＨ
Ｓのシーケンスに準じた簡易な方式が求められている。更に、不特定人に通信の秘密が漏
洩しない方式が社会的に要請されている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、この発明では特定話者間の通常の通信において、上記標準規
格（ＡＲＩＢ　Ｓｔａｎｄａｒｄ）に準拠した公衆通信方式の中で、子機間グループ呼出
符号や内線番号の設定を行う方式を採用する。子機間グループ呼出符号等の情報転送には
呼設定メッセージ内の着サブアドレス情報要素等を利用している。本発明ではＰＨＳのシ
ーケンスに準じ、かつ、「制御信号」（本発明ではＣＣ制御信号を使う。）のみの内容に
より待ち受けモードを切り替える方式を採用することから、本来の通話を行うために、一
旦通話を遮断し、かつ、再度の通話の確立を必要とすると言う前記従来発明のような不便
がない。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下この発明の実施例を詳細に説明する。この発明の実施例では特定話者間の通常の通信
において、上記標準規格に準拠した公衆通信方式の中で、子機間グループ呼出符号や内線
番号の設定を行う方式を採用する。即ち、本発明の実施例の方式は公衆電話網を利用して
相手側に必要な情報を送信し、相手側に着信準備をさせる方式である。
【００１０】
図１はこの発明による実施例の子機間直接通話を開始するまでのシーケンスを表した図で
ある。図１において、左側は送信者ＰＳ１（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｓｔａｔｉｏｎ１）であ
りこれを基地局ＣＳ１（Ｃｅｌｌ　Ｓｔａｔｉｏｎ１）がリンクし、右側は受信者ＰＳ２
（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｓｔａｔｉｏｎ２）でありこれを基地局ＣＳ２（Ｃｅｌｌ　Ｓｔａ
ｔｉｏｎ２）がリンクしている状況にある。送信者ＰＳ１が、受信者ＰＳ２とトランシー
バモードで会話する目的の元に、公衆回線網１０１を介して受信者ＰＳ２を呼び出す場合
、まずリンクしている基地局ＣＳ１に対し本発明に固有のＣＣ（Ｃａｌｌ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）呼設定Ｓ１０３を行う。このＣＣ呼設定Ｓ１０３は、後記する本発明に固有の着サブ
アドレス等であって、待ち受けモード変更要求等の情報を含むものである。
【００１１】
送信者ＰＳ１の発呼は、基地局ＣＳ２の受信者ＰＳ２に対する着呼Ｓ１０４として当該受
信者ＰＳ２を呼び出す。受信者ＰＳ２がこの着呼Ｓ１０４に応答すると、その情報はＲＴ
着呼応答Ｓ１０５として基地局ＣＳ２に返される。ここでＲＴとは無線管理（Ｒａｄｉｏ
　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）のことで、
第二世代コードレス電話システムの無線区間インターフェースにおけるネットワークコネ
クションの設定、維持、切替、切断復旧、並びにＰＳの位置登録、認証についてのプロセ
スを言う。受信者ＰＳ２の応答を知った基地局ＣＳ２は、送信者ＰＳ１のＣＣ呼設定Ｓ１
０３に応じたＣＣ呼設定Ｓ１０６を受信者ＰＳ２に送信する。
【００１２】
ＣＣ呼設定Ｓ１０６を受け取った受信者ＰＳ２は、通常、送信者ＰＳ１の送った待ち受け
モード変更等の情報を自己のＰＨＳの内部メモリに保存する。この情報には、発信電話番
号、待ち受けモード変更要求識別子、指定待ち受けモード、子機間グループ呼出符号、及
びＰＳ呼出番号等がある。必要に応じて通話の相手方の情報がＰＨＳの表示装置に表示さ
れることになる。
なお、トランシーバモードで使われる内線番号は従来例では転送メッセージに含まれる暗
証番号を利用しているが、本実施例ではＰＳ呼出番号（以下、内線番号という。）として
直接指定することにした。
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【００１３】
この送信者の待ち受けモード変更要求等に応じるか否かは、原則として、前記表示等に基
づき受信者が決定することになる（図１のＳ１０７）。図２は、受信者が待ち受けモード
変更を決定するまでのフローを表した図である。図２において、図１のＣＣ呼設定（Ｓ１
０６）の着信があった場合（Ｓ２０１）、この実施例では、自動的に待ち受けモード変更
を行うか決定できるシステムにしてある（Ｓ２０２）。自動的に待ち受けモード変更を行
う場合には（Ｓ２０２でＹ）、次に電話帳との比較を行うか選択できる（Ｓ２０３）。こ
こで電話帳とは、当該ＰＨＳの内部メモリ等にあるデータという程の意味であって、電話
帳はその一例である。
【００１４】
比較の対象は、電話帳リストにある知人等の姓名や電話番号、その他電子メールのアドレ
ス等当該送信者を同定できる情報である。電話帳に該当者がない場合には（Ｓ２０４でＮ
）、既に自動的に待ち受けモード変更を選択しているので、ＣＣ呼設定受付をしないでＣ
Ｃ切断することにした（Ｓ２０５）。これはトランシーバで言えば、相手方の呼びかけに
対して自動的に回線を切断したことを意味する。着信メロディ等を鳴らす前にこの切断を
行えば、嫌がらせ等の防止を図ることができる。
電話帳との比較を行わない場合（Ｓ２０３でＮ）、及び電話帳に該当者があった場合には
（Ｓ２０４でＹ）、待ち受けモードの変更が自動的に行われる（Ｓ２０６）、その後送信
者に対しＣＣ呼設定を受け付けたことを知らせるためにＣＣ呼設定受付の発信が行われる
（Ｓ２０７）。
【００１５】
この実施例では、待ち受けモードの変更を自動的に行わないときのみ（Ｓ２０２でＮ）送
信者の発信者番号等の情報をＰＨＳの表示装置に表示するとにしたが（Ｓ２０９）、独立
して表示できる仕様にしてもよい。自動的にモード変更する設定を選択し、かつ、電話帳
に該当者があった場合には、その情報も前記表示装置に表示されることになる（Ｓ２１０
）。
自動的に待ち受けモード変更を行わない場合には（Ｓ２０２でＮ）、その後受信者による
判断が行われる（Ｓ２１２）。この判断はＰＨＳの表示装置に表示された前記情報を参照
して行われることになるだろう。その結果、待ち受けモード変更を行う場合には（Ｓ２１
３でＹ）、実際に待ち受けモードの変更が行われ（Ｓ２０６）、その後ＣＣ呼設定受付の
発信が行われる（Ｓ２０７）。また、待ち受けモード変更を行わない場合には（Ｓ２１３
でＮ）、　ＣＣ呼設定受付をしないでＣＣ切断する（Ｓ２０５）。
【００１６】
ここで再び図１に戻って、待ち受けモードの変更等が行われた場合（Ｓ１０７）の子機間
直接通話のシーケンスを開示する。図１において、受信者は、送信者に対し待ち受けモー
ドの変更等が行われたことを通知するためのＣＣ呼設定受付（Ｓ１０８）を送信する。そ
の後、受信者側では送信者の希望した待ち受けモードに変更等するため、基地局ＣＳ２と
の通信を終了する。当該終了は、受信者ＰＳ２からのＣＣ切断（Ｓ１０９）に対し、基地
局ＣＳ２からのＣＣ解放（Ｓ１１０）の通知、当該通知に対する受信者ＰＳ２からのＣＣ
解放完了（Ｓ１１１）の通知によって行われる。
受信者ＰＳ２からのＣＣ呼設定受付（Ｓ１０８）は、基地局ＣＳ１を介して送信者ＰＳ１
に送られ（Ｓ１１２）、この通知を受けた送信者ＰＳ１は自己を、通常、受信者に要求し
たと同じ待ち受けモードに変更等し、その後基地局ＣＳ１との通信を終了する。当該終了
は、送信者ＰＳ１からのＣＣ切断（Ｓ１１３）に対し、基地局ＣＳ１からのＣＣ解放（Ｓ
１１４）の通知、当該通知に対する送信者ＰＳ１からのＣＣ解放完了（Ｓ１１５）の通知
によって行われる。
【００１７】
前記標準規格によれば、子機間グループ呼出符号は転送メッセージとして相手方に通知さ
れる。しかし、本発明の実施例によれば、上記の如く子機間グループ呼出符号等のトラン
シーバモードへの移行に必要な情報はＣＣ呼設定（Ｓ１０３）の後記する着サブアドレス
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情報要素等を利用して行う方式を採用した。従って、子機間グループ呼出符号等の転送の
ための転送メッセージは、この実施例では使っていない。
【００１８】
以上のシーケンスにより、公衆回線網（１０１）上で送信者ＰＳ１及び受信者ＰＳ２双方
の子機がトランシーバモードへ移行することができたので、その後は子機間直接通話用メ
ッセージをを用いて子機間直接通話（１０２）が行われる。トランシーバモードでの発呼
は、送信者ＰＳ１と受信者ＰＳ２の何れの側から行われてもよいが、この実施例では送信
者ＰＳ１側から発呼する方式を開示している。送信者ＰＳ１が受信者ＰＳ２を呼び出す場
合、前記ＣＣ呼設定受付（Ｓ１１２）に基づき、子機間グループ呼出符号及び受信者ＰＳ
２の内線番号を指定して、前記子機間直接通話用メッセージとして呼出メッセージを基地
局を介さず直接送信することにより行う（Ｓ１１６）。受信者ＰＳ２は呼出メッセージに
含まれる子機間グループ呼出符号、及び内線番号を自己の内部メモリのデータと比較し、
一致する場合には前記子機間直接通話用メッセージとして同期メッセージを送信する（Ｓ
１１７）。同様に、送信者ＰＳ１は前記子機間直接通話用メッセージとして同期メッセー
ジを送信し（Ｓ１１８）、双方の通信が確立する。
【００１９】
この段階に至って、呼び出しを受けた受信者ＰＳ２が会話をすべくＰＨＳをオフフックす
ると（Ｓ１１９）、受信者ＰＳ２が送信を開始することを送信者ＰＳ１に通知するために
、前記子機間直接通話用メッセージとして応答メッセージが送信される（Ｓ１２０）。こ
の応答を受けた送信者ＰＳ１は、ＴＣＨ（Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）アイドル
バーストを受信者ＰＳ２に送信し、受信者ＰＳ２がＴＣＨ起動状態（定常状態）になるの
を待つ（Ｓ１２１）。更に、受信者ＰＳ２は、ＴＣＨアイドルバーストを送信者ＰＳ１に
送信し、受信者ＰＳ２がＴＣＨ起動状態（定常状態）になるのを待つ（Ｓ１２２）。この
段階で双方がＴＣＨ起動状態になり、ようやくトランシーバの通信が可能になる（Ｓ１２
３）。
【００２０】
この発明の実施例によれば、従来例が子機間グループ呼出符号を転送させるための転送メ
ッセージを呼出メッセージの前に送出し、当該転送メッセージの中に含まれる暗証番号（
それ自体は子機間グループ呼出符号を秘匿するためのものである。）を内線番号とする等
の工夫により受信側子機の設定を自動的に行うのに対し、本発明の実施例では公衆回線網
を介して通常の通信の中で受信側子機の待ち受けモード変更等を自動的に行う方式であっ
て、その情報は通常使われる転送メッセージではなく、公衆通信のＣＣ呼設定メッセージ
（図１のＳ１０３）に含まれる着サブアドレス情報要素等を利用するものであった。
【００２１】
図３は、本発明の実施例による着サブアドレス（Ｃａｌｌｅｄ　ｐａｒｔｙ　ｓｕｂａｄ
ｄｒｅｓｓ）　情報要素の構成を示す図である。着サブアドレスは着信側のサブアドレス
を識別するために用いられる。ちなみにサブアドレスとは、交換機ＰＢＸ（ｐｒｉｖａｔ
ｅ　ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　ｓｗｉｔｃｈｂｏａｒｄ）などの内線へ呼を直接着信させるた
めに、電話番号のあとに付加された番号のことをいう。着サブアドレス情報要素自体はオ
プションであり、フォーマットの自由度も高いが、最大で２３オクテットに規制されてい
る。図１において、第１オクテットは第８ビットの拡張ビットとそれ以下の情報要素識別
子（７ビット）で構成され、この場合情報要素識別子は着サブアドレス（１１１０００１
）である。第２オクテットは情報要素内容長であって、この場合は着サブアドレス内容長
になる。第３オクテットは、第８ビットの拡張ビットと第７乃至５ビットのサブアドレス
種別と第４ビットのアドレス信号の数が偶数か奇数かの表示と、第３乃至１ビットの予約
領域から構成される。このうちサブアドレス種別としては、ユーザ特有サブアドレス（１
０１）が採用されている。これは第４オクテット以下のサブアドレス情報を、この発明の
実施例に特有の構成としたからである。
【００２２】
第４オクテットは、この発明の実施例に特有の構成である待ち受けモード変更要求識別子
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である。この情報要素識別子は、このメッセージが、送信者ＰＳ１が受信者ＰＳ２に待ち
受けモード変更を要求する内容のものであることを示している。第５オクテットは、前記
待ち受けモードを指定する領域であり、その内容は下表に示されている。
【００２３】
ビット　　　　　　　　　モード
００００００００　登録のみ（モード変更せず）
０００００００１　公衆
００００００１０　自営
００００００１１　トランシーバ（子機間直接通話）
０００００１００　公衆＋自営
０００００１０１　公衆＋トランシーバ
０００００１１０　自営＋トランシーバ
０００００１１１　公衆＋自営＋トランシーバ
【００２４】
ここで、「公衆」とは公衆基地局を用いた通信を、「自営」とは、家庭内のデジタルコー
ドレス（接続可能機種使用時）の親機または、会社内等の事業所コードレスシステム基地
局につないで利用する通信を、「トランシーバ」とはＰＨＳによる子機間直接通話による
通信を言う。待ち受けモード指定「００００００００」は、前記子機間グループ呼出符号
等を登録するが待ち受けモード変更を行わない場合であり、実際にトランシーバモードを
使う前にその設定だけ済ませておく場合に有効である。
【００２５】
第６乃至第９オクテットは、２９ビットの子機間グループ呼出符号である。子機間グルー
プ呼出符号は本来、前記標準規格や従来例にあるように、暗証番号を付して転送メッセー
ジとして相手方に送出されるべきものである。しかし、本発明の実施例では着サブアドレ
ス情報要素のサブアドレス情報として相手方に送出される構成を採用してある。第１０乃
至第１１オクテットは、ＰＳ呼出番号であって、先に示したように内線番号として使われ
る。この実施例では公衆回線網（１０１）を利用しているために、このＰＳ呼出番号を比
較的自由に定められるメリットがある。
【００２６】
この発明の実施例では、着サブアドレス情報要素を利用する方式を開示した。しかし情報
要素識別子の中には着サブアドレスと似たフォーマットを持つ発サブアドレス（Ｃａｌｌ
ｉｎｇ　ｐａｒｔｙ　ｓｕｂａｄｄｒｅｓｓ）がある。従って、発サブアドレスを用いて
この発明の実施例による着サブアドレスと同様の構成とすることもできる。
【００２７】
【発明の効果】
以上説明したようにこの発明の実施例によれば、公衆電話網を利用して相手側に必要な情
報を送信し相手側に着信準備をさせる方式を採用したために、予め自動的にモード変更で
きるように設定しておけば、特定人間のＰＨＳで容易にトランシーバを利用できることに
なった。また、公衆回線網を利用したために、不特定話者の介入等を防止することができ
通信の秘密を担保することが出来るばかりでなく、トランシーバで待ち受けをする事自体
が不要になって待ち受けの際の消費電力を抑えることができた。その他、ＰＨＳのトラン
シーバで必要とされる煩わしいグループ登録作業も省くことができる。
【００２８】
従来の「公衆回線を使ってトランシーバ通信に切り替える方式」は「２つの異なるトーン
信号」を使い分けてトランシーバ通信に切り替える方式であったが、本発明はＰＨＳのシ
ーケンスに準じ、かつ、「制御信号」（本発明ではＣＣ制御信号を使う。）のみの内容に
よりトランシーバ通信に切り替える方式であることから、通信方式が異なっている。この
為、従来の通信方式ではトランシーバ通信における通信の秘密の担保、待ち受けの際の消
費電力の低減が図れなかったが、本発明ではこれらの要請に十分応える事が出来た。また
、従来の通信方式は通話の確立後に「２つの異なるトーン信号」を使い分けてトランシー
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バ通信に切り替える方式であって、通話中にトーン信号を用いる方式であるので、本来の
通話を行うには一旦通話を遮断し、かつ、再度の通話の確立を必要とすると言う不便があ
った。しかし、この発明ではこれらの不便が生じないので、トランシーバ通信での会話に
入るまでの時間を短縮することが出来る。
【００２９】
公衆電話網を利用できないような遠隔地等では、この発明の実施例による方法は制限され
ることがある。しかし、公衆電話網を利用できる場所での需要も少なからずあると考えら
れるし、また、公衆電話網を利用できる場所で予め設定変更しておくことも可能であり、
その場合はこの発明により基地局から離れた場所で容易にトランシーバの利用を計る事が
できるから、この発明の有用性を損なうことにはならないと考えられる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明による実施例において、子機間直接通話を開始するまでのシーケンスを
表す図である。
【図２】この発明による実施例において、受信者が待ち受けモード変更を決定するまでの
フローを表した図である。
【図３】この発明の実施例による着サブアドレス情報要素の構成を示す図である。
【符号の説明】
Ｓ１０１　公衆回線網
Ｓ１０２　子機間直接通話
Ｓ１０３乃至Ｓ１２３　子機間直接通話のシーケンス
Ｓ２０１乃至Ｓ２１０　受信者の待ち受けモード変更の決定フロー
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【 図 ３ 】
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