
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 及び着信制御が可能な通信モードと、この 或いは着信制御を規制する 規制
モードとを有し、これら各モードの内で選択されたモードに基づいた通信制御を行う通信
端末装置であって、
　

　外部送信装置からモード切替信号を受信した際は、
モードであるか を判別する判別手段と、

　上記判別で通信モードであ
上記 手段 された通信規

制モードを現在モードとして選択し その選択された通信規制モードに従った通信規制制
御を行う第１制御手段と、
　上記判別で 規制モードであ 、上記通信モードを現在モードとして選択し その
選択された通信モードに従った通常の発信及び着信制御を行う第２制御手段と、
　を具備したことを特徴とする通信端末装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、各モードに基づいた通信制御を行う通信端末装置に関する。
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上記通信規制モードとして複数の通信規制モードを有し、その各通信規制モードの内で
任意に設定された通信規制モードを記憶する記憶手段と、

現在モードが、上記通信モードであ
るか、上記通信規制 、

り且つ通話中であれば、規制エリアに入ったことを示す警告
報知を行い、この警告報知後での終話処理後にあって、 記憶 に記憶

、

通信 れば 、



【０００２】
【従来の技術】
近年、携帯電話機や次世代コードレス電話機（ＰＨＳ： Personal Handyphon System ）等
の無線電話機は、小型化、通話料金の低価格化等により急速に普及が進んでいる。これら
の無線電話機は小型化により携帯性が格段に向上したため、ユーザーは、あらゆる場所に
おいて常時、携帯することが可能であり、いつでも利用することができる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような従来の無線電話機にあっては、様々な場所で発信及び着信に基
づく通話が可能である反面、他の人と共有する公共性の高い場所（例えば、劇場や病院）
等において自動的に発信及び着信制御を行う、或いは通話制御を行う機能は備わっておら
ず、このような公共性の高い場所等における前記通話への対処はユーザーの判断のみに委
ねられていた。
【０００４】
また、無線電話機における通信方式の高速化に伴い、使用される電波の高周波化が進み、
前記電波が周囲の機器に及ぼす影響が懸念されている。
【０００５】
　本発明の課題は、エリア通過に応じて発信及び着信制御を自動的に切替制御できるよう
にすることである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　この発明は、発信及び着信制御が可能な通信モードと、この発信或いは着信制御を規制
する通信規制モードとを有し、これら各モードの内で選択されたモードに基づいた通信制
御を行う通信端末装置であって、上記通信規制モードとして複数の通信規制モードを有し
、その各通信規制モードの内で任意に設定された通信規制モードを記憶する記憶手段と、
外部送信装置からモード切替信号を受信した際は、現在モードが、上記通信モードである
か、上記通信規制モードであるか、を判別する判別手段と、上記判別で通信モードであり
且つ通話中であれば、規制エリアに入ったことを示す警告報知を行い、この警告報知後で
の終話処理後にあって、上記記憶手段に記憶された通信規制モードを現在モードとして選
択し、その選択された通信規制モードに従った通信規制制御を行う第１制御手段と、上記
判別で通信規制モードであれば、上記通信モードを現在モードとして選択し、その選択さ
れた通信モードに従った通常の発信及び着信制御を行う第２制御手段と、を具備したこと
を特徴とする。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、図を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００２５】
（第１の実施の形態）
図１～図３は、本発明を適用した通信システムの第１の実施の形態について示す図である
。
【００２６】
まず、構成を説明する。
【００２７】
図１は、本第１の実施の形態の通信システムの概略構成を示す図である。本実施の形態で
は、ＰＨＳ（ Personal Handyphon System ）に適用した例に基づいて説明する。当該シス
テムにおいて、１は携帯電話機（ＰＨＳ端末）であり、２は携帯電話機１の利用者であり
、３は携帯電話機１の使用禁止エリア（このエリアを電磁的に遮蔽してもいいし、遮蔽し
なくてもよい）であり、４はゲートであり、５はゲート用無線基地局である。このゲート
用無線基地局５は、前記使用禁止エリア３が電磁的に遮蔽されたとき、該使用禁止エリア
３より外に向けて電波を輻射するようにした方が効果的である。
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【００２８】
ゲート４は使用禁止エリア３の出入口であり、ゲート用無線基地局５が設置されている。
ゲート用無線基地局５は、使用禁止エリア３の外側のゲート４を中心とした所定領域内に
所定周波数帯のモード切換信号を常時輻射し、ゲート４を通過する利用者２の携帯電話機
１は、そのモード切換信号を受信し、後述するモード切換処理（図４参照）を行う。なお
、このモード切換信号は、公衆用無線基地局や自機の親機である自営用無線基地局から送
信される送信信号と同一の周波数帯の信号である。
【００２９】
携帯電話機１は複数のモードを有し、そのモードには、通話中モード、スタンバイモード
、スリープ１モード、及びスリープ２モードがある。
【００３０】
通話中モードは、携帯電話機１において通話中の状態を示し、他の電話機との間に通話回
線が確立されて通話処理が行われている状態を示すモードである。スタンバイモードは、
携帯電話機１において着信待ち受け状態（発信も可能）を示すモードである。
【００３１】
スリープ１モードは、携帯電話機１において着信時に着信履歴情報（着信日時、発信元電
話番号等）のみを残し、着信報知や発信側との間に通信回線を接続せず、かつ、当該携帯
電話機１から発信ができない状態を示すモードである。スリープ２モードは、携帯電話機
１において着信及び発信が一切できない状態を示し、ゲート用無線基地局５からのモード
切換信号の着信待ち受け処理（主に制御チャネルの引き込み処理）のみを行うモードであ
る。
【００３２】
次いで、図１の携帯電話機１のブロック構成図を図２に示す。
【００３３】
同図において、携帯電話機１は、アンテナ１１、高周波部１２、モデム１３、ＴＤＭＡ処
理部１４、音声処理部１５、受話用スピーカ１６、マイク１７、ＣＰＵ１８、スピーカ１
９、キー入力部２０、ＲＯＭ２１、ＲＡＭ２２、及び表示部２３により構成されている。
【００３４】
アンテナ１１は、公衆用無線基地局や自営用無線基地局との間で所定周波数帯の送信信号
及び受信信号を送受信する。また、アンテナ１１は、ゲート４に設置されたゲート用無線
基地局５から送信される前記公衆用無線基地局や自営用無線基地局から送信される送信信
号と同一の周波数帯のモード切換信号を受信する。
【００３５】
高周波部１２は、スイッチ（ＳＷ）１２ａ、ＰＬＬシンセサイザ１２ｂ、受信部１２ｃ、
及び送信部１２ｄにより構成されている。
【００３６】
スイッチ１２ａは、時分割でスイッチングし、アンテナ１１を受信部１２ｃ、または送信
部１２ｄに択一的に接続し、アンテナ１１からの受信信号（モード切換信号を含む）を受
信部１２ｃに、或いは送信部１２ｄからの送信信号をアンテナ１１に出力する。
【００３７】
ＰＬＬ（ Phase-Locked Loop ）シンセサイザ１２ｂは、ＣＰＵ１８により設定された周波
数で局部発振し、この局部発振信号を受信部１２ｃ及び送信部１２ｄに出力する。
【００３８】
受信部１２ｃは、アンテナ１１からスイッチ１２ａを介して入力された受信信号（モード
切換信号を含む）を、ＰＬＬシンセサイザ１２ｂから入力される局部発振信号に基づいて
ＩＦ（ Intermediate Frequency）信号に周波数変換し、モデム１３の復調部１３ａに出力
する。
【００３９】
送信部１２ｄは、モデム１３の変調部１３ｂから入力されたπ／４シフトＱＰＳＫ（ Quad
rature Phase Shift Keying ）の変調波を、ＰＬＬシンセサイザ１２ｂから入力される局
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部発振信号に基づいて周波数変換し、ＣＰＵ１８から指示された送信タイミングに基づい
てスイッチ１２ａを介してアンテナ１１から輻射する。
【００４０】
モデム１３は、復調部１３ａ及び変調部１３ｂにより構成されており、π／４シフトＱＰ
ＳＫの変調及び復調処理を行う。
【００４１】
復調部１３ａは、高周波部１２の受信部１２ｃから入力されたＩＦ信号を復調してＩＱデ
ータに分離し、データ列としてＴＤＭＡ処理部１４に出力する。
【００４２】
変調部１３ｂは、ＴＤＭＡ処理部１４から入力されたデータ列からＩＱデータを作成し、
π／４シフトＱＰＳＫ変調を施した後、高周波部１２の送信部１２ｄに出力する。
【００４３】
ＴＤＭＡ（ Time Division Multiple Access ：時分割多元接続）処理部１４は、モデム１
３の復調部１３ａから入力されるデータ（フレーム）から所定タイミングで１スロット分
のデータを取り出し、盗聴防止用のスクランブルなどを解除した後、この１スロット分の
データの中から制御データ（モード切換信号を含む）をＣＰＵ１８に、音声データを音声
処理部１５のスピーチコーディック部１５ａに出力する。
【００４４】
また、ＴＤＭＡ処理部１４は、音声処理部１５のスピーチコーディック部１５ａから入力
される音声データにＣＰＵ１８からの制御データを付加して１スロット分のデータを作成
し、スクランブルなどをかけた後、この１スロット分のデータを所定タイミングでフレー
ムに挿入して、モデム１３の変調部１３ｂに出力する。
【００４５】
音声処理部１５は、スピーチコーディック部１５ａ及びＰＣＭコーディック部１５ｂによ
り構成されている。
【００４６】
スピーチコーディック部１５ａは、音声データ（ディジタルデータ）の圧縮及び伸長処理
を行うものであり、具体的には、適応予測と適応量子化を用いるＡＤＰＣＭ（ Adaptive D
ifferential ＰＣＭ）方式により音声データの符号化及び復号化処理を行う。すなわち、
スピーチコーディック部１５ａは、ＴＤＭＡ処理部１４から入力されたＡＤＰＣＭ音声デ
ータをＰＣＭ音声データに復号化することにより伸長し、ＰＣＭコーディック部１５ｂに
出力する。また、スピーチコーディック部１５ａは、ＰＣＭコーディック部１５ｂから入
力されたＰＣＭ音声データをＡＤＰＣＭ音声データに符号化することにより圧縮し、ＴＤ
ＭＡ処理部１４に出力する。
【００４７】
ＰＣＭ（ Pulse Code Modulation ）コーディック部１５ｂは、音声データのアナログ／デ
ィジタル変換処理を行う。すなわち、ＰＣＭコーディック部１５ｂは、スピーチコーディ
ック部１５ａから入力されたＰＣＭ音声データをアナログ音声信号に変換し、受話用スピ
ーカ１６に出力する。また、ＰＣＭコーディック部１５ｂは、マイク１７から入力された
アナログ音声信号をディジタル音声信号に変換し、ＰＣＭ音声データとしてスピーチコー
ディック部１５ａに出力する。
【００４８】
受話用スピーカ１６は、音声処理部１５のＰＣＭコーディック部１５ｂから入力されたア
ナログ音声信号に基づいて受話音声を拡声出力する。
【００４９】
マイク１７は、送話音声のアナログ音声信号を音声処理部１５のＰＣＭコーディック部１
５ｂに出力する。
【００５０】
ＣＰＵ（ Central Processing Unit ）１８は、ＲＯＭ２１に格納される各種制御プログラ
ムに従って携帯電話機１の各部を制御する中央演算処理装置である。具体的にはＣＰＵ１
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８は、キー入力部２０の電源キーが押圧操作されてイニシャライズなどの初期処理が終了
した後、着信制御処理や発信制御処理（共に不図示）と並行して後述するモード切換処理
（図４参照）を実行する。
【００５１】
このモード切換処理においてＣＰＵ１８は、ゲート用無線基地局５からのモード切換信号
を受信すると、モード判別テーブル２２ａを参照して現在のモードを判別し、現在のモー
ドがスタンバイモード、或いは通話中モードである場合は、使用禁止エリア３に進入する
場合であると判断し、特に、通話中モードである場合は、警告アラームを鳴音報知すると
ともに使用禁止エリア３内に進入したことを示す警告メッセージを表示して終話処理を行
った後、切換先モード指示テーブル２２ｂを参照して切換先モードを判別し、スリープ１
モード、或いはスリープ２モードに当該携帯電話機１のモードを切換え、切換えたモード
に基づく着信及び発信制御を行う。
【００５２】
ここで、スリープ１モードに移行した場合は、公衆用無線基地局や自営用無線基地局、或
いはゲート用無線基地局５からのデータの受信待ち受け処理を継続して行い、自己宛の着
呼があった場合には、その着信履歴データ（着信日時データ及び発信元電話番号データ）
のみを着信履歴テーブル２２ｃに格納し、着信報知、並びにこれに後続する発信側との通
信回線の接続処理は行わない。また、当該携帯電話機１からの発呼操作を一切、受け付け
ない。また、スリープ２モードに移行した場合は、ゲート用無線基地局５からのモード切
換信号の着信待ち受け処理のみを行い、公衆用無線基地局や自営用無線基地局とのデータ
のやりとりを一切、行わない（すなわち、着呼や発呼に関する処理を一切、行わない）。
【００５３】
また、ＣＰＵ１８は、前記モード切換信号を受信した時に現在のモードがスリープ１モー
ド、或いはスリープ２モードである場合は、使用禁止エリア３から出る場合であると判断
し、当該携帯電話機１のモードをスタンバイモードに復帰させ、当該モードに基づく着信
及び発信制御を行う。なお、ＣＰＵ１８は、スタンバイモードに復帰した際に、使用禁止
エリア３内にいた時に当該携帯電話機１宛の着呼があった場合は、アラームを鳴音報知す
るとともに、その着呼に関する着信履歴データを着信履歴テーブル２２ｃから読み出して
表示部２３に表示する。
【００５４】
スピーカ１９は、着信時にＣＰＵ１８から入力されるリンガ信号により駆動されてリンガ
音を発生するとともに、バッテリー切れなどを音により報知する。
【００５５】
キー入力部２０は、通話キー、テンキー、再生キーなどの各種キーを有し、各キー入力操
作に応じた各種操作信号をＣＰＵ１８に出力する。
【００５６】
ＲＯＭ（ Read Only Memory）２１は、後述するモード切換処理等の、ＣＰＵ１８により実
行される携帯電話機１の各部を制御するための各種制御プログラムを格納する。この各種
制御プログラムは、ＣＰＵ１８が読み取り可能なプログラムコードの形態で記憶されてい
る。
【００５７】
ＲＡＭ（ Random Access Memory）２２は、ＣＰＵ１８により各種制御処理が実行される際
に、処理される各種データを一時的に格納するワークエリアを形成しており、このワーク
エリアには、図３に示すように、モード判別テーブル２２ａ、切換先モード指示テーブル
２２ｂ、及び着信履歴テーブル２２ｃが格納されている。
【００５８】
図３（ａ）に示すモード判別テーブル２２ａには、前述した各モード毎にフラグデータ（
“１”または“０”）が格納されており、現在設定されているモードにはフラグデータ“
１”が、その他のモードにはフラグデータ“０”が格納される。ＣＰＵ１８は、当該モー
ド判別テーブル２２ａにおいて各モードのフラグデータの値をチェックすることにより、
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当該携帯電話機１における現在のモードを判別することができる。
【００５９】
また、図３（ｂ）に示す切換先モード指示テーブル２２ｂは、当該携帯電話機１が使用禁
止エリア３内に進入した時に、後述するモード切換処理（図４参照）によりモードをスリ
ープ１モードに切換えるのか、それともスリープ２モードに切換えるのかを指示するため
のテーブルであり、スリープ１モード及びスリープ２モードに対応させてフラグデータ（
“１”または“０”）が格納される。そして、当該携帯電話機１が使用禁止エリア３内に
進入した場合、ＣＰＵ１８は、当該切換先モード指示テーブル２２ｂを参照し、フラグデ
ータ“１”のセットされた切換先モードにモードを切換える。
【００６０】
なお、使用者は、この切換先モード指示テーブル２２ｂにおけるフラグデータの値を任意
に書き換えることが可能であり、これにより使用者は、使用禁止エリア３内での当該携帯
電話機１のモードをスリープ１モード、或いはスリープ２モードのいずれかに選択指定す
ることができる。
【００６１】
図３（ｃ）に示す着信履歴テーブル２２ｃには、当該携帯電話機１宛に着呼があった場合
に、その着信日時データと発信元電話番号データとが対応付けられて着信履歴データとし
て格納される。
【００６２】
表示部２３は、液晶表示パネルなどにより構成され、ＣＰＵ１８から入力、或いは指示さ
れた表示データを表示する。
【００６３】
次に、本第１の実施の形態の動作を説明する。
【００６４】
上記ＣＰＵ１８により実行されるモード切換処理について図４に示すフローチャートに基
づいて説明する。
【００６５】
ＣＰＵ１８では、電源キーが押圧操作されてイニシャライズ等の初期処理が終了した後、
ＲＯＭ２３に格納されているモード切換処理に関するプログラムを読み出して、その処理
を開始する。
【００６６】
まず、ＣＰＵ１８は、ゲート用無線基地局５からのモード切換信号がアンテナ１１、高周
波部１２、モデム１３、及びＴＤＭＡ処理部１４を介して当該ＣＰＵ１８に入力されたか
否か、すなわち、ゲート用無線基地局５からのモード切換信号を受信したか否かを判別し
（ステップＳ１）、モード切換信号を受信すると、次いで、モード判別テーブル２２ａ（
図３（ａ）参照）において各モードのフラグデータの値をチェックし、現在のモードを判
別する（ステップＳ２）。
【００６７】
そして、ＣＰＵ１８は、フラグデータ“１”がセットされた現在のモードがスタンバイモ
ード、或いは通話中モードであると判別した場合（ステップＳ３）は、使用禁止エリア３
に進入する場合であると判断し、次いで、そのモードがスタンバイモードであるか否かを
判別し（ステップＳ４）、現在のモードがスタンバイモードでない場合は、通話中モード
であると判別する（ステップＳ５）。このように通話中モードである場合、ＣＰＵ１８は
、スピーカー１９より警告アラームを鳴音報知するとともに、表示部２３に使用禁止エリ
ア３内に進入したことを示す警告メッセージを表示した後（ステップＳ６）、通話回線の
切断を含む終話処理を行って（ステップＳ７）、ステップＳ８に移行する。このステップ
Ｓ６において、警告アラームに加えて振動や光により警告報知を行う制御構成としてもよ
い。
【００６８】
また、ＣＰＵ１８は、上記ステップＳ４において現在のモードがスタンバイモードである
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と判別した場合は、次いで、切換先モード指示テーブル２２ｂ（図３（ｂ）参照）を参照
してフラグデータの値をチェックし、切換先モードを判別する（ステップＳ８）。
【００６９】
そして、ＣＰＵ１８は、フラグデータ“１”がセットされた切換先モードがスリープ１モ
ードであると判別した場合（ステップＳ９）は、このスリープ１モードにモードを切換え
た後（ステップＳ１０）、本処理を終了する。このスリープ１モードにおいてＣＰＵ１８
は、公衆用無線基地局や自営用無線基地局、或いはゲート用無線基地局５からのデータの
受信待ち受け処理を継続して行い、着信時（自己宛の着呼があった場合）には、その着信
履歴データ（着信日時データ及び発信元電話番号データ）のみを着信履歴テーブル２２ｃ
（図３（ｃ）参照）に格納し、着信報知、並びにこれに後続する発信側との通信回線の接
続処理は行わない。また、当該携帯電話機１からの発呼操作を一切、受け付けない。
【００７０】
また、ＣＰＵ１８は、上記ステップＳ８において切換先モードがスリープ２モードである
と判別した場合（ステップＳ１１）は、このスリープ２モードにモードを切換えた後（ス
テップＳ１２）、本処理を終了する。このスリープ２モードにおいてＣＰＵ１８は、ゲー
ト用無線基地局５からのモード切換信号の着信待ち受け処理（制御チャネルの引き込み、
すなわち制御情報の受信のみは可能となる）のみを行い、公衆用無線基地局や自営用無線
基地局とのデータのやりとりを一切、行わない（すなわち、着呼や発呼に関する処理を一
切、行わない：これは、携帯電話機１からの送信はしないことである）。
【００７１】
なお、このように使用禁止エリア３に進入した際に、ステップＳ３～Ｓ１２に示す一連の
処理によりスリープ１モード、或いはスリープ１モードへモード切換処理を行った場合、
表示部２３に常時、使用禁止エリア３内にいる旨のメッセージ、或いはマークを表示する
制御構成としてもよい。また、使用禁止エリア３内にいる時に発呼操作を行おうとすると
警告アラームを鳴音報知するとともに、前記メッセージ、或いはマークを表示する制御構
成としてもよい。
【００７２】
一方、ＣＰＵ１８は、上記ステップＳ２において、現在のモードがスリープ１モード、或
いはスリープ２モードであると判別した場合（ステップＳ１３）は、使用禁止エリア３か
ら出る場合であると判断し、スタンバイモードに復帰させる（ステップＳ１４）。そして
、ＣＰＵ１８は、使用禁止エリア３内にいた時に当該携帯電話機１宛の着呼があったか否
かを判別し（ステップＳ１５）、前記着呼がなかった場合は本処理を終了する。また、Ｃ
ＰＵ１８は、前記着呼があったと判別した場合は、スピーカー１９よりアラームを鳴音報
知するとともに、その着呼に関する着信履歴データを着信履歴テーブル２２ｃから読み出
して表示部２３に表示した後（ステップＳ１６）、本処理を終了する。
【００７３】
以上が携帯電話機１のＣＰＵ１８により実行されるモード切換処理の動作手順である。
【００７４】
以上のように本第１の実施の形態における携帯電話機１によれば、ＣＰＵ１８は、ゲート
用無線基地局５からのモード切換信号を受信すると、モード判別テーブル２２ａを参照し
て現在のモードを判別し、現在のモードがスタンバイモード、或いは通話中モードである
場合は、使用禁止エリア３に進入する場合であると判断し、特に、通話中モードである場
合は、警告アラームを鳴音報知するとともに使用禁止エリア３内に進入したことを示す警
告メッセージを表示して終話処理を行った後、切換先モード指示テーブル２２ｂを参照し
て切換先モードを判別し、スリープ１モード、或いはスリープ２モードに当該携帯電話機
１のモードを切換え、切換えたモードに基づく着信及び発信制御を行う。また、ＣＰＵ１
８は、前記モード切換信号を受信した時に現在のモードがスリープ１モード、或いはスリ
ープ２モードである場合は、使用禁止エリア３から出る場合であると判断し、当該携帯電
話機１のモードをスタンバイモードに復帰させ、当該モードに基づく着信及び発信制御を
行う。
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【００７５】
したがって、利用者が使用禁止エリア３の出入口であるゲートを通過することにより、携
帯電話機１のモードを切換え制御することが可能となり、設置された使用禁止エリア３に
おいて自動的に発信及び着信制御、或いは通話制御を行うことができる。
【００７６】
（第２の実施の形態）
第１の実施の形態においてゲート用無線基地局５から送信されるモード切換信号は、公衆
用無線基地局や自営用無線基地局から送信される送信信号と同一の周波数帯の信号であり
、アンテナ１１、高周波部１２、モデム１３及びＴＤＭＡ処理部１４を介して受信し、当
該受信したモード切換信号によりモード切換処理を実行する制御構成としたが（すなわち
、既存の無線電話システムを使用して実現した）、前記モード切換信号は、公衆用無線基
地局や自営用無線基地局から送信される送信信号の周波数帯とは異なる周波数帯の信号で
あってもよい（既存の無線電話システムと異なるシステムにより実現してもよい）。以下
に第２の実施の形態としてこのような場合について述べる。
【００７７】
まず、構成を説明する。
【００７８】
本第２の実施の形態において、通信システムの構成は、前述した第１の実施の形態におけ
るシステム構成（図１参照）と略同一であることから図示及び説明を省略する。但し、第
１の実施の形態においてゲート用無線基地局５は、公衆用無線基地局や自営用無線基地局
から送信される送信信号と同一の周波数帯のモード切換信号を常時輻射する構成としたが
、第２の実施の形態においてゲート用無線基地局５は、公衆用無線基地局や自営用無線基
地局から送信される送信信号とは異なる周波数帯のモード切換信号を常時輻射する。
【００７９】
図５は、本第２の実施の形態における携帯電話機２０１のブロック構成を示す図である。
なお、同図において第１の実施の形態における携帯電話機１の内部構成（図２参照）と同
一の構成要素には同一符号を付し、説明を省略するものとする。
【００８０】
図５において携帯電話機２０１は、前記図２に示したアンテナ１１、高周波部１２、モデ
ム１３、ＴＤＭＡ処理部１４、音声処理部１５、受話用スピーカ１６、マイク１７、スピ
ーカ１９、キー入力部２０、ＲＯＭ２１、ＲＡＭ２２、表示部２３と、モード切換信号受
信部２０２及びＣＰＵ２０３とにより構成されている。
【００８１】
モード切換信号受信部２０２は、ゲート４に設置されたゲート用無線基地局５から送信さ
れたモード切換信号を受信し、ＣＰＵ２０３に出力する。そして、ＣＰＵ２０３は、モー
ド切換信号受信部２０２から入力されたモード切換信号に基づいて、前記第１の実施の形
態において述べたモード切換処理（図４参照）を実行する。
【００８２】
このような構成とすれば、携帯電話機２０１においてＣＰＵ２０３は、ゲート用無線基地
局５から送信される、公衆用無線基地局や自営用無線基地局からの送信信号とは異なる周
波数帯のモード切換信号をモード切換信号受信部２０２を介して受信し、モード切換処理
を実行することが可能となる。
【００８３】
以上、本発明を第１及び第２の実施の形態に基づいて具体的に説明したが、本発明は上記
実施の形態例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で適宜に変更可能で
あることは勿論である。
【００８４】
例えば、上記第１及び第２の実施の形態では、使用禁止エリア３の出入口（ゲート４）が
１つの場合を説明したが、使用禁止エリア３の出入口は、複数設けられていてもよく、ま
た、入口専用及び出口専用のゲート４を設置してもよい。
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【００８５】
また、上記第１及び第２の実施の形態では、使用禁止エリア３内において当該携帯電話機
に対して設定されるモードは、スリープ１モード、或いはスリープ２モードのいずれかに
使用者が設定可能な構成としたが、ゲート用無線基地局５から送信されるモード切換信号
にモード指定情報を含み、このモード指定情報によりスリープ１モード、或いはスリープ
２モードのいずれかに決定される構成であってもよい。このような構成とすれば、例えば
、病院内等の、携帯電話機からの電波の輻射を確実に防ぎたい使用禁止エリア３において
は、ゲート用無線基地局５からスリープ２モードに移行する旨の前記モード指定情報を含
むモード切換信号を送信することで、使用禁止エリア３内において携帯電話機のモードを
スリープ２モードに切換制御し、携帯電話機からの電波の輻射を確実に遮断することがで
きる。
【００８６】
また、上記第１及び第２の実施の形態において音声データを録音、再生可能な録音再生部
をさらに設け、使用禁止エリア３内において携帯電話機がスリープ１モードに設定されて
いる場合は、自己宛の着信に対して発信側の電話機にメッセージの入力を促す音声ガイド
を通知し、これに応じて発信側の電話機から送られてきた音声メッセージを音声メモリに
録音し、使用禁止エリア３外に出た時に、メッセージが有る旨の警告報知を行い、前記録
音した音声メッセージを再生報知する構成としてもよい。この前記メッセージが有る旨の
警告報知において、表示部２３による表示、警告アラームによる鳴音報知、或いは光や振
動による報知を行う制御構成としてもよい。
【００８７】
【発明の効果】
　本発明によれば、外部送信装置からのモード切替信号の受信により、通信端末装置のモ
ードを自動的に変更することができ、特に通常の発信或いは着信を規制する通信規制モー
ドへの切替を行う際は、複数の通信規制モードの内で予めユーザが設定しておいた通信規
制モードでの通信規制を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した第１の実施の携帯の通信システムの概略構成を示す図である。
【図２】本第１の実施の形態における図１の携帯電話機１の要部構成を示すブロック図で
ある。
【図３】図２のＲＡＭ２２内に格納されるテーブルを示す図であり、（ａ）は、モード判
定テーブル２２ａであり、（ｂ）は、切換先モード指示テーブル２２ｂであり、（ｃ）は
、着信履歴テーブル２２ｃである。
【図４】図２のＣＰＵ１８により実行されるモード切換処理を示すフローチャートである
。
【図５】本第２の実施の形態における携帯電話機２０１の要部構成を示すブロック図であ
る。
【符号の説明】
１　　携帯電話機
２　　利用者
３　　使用禁止エリア
４　　ゲート
５　　ゲート無線基地局
１１　　アンテナ
１２　　高周波部
１２ａ　スイッチ
１２ｂ　ＰＬＬシンセサイザ
１２ｃ　受信部
１２ｄ　送信部
１３　　モデム
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１３ａ　復調部
１３ｂ　変調部
１４　　ＴＤＭＡ処理部
１５　　音声処理部
１５ａ　スピーチコーディック部
１５ｂ　ＰＣＭコーディック部
１６　　受話用スピーカ
１７　　マイク
１８　　ＣＰＵ
１９　　スピーカ
２０　　キー入力部
２１　　ＲＯＭ
２２　　ＲＡＭ
２２ａ　モード判別テーブル
２２ｂ　切換先モード指示テーブル
２２ｃ　着信履歴テーブル
２３　　表示部
２０１　携帯電話機
２０２　モード切換信号受信部
２０３　ＣＰＵ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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