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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有線回線網に接続される親機と、
　前記親機との間で近距離無線通信プロトコルを用いて通信が可能な近距離無線通信ユニ
ットを有するとともに、公衆無線回線網と無線通信を行う公衆無線通信手段を有する携帯
情報端末とを備えた無線通信システムにおいて、
　前記携帯情報端末は、近距離無線通信の機能の起動または停止を指示するボタン機能を
有し、近距離無線通信の機能が動作している状態において前記ボタン機能が操作された場
合には前記近距離無線通信の機能を停止し、前記近距離無線通信の機能が動作していない
状態において前記ボタン機能が操作された場合には前記近距離無線通信の機能の動作を開
始し、
　前記ボタン機能によって前記近距離無線通信の機能の動作を停止させた状態において前
記ボタン機能以外の所定の操作が為されると前記近距離無線通信の機能を起動して前記親
機をサーチし、前記親機に接続した場合には前記親機から送られる着信に関する情報を表
示部に表示し、
　前記親機は、前記携帯情報端末へ信号が到達しない間に生じた着信に関する情報を記録
し、前記携帯情報端末と接続した時に前記携帯情報端末へ前記着信に関する情報を送信す
る、
　ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
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　前記携帯情報端末へ信号が到達しない間に生じた事項は、留守中にあった有線回線網か
らの着信の記録を含む、
　ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項３】
　前記携帯情報端末へ信号が到達しない間に生じた事項は、留守番電話メッセージを含む
、
　ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項４】
　前記携帯情報端末の近距離無線通信ユニットは、前記親機からの信号が受信されない場
合、所定の期間は前記親機からの信号を探すオープンサーチを繰り返し、その後スリープ
状態に入る、
　ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項５】
　前記携帯情報端末は、前記親機の信号が受信されない場合は、所定の期間の間は第１の
所定の周期で前記近距離無線通信の機能を起動して前記親機をサーチする間欠動作を行い
、
　前記所定の期間が過ぎた後は、前記第１の所定の周期より長い第２の所定の周期で前記
近距離無線通信の機能を起動して前記親機をサーチする間欠動作を行う、
　ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項６】
　前記携帯情報端末は、前記親機との通信ができなくなった時には近距離無線非接続を意
味する表示を行う、
　ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項７】
　前記携帯情報端末は、タッチパネルを備え、公衆無線回線網を通じて携帯電話網および
インターネットに接続可能である、
　ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項８】
　前記携帯情報端末は、前記ボタン機能によって前記近距離無線通信の機能を停止した状
態で、前記ボタン機能以外の所定の操作が為されると前記親機のサーチを開始することを
特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項９】
　前記近距離無線通信の機能が動作している状態において、前記ボタン機能が操作された
場合には、前記近距離無線通信の機能を停止し、
　前記近距離無線通信の機能が動作していない状態において、前記ボタン機能が操作され
た場合には、前記近距離無線通信の機能の動作を開始し、
　前記ボタン機能によって前記近距離無線通信の機能の動作を停止させた状態において、
前記ボタン機能以外の所定の操作が為された場合には、前記近距離無線通信ユニットの動
作を開始させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項１０】
　無線通信システムの親機との間で近距離無線通信プロトコルを用いて通信が可能な近距
離無線通信ユニットと、公衆無線回線網と無線通信を行う公衆無線通信手段を有する携帯
情報端末であって、
　近距離無線通信の機能の起動または停止を指示するボタン機能を有し、近距離無線通信
の機能が動作している状態において前記ボタン機能が操作された場合には前記近距離無線
通信の機能を停止し、前記近距離無線通信の機能が動作していない状態において前記ボタ
ン機能が操作された場合には前記近距離無線通信の機能の動作を開始し、
　前記ボタン機能によって前記近距離無線通信の機能の動作を停止させた状態において前
記ボタン機能以外の所定の操作が為されると前記近距離無線通信の機能を起動して前記親
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機をサーチし、前記親機に接続した場合には前記親機から送られる着信に関する情報を表
示部に表示する、
　ことを特徴とする携帯情報端末。
【請求項１１】
　前記親機の信号が受信されない場合は、所定の期間の間は第１の所定の周期で前記近距
離無線通信の機能を起動して前記親機をサーチする間欠動作を行い、
　前記所定の期間が過ぎた後は、前記第１の所定の周期より長い第２の所定の周期で前記
近距離無線通信の機能を起動して前記親機をサーチする間欠動作を行う、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の携帯情報端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザが帰宅時に携帯情報端末と親機との再接続のための操作を容易にした
無線通信システム及び携帯情報端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、住居内で使うコードレス電話機はデジタル化が進んでおり、高音質化およびセキ
ュリティの向上がなされている。
【０００３】
　携帯電話機を住居内のコードレス電話機と連携させ、音声または画像の通信やデータの
共有を可能にする場合には、携帯電話機を住居内に置いている時にはコードレス電話機の
親機と携帯電話機を同期させて、いつでも通信できるようにする必要がある。ただし、携
帯電話機を屋外に持ち出した時には、親機との通信機能は働かせる必要はない。携帯電話
機に様々な通信装置を搭載したとしても、それらを常時動作させていたのでは電力消費が
大きくなる。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、圏外時の消費電力を抑えた無線電話装置が開示されている。
これは、宅内の親機からの電波の届く範囲から外れたことを検出すると、その状態が所定
時間以上継続した場合に、親機の検索（オープンサーチ）を中止することにより、圏外時
の消費電力を抑えることができる。また、必要時には操作部での操作などをトリガとして
親機の検索を再開し、通信可能状態へと復帰させることができる。
【０００５】
　特許文献２には、近距離無線通信を行う複数の親機を最大通信距離の間隔で碁盤の目状
に配置し、子機は、常に親機をサーチすることにより、子機の位置を検出できる位置検出
システムが開示されている。これは、子機が親機の発見時に自己のＩＤを送信し、親機で
認証してリンクを形成し、リンク形成後にリンクを開放して他の親機をサーチするという
サーチ手順を繰り返し、各親機は子機のＩＤを受信してホストコンピュータに転送する。
各親機の位置は既知であって、ホストコンピュータに記録されているので、当該ＩＤを持
つ子機と通信をした親機の位置から当該子機の位置を把握することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－３４３６０８号公報
【特許文献２】特開２００３－１１６１６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記従来の技術においては、例えば、ユーザが携帯情報端末を持って外出したような時
に親機の検索（オープンサーチ）を継続すると、オープンサーチにより無駄な電力を消費
することになる。親機からの信号が検出できない場合に、親機の検索を完全に停止したま
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ま、ユーザが帰宅時に接続のための操作を忘れてしまうと、携帯情報端末と親機は通信で
きないままとなる。
【０００８】
　留守中に固定回線での着信があったり、またメッセージが録音されていたりするような
場合、ユーザは帰宅時にその情報を直ぐに把握できるようにするのが望ましいが、外出中
に携帯情報端末の親機検索の動作を完全に停止したままであると、帰宅した時に携帯情報
端末は親機検索をしないので、留守中の着信情報等を直ぐにユーザに伝えることができな
い。
【０００９】
　本発明の目的は、ユーザが帰宅時に携帯情報端末と親機とを容易に再接続させ、留守中
の着信情報等を知ることができる無線通信システム及び携帯情報端末を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の無線通信システムは、有線回線網に接続される親機と、前記親機との間で近距
離無線通信プロトコルを用いて通信が可能な近距離無線通信ユニットを有するとともに、
公衆無線回線網と無線通信を行う公衆無線通信手段を有する携帯情報端末とを備えた無線
通信システムにおいて、前記携帯情報端末は、近距離無線通信の機能の起動または停止を
指示するボタン機能を有し、近距離無線通信の機能が動作している状態において前記ボタ
ン機能が操作された場合には前記近距離無線通信の機能を停止し、前記近距離無線通信の
機能が動作していない状態において前記ボタン機能が操作された場合には前記近距離無線
通信の機能の動作を開始し、前記ボタン機能によって前記近距離無線通信の機能の動作を
停止させた状態において前記ボタン機能以外の所定の操作が為されると前記近距離無線通
信の機能を起動して前記親機をサーチし、前記親機に接続した場合には前記親機から送ら
れる着信に関する情報を表示部に表示し、前記親機は、前記携帯情報端末へ信号が到達し
ない間に生じた着信に関する情報を記録し、前記携帯情報端末と接続した時に前記携帯情
報端末へ前記着信に関する情報を送信する構成を採る。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ユーザが帰宅時に携帯情報端末にて所定の操作をすることにより、た
とえスリープ状態（または近距離無線通信動作がオフ状態）であっても携帯情報端末は直
ぐに親機の検索（オープンサーチ）を開始し、親機と再接続し、留守中の着信情報等を入
手することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態１に係る無線通信システムの構成の一例を示す図
【図２】本無線通信システムの使用形態の一例を示す説明図
【図３】本無線通信システムにおける携帯情報端末の構成例を示すブロック図
【図４】本無線通信システムにおける親機の構成例を示すブロック図
【図５】本無線通信システムにおいて、通常状態における親機、無線ハンドセット（また
は携帯情報端末）のＴＤＭＡ通信例を示すタイミングチャート
【図６】本無線通信システムにおいて、携帯情報端末が親機に同期する動作の一例を示す
フローチャート
【図７】本発明の無線通信システムにおける、ユーザが携帯情報端末を持って外出した場
合の例を示す説明図
【図８】本無線通信システムにおいて、携帯情報端末が親機に同期する動作の一例を示す
タイミングチャート図
【図９】本発明の無線通信システムにおける、ユーザが携帯情報端末を持って帰宅した場
合の例を示す説明図
【図１０】本無線通信システムにおいて、親機に記録された着信履歴情報の一例を示す説
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明図
【図１１】本無線通信システムにおいて、親機が未応答着信履歴を携帯情報端末へ送るた
めの動作の一例を示すフローチャート
【図１２】本無線通信システムにおいて、携帯情報端末が未応答着信履歴を入手するため
の動作の一例を示すフローチャート
【図１３】本発明の無線通信システムにおける、携帯情報端末の画面の表示例を示す説明
図
【図１４】本発明の無線通信システムにおける、携帯情報端末に未応答着信履歴を表示し
た表示例を示す説明図
【図１５】本発明の無線通信システムに登録した無線ハンドセットの表示例を示す説明図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の無線通信システムは、有線回線網に接続される親機と、前記親機との間で近距
離無線通信プロトコルを用いて通信が可能な近距離無線通信ユニットを有するとともに、
公衆無線回線網と無線通信を行う公衆無線通信手段を有する携帯情報端末とを備えた無線
通信システムにおいて、前記携帯情報端末は、近距離無線通信の機能の起動または停止を
指示するボタン機能を有し、近距離無線通信の機能が動作している状態において前記ボタ
ン機能が操作された場合には前記近距離無線通信の機能を停止し、前記近距離無線通信の
機能が動作していない状態において前記ボタン機能が操作された場合には前記近距離無線
通信の機能の動作を開始し、前記ボタン機能によって前記近距離無線通信の機能の動作を
停止させた状態において前記ボタン機能以外の所定の操作が為されると前記近距離無線通
信の機能を起動して前記親機をサーチし、前記親機に接続した場合には前記親機から送ら
れる着信に関する情報を表示部に表示し、前記親機は、前記携帯情報端末へ信号が到達し
ない間に生じた着信に関する情報を記録し、前記携帯情報端末と接続した時に前記携帯情
報端末へ前記着信に関する情報を送信することを特徴とする無線通信システムである。
【００１６】
　この構成により、たとえボタン機能によって近距離無線通信の機能を停止させた状態で
あっても、所定の操作が為されると直ぐに親機サーチを行ない、親機は携帯情報端末へ信
号が到達しない間に生じた事項に関する情報を携帯情報端末へ送るので、簡単な操作でユ
ーザが所望する時に宅内の親機から必要な情報を得ることができる。
【００１７】
　また、この構成により、携帯情報端末と親機との通信ができなくなった時、例えば、ユ
ーザが携帯情報端末を持って外出したような時は、近距離無線非接続を意味する表示を行
うことにより、ユーザに注意を促すことができ、ユーザが帰宅時に接続のための操作を忘
れにくくすることができる。
【００１８】
　また、本発明の無線通信システムは、前記携帯情報端末が、前記親機の信号が受信され
ない場合は、所定の期間の間は第１の所定の周期で前記近距離無線通信の機能を起動して
前記親機をサーチする間欠動作を行い、前記所定の期間が過ぎた後は、前記第１の所定の
周期より長い第２の所定の周期で前記近距離無線通信の機能を起動して前記親機をサーチ
する間欠動作を行う構成とする。
 
【００１９】
　この構成により、ユーザが帰宅した際に所定の操作を忘れても、少なくとも第２の所定
の周期で親機をサーチする動作を行うので、ユーザは宅内の親機から必要な情報を得るこ
とができる。
【００２０】
　また、本発明の無線通信システムは、前記携帯情報端末が、前記親機との通信ができな
くなった時には近距離無線非接続を意味する表示を行う構成とする。
【００２１】
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　この構成により、例えば、ユーザが携帯情報端末を持って外出したような時に近距離無
線非接続を意味する表示を行うことにより、ユーザに注意を促すことができ、ユーザが帰
宅時に接続のための操作を忘れにくくすることができる。
【００２２】
　また、本発明の無線通信システムは、前記携帯情報端末が、タッチパネルを備え、公衆
無線回線網を通じて携帯電話網およびインターネットに接続可能な構成とする。
【００２３】
　この構成により、ユーザは携帯情報端末を持って外出したような時でも、親機を介さず
に、携帯電話網またはインターネットを介して情報を得ることができる。
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。
【００２５】
　（実施の形態１）
　まず、本発明の実施の形態１に係る無線通信システムの構成例について説明する。図１
は、本実施の形態に係る無線通信システムの構成の一例を示す図である。
【００２６】
　図１において、無線通信システムは、親機１と、それぞれ親機１に登録される子機とし
て動作する携帯情報端末２および無線ハンドセット４を備える。親機１は、有線回線網に
接続される。親機１と携帯情報端末２および無線ハンドセット４との間は、無線フォーマ
ットおよび周波数がＴＤＭＡ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃ
ｅｓｓ）／ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）方式である通信プロト
コルで通信する。本実施の形態では、一例としてＤＥＣＴ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｅｎｈａｎ
ｃｅｄ　Ｃｏｒｄｌｅｓｓ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）規格による宅内無
線通信を行う。
【００２７】
　携帯情報端末２は、アプリケーションソフトとしてＤＥＣＴ電話機能ソフトを備えてお
り、ＤＥＣＴ規格で通信が可能である。また、携帯情報端末２に設けられたにＵＳＢ（Ｕ
ｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）ポートにより、親機１に接続可能である。
【００２８】
　また、携帯情報端末２は、宅内だけでなく外部へも持ち出し可能な通信端末であり、例
えば、タッチパネルを備え、公衆無線回線網を通じて携帯電話網およびインターネットに
接続可能な携帯情報端末（ＰＤＡ、タブレット端末）などである。
【００２９】
　携帯情報端末２は、例えば８０２．１１規格通信を介してＩＰネットワークに接続可能
であり、携帯情報端末２は、８０２．１１規格通信によってＩＰネットワークへ接続した
り、または宅内無線通信を介して有線回線網に接続し、電話の発信または着信に対応した
りすることができる。
【００３０】
　無線ハンドセット４は、専ら宅内用であり、ＤＥＣＴ規格により親機１と宅内無線通信
を行い、主に有線回線網を介して通話するときに使用される。図１においては、無線ハン
ドセット４として１台のみを図示しているが、複数台備えていてもよい。
【００３１】
　親機１は、ＤＥＣＴ方式の無線通信の同期の基準となり、携帯情報端末２および無線ハ
ンドセット４は、親機１の同期基準に従うスレーブ装置として動作する。また、携帯情報
端末２も同期基準に従うスレーブ装置として動作する。無線通信システムの親機１に、携
帯情報端末２の識別情報を登録することで、親機１からは携帯情報端末２が無線ハンドセ
ット４とほぼ同格の子機であるとして扱われる。
【００３２】
　無線ハンドセット４は、ロケータ５とも通信が可能である。無線ハンドセット４は、Ｄ
ＥＣＴと共通する方式を含むロケータ用プロトコルを用いて、ロケータ５と通信する機能
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を有し、例えば、ロケータ用プロトコルを用いてロケータ５へ呼出信号を送信し、それに
対する応答信号をロケータ５から受信する。
【００３３】
　図２は、図１に示した無線通信システムにおいて、携帯情報端末２が親機１の近辺（例
えば、自宅内）にある場合の様子を示す。親機１は、有線回線網７に接続されている。携
帯情報端末２は、公衆無線回線網８を通じて携帯電話網と通信可能であるとともに、ＤＥ
ＣＴ方式による宅内無線通信によって親機１と通信可能であり、親機１を介して有線回線
網７を使って外部と通信することが可能である。
【００３４】
　親機１は、有線回線網７からの着信があり、誰も応答しない場合に、着信履歴の記録の
中に、不在着信のフラグを立てて着信情報（発信者電話番号、発信者名、時刻等）を蓄積
する。また、留守番電話メッセージが記録された場合には、そのメッセージを特定するメ
ッセージＩＤを記録する。そして、親機１は、携帯情報端末２からの接続要求を受信した
ときに、この不在着信履歴に関する情報を表示データとして携帯情報端末２へ送信する。
この点は後段で詳細に説明する。
【００３５】
　以下、携帯情報端末２の構成例について説明する。図３において、携帯情報端末２は、
マイクロコンピュータを中心とし構成される主制御部１０を備えている。また、各種の操
作を受け付け、各種状態の表示を行うためのタッチパネル等の操作表示部１１を備えてい
る。操作表示部１１は、外部に露出されたタッチキーおよび液晶ディスプレイを含む。通
話部２４は、音声通話のためのマイク、スピーカ、音声増幅部などを含む。
【００３６】
　報知部１４は、着信報知手段と、例えば、入力キー操作時の確認音を鳴らす機能を兼ね
たものである。報知部１４は、例えば、小型スピーカを含み、親機１から呼出信号を受信
した場合、公衆無線回線網８から呼出信号を受信した場合に報知音を出力する。
【００３７】
　また、携帯情報端末２は、３つの無線通信部、すなわち、公衆無線通信手段７１、８０
２．１１規格通信部７２、及び、ＤＥＣＴをベースにしたＤＥＣＴ通信ユニット７３を有
する。
【００３８】
　公衆無線通信手段７１は、電波にて公衆無線回線網８との無線通信を行う。８０２．１
１規格通信部７２は、全世界的測位システムによる位置検出を行う。また、ＤＥＣＴ通信
ユニット７３は、主に自宅内に置かれるＤＥＣＴ方式コードレス電話機の親機１などの特
定機器との間で通信を行う。
【００３９】
　携帯情報端末２は、各部への電源供給を行うための２次電池を主体とする電源部１５、
及び、この電源部１５の２次電池を充電する充電回路１６を備えており、これらは何れも
携帯可能な大きさのケース内に収容されている。電源部１５は、ＤＥＣＴ通信ユニット７
３の他に、公衆無線通信手段７１、８０２．１１規格通信部７２および主制御部１０を動
作させるための電源を供給する。
【００４０】
　通話部２４は、音声通話のための音声増幅器、スピーカおよびマイクロホン等から成る
。入力キースイッチ２５は、緊急通報等の操作入力を可能にするキースイッチである。
【００４１】
　公衆無線通信手段７１は、アンテナにより受けた受信信号を復調し、受信データを出力
し、また、送信データに変調を行った送信信号をアンテナから出力するＧＳＭ（登録商標
）無線部７４と、ＧＳＭ無線部７４の動作を制御する公衆通信制御部７５を有する。
【００４２】
　携帯情報端末２は、８０２．１１規格通信部７２と、ＵＳＢ部７６を備えている。８０
２．１１規格通信部７２は、８０２．１１規格通信を介してインターネットと接続可能に
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する。ＵＳＢ部７６は、高速にデータを送受信可能な汎用性の高いシリアルインタフェー
スである。本実施の形態では、携帯情報端末２がＵＳＢインタフェースを備えているが、
ＤＥＣＴ規格による宅内無線通信を使って親機１との間で設定等の必要な通信を行うよう
にすれば、ＵＳＢ部７６は必ずしも必要ではない。
【００４３】
　携帯情報端末２のＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）７７は、携帯情報端末
２を動作するＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）、このＯＳに管理される電話機
能ソフト、または他のプログラムなどが格納される。また、ＲＯＭ７７には、電源投入時
に携帯情報端末２の初期診断を行ったり、ＯＳを読み込んだりするプログラムが格納され
たりする。
【００４４】
　携帯情報端末２のＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）７８は、携帯
情報端末２を動作するＯＳ、このＯＳに管理される電話機能ソフト、または他のアプリケ
ーションの各プログラムが展開されたり、各プログラムの作業領域として使用されたりす
る。
【００４５】
　ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂ
ｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）７９は、主制御部１０の作業領域として使用
される。また、ＥＥＰＲＯＭ７９は、ユーザによってインストールされる各種アプリケー
ションの各プログラムがファイルとして格納される。
【００４６】
　携帯情報端末２の主制御部１０は、各プログラムを実行して携帯情報端末２を統括制御
する。主制御部１０は、マイクロコンピュータを中心として、その処理プログラム上で操
作表示部１１による操作入力を常時監視し、その入力に応じた処理を行う。公衆無線通信
手段７１、８０２．１１規格通信部７２、ＤＥＣＴ通信ユニット７３は、この主制御部１
０にて制御される。
【００４７】
　タッチパネル等の操作表示部１１は、ユーザの各種操作を受け付けるためのユーザイン
タフェース（ＵＩ）として機能する。操作表示部１１は、例えば、液晶ディスプレイの表
面に配置されたタッチパネルを含む。
【００４８】
　操作表示部１１には、数字キーや、機能キーなどが表示され、これらのキーをタッチす
ると、そのキーに相当する操作情報を主制御部１０が読み取る。また、主制御部１０の制
御により、操作表示部１１の液晶ディスプレイには、電話番号や、親機１から送信される
各種のデータが表示される。
【００４９】
　ユーザの操作としては、電話の受発信のほか、電話帳の表示、操作メニューの表示など
があり、情報端末としてのあらゆるアプリの操作が操作表示部１１によって行われる。ま
た、ロケータ５を呼び出す操作（呼出操作）、ロケータ５の操作に関する状況をユーザに
確認させる表示および操作等も、この操作表示部１１によって行う。
【００５０】
　携帯情報端末２のＤＥＣＴ通信ユニット７３は、音声データを変調した無線信号を親機
１へ出力したり、親機１からの無線信号で送られてくるデータを復調したりする。
【００５１】
　ＤＥＣＴ通信ユニット７３は、第１クロック生成部３２、タイマ部３３、スイッチ３４
を有する。また、ＤＥＣＴ通信ユニット７３は、ＤＥＣＴ通信のための制御部及びその他
通信のための部分を含む通信ブロックを有し、これはスイッチ３４がオンになった時に供
給される電力で動作する。この通信ブロックの中では、ＤＥＣＴクロック生成部２２、タ
イマ部２３、フレーム処理部２６、無線通信部２７、ＤＥＣＴ通信制御部２８、ＲＯＭ２
９、ＲＡＭ３０、ＥＥＰＲＯＭ５１を有する。
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【００５２】
　第１クロック生成部３２は、電源部１５から常時供給される電源に基づいて、タイマ部
３３が動作するのに用いられるクロック信号を生成する。第１クロック生成部３２は、例
えば、水晶発振回路を含む。
【００５３】
　無線通信部２７は、親機１との間でＤＥＣＴ規格による無線通信を行う。無線通信部２
７の中の同期制御部２７ａは、ＤＥＣＴクロック生成部２２の基準クロックに基づいて、
無線通信部２７による通信信号の通信タイミングを決定する。
【００５４】
　ＤＥＣＴ通信制御部２８は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
　Ｕｎｉｔ）を含み、上記各部と連携することでＤＥＣＴ通信動作を制御する。ＤＥＣＴ
通信制御部２８による制御については、後述する。
【００５５】
　フレーム処理部２６は、その時の動作モードに合うプロトコルにより信号を生成し、Ｄ
ＥＣＴ通信制御部２８によって選択された通信相手の識別情報を含めてフレーム構成の信
号を無線通信部２７へ渡す。無線通信部２７は、各種信号を送信する。また、フレーム処
理部２６は、無線通信部２７にて受信された信号データを受け、その時の動作モードに合
うプロトコルに沿って必要な情報を取り出す。
【００５６】
　例えば、操作表示部１１を介してＤＥＣＴ通信モードの起動操作がなされると、ＤＥＣ
Ｔ通信制御部２８は、無線通信部２７を制御して親機１の制御信号をサーチする動作を開
始する。無線通信部２７にて受信された信号は、ＤＥＣＴ通信制御部２８に送られ、それ
が親機１から送られる制御信号であれば、受信したデータから同期の為に必要な情報を取
り出し、ＤＥＣＴ通信制御部２８および無線通信部２７へ渡す。
【００５７】
　ＥＥＰＲＯＭ５１は、携帯情報端末２の自身のＩＤ（以下、「携帯情報端末ＩＤ」とい
う）、及び、親機１のＩＤを格納している。携帯情報端末ＩＤは、予め割り当てられる固
有の識別子である。
【００５８】
　ＤＥＣＴクロック生成部２２は、例えば、水晶発振回路を含み、スイッチ３４を介して
電源部１５から供給される電源によって動作し、第１クロック生成部３２の低速クロック
よりも速い高速クロックを通信ブロックの各部へ供給し、通信の為の動作はこの高速クロ
ックによって制御される。無線通信部２７に設けられた同期制御部２７ａは、ＤＥＣＴク
ロック生成部２２の基準クロックに基づいて、無線通信部２７による通信信号の通信タイ
ミングを決定する。
【００５９】
　ＤＥＣＴ通信制御部２８は、ＤＥＣＴクロック生成部２２において生成されるクロック
信号に基づいて動作し、通信ブロック全体の動作を制御する。ＤＥＣＴ通信制御部２８は
、ＲＯＭ２９に格納された制御プログラムを実行することにより、親機１との通信のため
の制御を行う。
【００６０】
　タイマ部２３は、ＤＥＣＴクロック生成部２２からのクロック信号に基づいて、規定の
時間を計測し、複数の時間を別々に計ることが可能である。例えば、タイマ部２３は、第
２タイマとして動作する。第２タイマは、親機１からの信号の受信をトリガとして計時を
開始し（第２タイマの起動）、所定時間の経過により計時を終了する（第２タイマの満了
）。また、タイマ部２３は、第３タイマとして動作する。第３タイマは、電源部１５への
電池の挿入をトリガとして計時を開始し（第３タイマの起動）、所定時間の経過により計
時を終了する（第３タイマの満了）。
【００６１】
　ＲＡＭ３０は、ＤＥＣＴ通信制御部２８の作業用メモリである。ＥＥＰＲＯＭ５１は、
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ＤＥＣＴ通信に関わる各種登録情報を格納する。
【００６２】
　以下、携帯情報端末２のＤＥＣＴ通信ユニット７３の間欠動作について説明する。スイ
ッチ３４は、オン状態にあるときに通信ブロックへ電源部１５から電力を供給し、オフ状
態にあるときには通信ブロックに対する電力の供給を遮断する。電力の供給が遮断される
と、通信ブロックはスリープ状態になる。
【００６３】
　タイマ部３３は、第１タイマとして動作する。第１タイマは、前記通信ブロックのスリ
ープ期間として予め定められた時間をカウントし、かかる期間が満了するごとに、スイッ
チ３４をオフからオンに切り替える。すなわち、タイマ部３３は、第１クロック生成部３
２から低速クロックが供給され、この低速クロックによってカウント処理を行う。
【００６４】
　タイマ部３３は、そのレジスタ（図示せず）の中にスリープ期間を決めるための値（満
了値）を記録している。そして、タイマ部３３は、スリープ状態の時に第１クロック生成
部３２からのクロックに従ってカウントアップし、そのカウント値が満了値に達すること
によってカウントを終了する。そして、タイマ部３３は、スイッチ３４に対してカウント
が終了したことを通知する。
【００６５】
　すなわち、タイマ部３３は、通信ブロックへの電源供給を遮断したことをトリガとして
計時を開始し（第１タイマの起動）、通信ブロックの停止中の所定時間をカウントする。
そして、タイマ部３３は、計時が終了した（第１タイマの満了）時に、スイッチ３４を再
びオンに切り替え、通信ブロックへ電源の供給を開始する。
【００６６】
　このように、携帯情報端末２のＤＥＣＴ通信ユニット７３は、屋外モードである時でも
間欠的な受信動作を行っており、所定の周期でスリープ期間から復帰し、所定期間の受信
動作をしてスリープに戻ると言う動作を繰り返している。スイッチ３４は、前述のタイマ
部３３からのカウント終了の通知に従って、オフ状態からオン状態に切り替わり、通信ブ
ロックへの電源供給を開始する。
【００６７】
　なお、携帯情報端末２が備える機能部は、図３に示す機能部に限定されるものではなく
、その他の機能部を備えてもよい。その他の機能部は、携帯情報端末２の主要機能を実現
するためのものであってもよいし、主要機能を補助する補助機能を実現するためのもので
あってもよい。
【００６８】
　次に、親機１の構成例について説明する。図４は、親機１の構成例を示すブロック図で
ある。
【００６９】
　図４において、親機１は、クロック生成部６２、回線制御部６３、発信先電話番号を入
力する操作部６４、各種情報、電話番号等を表示する表示部６５、フレーム処理部６６、
無線通信部６７、制御部６８を備える。制御部６８は、各プログラムを実行して親機１を
統括制御する制御部である。
【００７０】
　また、親機１は、ＲＯＭ８０、ＲＡＭ８１、ＥＥＰＲＯＭ８２、電源部８３、報知部８
４、および、登録情報記憶部８５を備える。なお、図４においては、受話器などに設けら
れたマイク、スピーカなどは省略している。
【００７１】
　電源部８３は、親機１が動作するための電源を供給する。クロック生成部６２は、電源
部８３から供給される電源に基づいて、親機１の各部が動作するのに用いられるクロック
信号を生成する。クロック生成部６２は、例えば、水晶発振回路を含む。回線制御部６３
は、有線の電話回線網との間で通信を行う。
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【００７２】
　回線制御部６３は、制御部６８からの音声データを変調した音声信号を有線回線網へ出
力したり、有線回線網からの音声信号を復調した音声データを制御部６８へ出力したりす
る。
【００７３】
　無線通信部６７は、各子機との間でＤＥＣＴ規格による宅内無線通信を行うためのもの
であり、制御部６８からのデータを変調した無線信号を子機（無線ハンドセット４または
携帯情報端末２）へ出力したり、各子機からの無線信号を復調したデータを制御部６８へ
出力したりする。
【００７４】
　操作部６４は、ユーザの各種操作を受け付けるためのボタンである。表示部６５は、例
えば、液晶ディスプレイを含み、例えば、電話番号、親機１の操作メニューなどを表示す
る。
【００７５】
　フレーム処理部６６は、その時の動作モードに合うフレーム送信情報をフレームに埋め
込み、無線通信部６７へ渡す。フレーム処理部６６は、携帯情報端末２または無線ハンド
セット４との間で通信を行う場合はＤＥＣＴのフレーム構成を用い、ロケータ５との間で
通信を行う場合はロケータ用のフレーム構成を用いる。
【００７６】
　無線通信部６７は、携帯情報端末２および他の無線ハンドセットとの間において、ＴＤ
ＭＡ／ＴＤＤ方式を用いて無線通信を行う。本実施の形態では、無線通信部６７は、例え
ば、ＤＥＣＴプロトコルを用いて無線通信を行う。無線通信部６７に設けられた同期制御
部６７ａは、クロック生成部６２の基準クロックに基づいて、無線通信部６７による通信
信号の通信タイミングを決定する。
【００７７】
　制御部６８は、ＣＰＵを含み、上記各部と連携することで親機１全体の動作を制御する
。ＲＯＭ８０は、例えば、制御部６８が使用する制御プログラムおよび各種データを格納
する。
【００７８】
　ＲＡＭ８１には、親機１を制御するプログラムが格納されている。ＲＡＭ８１およびＥ
ＥＰＲＯＭ８２は、ＲＯＭ８０に格納されたプログラムを制御部６８が実行する際の作業
領域として使用される。
【００７９】
　報知部８４は、例えば、小型スピーカを含み、回線制御部６３から呼出信号を受信した
場合に報知音を出力する。
【００８０】
　登録情報記憶部８５は、親機１の自身のＩＤの他に、通信相手である各子機、すなわち
携帯情報端末２のＩＤ、他の無線ハンドセットのＩＤ、を格納している。登録情報記憶部
８５の中の図示せぬ子機状態管理部の情報は定期的に更新され、親機１が送信する制御信
号に対して正常に応答する子機については「応答有り」のフラグ、応答しない子機につい
ては「応答無し」のフラグを記録する。
【００８１】
　以上で、親機１の構成例についての説明を終える。
【００８２】
　次に、本実施の形態で用いるＴＤＭＡ通信における通信フレームの構成例について、図
５を用いて説明する。図５は、通常状態における親機１、無線ハンドセット４（または携
帯情報端末２）のＴＤＭＡ通信例を示す。
【００８３】
　ＤＥＣＴにおける無線通信では、例えば、図５に示すように、１０ｍｓｅｃを１フレー
ムとし、１フレームを２４スロットに区切って通信する時分割方式を用いている。親機１
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は、制御信号によって親機ＩＤを送信し、無線ハンドセット４（または携帯情報端末２）
は、制御信号を受信しながら親機ＩＤを取得し、待ち受ける親機（登録した親機）のＩＤ
と比較して同期すべき親機を選択する。
【００８４】
　なお、無線ハンドセット４（または携帯情報端末２）は、待機時では親機１へ毎フレー
ムで送信することはなく、発呼などのイベント等が発生し、通話状態になった場合のみ無
線ハンドセット４（または携帯情報端末２）から親機１への送信が行われる。その場合、
無線ハンドセット４（または携帯情報端末２）は自ら何れかのスロットを選択し、その上
りと下りのスロットを使って通信を行う。
【００８５】
　親機１は常時、フレーム毎に、ある決まったスロットで制御信号を送信している。同期
信号としての役割を持つ制御信号は、同期データ（例えば、Ｓｙｎｃｗｏｒｄ）を含む。
Ｓｙｎｃｗｏｒｄは、タイミング同期用の予め決定された既知の数字列であり、携帯情報
端末２が同期するための同期情報となる。受信側は、この既知の数字列を見つけた時点で
フレームの切り出しと取り込みを始める。
【００８６】
　ＤＥＣＴ方式では、ネットワーク毎に固有のＳｙｎｃｗｏｒｄが割り当てられ、各端末
が送信する信号には、そのＳｙｎｃｗｏｒｄが共通して含まれている。
【００８７】
　次に、上述した無線通信システムの動作例について説明する。図６は、本無線通信シス
テムにおいて、携帯情報端末２のＤＥＣＴ通信ユニット７３が親機１をサーチし、携帯情
報端末２が親機１に同期するまでの動作の一例を示すフローチャートである。
【００８８】
　まず、親機１について説明する。親機１に電力が供給されて動作を開始すると待機モー
ドを起動し、ステップＳ４１において、親機１は制御信号の送信を開始する。さらに、親
機１は、ステップＳ４２において、制御信号を送信するスロットに対して所定の時間位置
の関係にある受信用スロットにて各子機からの応答信号を受信する動作を行う。また、ス
テップＳ４３において、制御信号の中に同期情報取得を挿入して送信する。
【００８９】
　携帯情報端末２は、電源スイッチ（図示せず）がオンにされると、主制御部１０および
各部に電力が供給され、動作を開始する。動作を開始すると、操作表示部１１には図２に
示すように、ユーザがＤＥＣＴ通信の開始を指示するための「ＤＥＣＴ」ボタン（図２の
符号２ａ）が表示される。
【００９０】
　例えば、ＤＥＣＴ通信ユニット７３が動作している状態において「ＤＥＣＴ」ボタンが
押された場合、主制御部１０は、ＤＥＣＴ通信動作を停止させるべき操作であると判定し
、スイッチ３４をオフに切替えて、ＤＥＣＴ通信ユニット７３の動作を停止するように制
御する。また、ＤＥＣＴ通信ユニット７３が非動作の状態において「ＤＥＣＴ」ボタンが
押された場合、主制御部１０は、ＤＥＣＴ通信動作を開始させるべき操作であると判定し
、スイッチ３４をオンに切替えてＤＥＣＴ通信ユニット７３の動作を開始するように制御
する。
【００９１】
　ステップＳ５０において、ユーザによって「ＤＥＣＴ」ボタンが操作されると（Ｓ５０
：ＹＥＳ）、主制御部１０がその操作を検出し、これをトリガにして主制御部１０はスイ
ッチ３４をオンにする制御を行う。主制御部１０によってスイッチ３４がオンにされ、Ｄ
ＥＣＴ通信ユニット７３の通信ブロックへ電力が供給されると、ＤＥＣＴ通信制御部２８
が動作を開始する（ステップＳ５１）。主制御部１０によって検出された「ＤＥＣＴ」ボ
タン操作の情報は、ＤＥＣＴ通信制御部２８に送られる。
【００９２】
　ステップＳ５１においてＤＥＣＴ通信ユニット７３へ電力が供給されると、ＤＥＣＴ通
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信ユニット７３のＤＥＣＴ通信制御部２８は、無線通信部２７に指示を出して、親機１か
らの信号を連続して探す（オープンサーチ）ための受信動作を開始させる（ステップＳ５
２）。そして、ＤＥＣＴクロック生成部２２からの高速なクロックをカウントするタイマ
部２３により第２タイマが起動する。この第２タイマの起動により、携帯情報端末２は親
機１からの信号を受信可能な状態になる。
【００９３】
　ステップＳ５３において、無線通信部２７にて親機１からの制御信号が受信されると（
Ｓ５３：ＹＥＳ）、フローはステップＳ５５へ進む。ステップＳ５３において信号が受信
されていない場合は（Ｓ５３：ＮＯ）、フローはステップＳ５４へ進む。
【００９４】
　制御信号が受信されない場合、ステップＳ５４において、ＤＥＣＴ通信制御部２８は、
第２タイマが満了したか否かを判断する。ステップＳ５４の判断の結果、第２タイマが満
了していない場合（Ｓ５４：ＮＯ）、フローはステップＳ５３へ戻る。一方、ステップＳ
５４の判断の結果、第２タイマが満了した場合（Ｓ５４：ＹＥＳ）、フローはステップＳ
６１へ進む。
【００９５】
　一方、制御信号が受信された場合、ステップＳ５５において、ＤＥＣＴ通信制御部２８
は、無線通信部２７を介して応答信号を送信し、ステップＳ５６において、親機１から送
られる情報に従って、親機１との間でＴＤＭＡ同期を確立する。ステップＳ５２からステ
ップＳ５６までの動作は前述した図５の通りである。
【００９６】
　ステップＳ５７において、ＤＥＣＴ通信制御部２８は、ＤＥＣＴによる通信が可能であ
ると判断して、その情報を主制御部１０へ伝え、主制御部１０は屋内モードを起動し、操
作表示部１１に「ＤＥＣＴ接続中」を意味する表示をする。例えば、「ＤＥＣＴ」文字の
隣にアンテナマークを表示する。
【００９７】
　ステップＳ５８において、ＤＥＣＴ通信ユニット７３は、親機１との間で、ＤＥＣＴ同
期モードの通信を行う。待機時においては、図５に示したように、親機１からの制御信号
を受信しながら同期状態を維持する。そして、何らかのイベントが発生した場合には、Ｄ
ＥＣＴ通信ユニット７３に関する信号を親機１へ送る。
【００９８】
　例えば、携帯情報端末２のユーザが固定電話での発信の操作をした場合、発信操作を意
味する信号を親機１へ送る。あるいは、親機１からの制御信号によって固定電話網からの
着信があることを示す情報が送られた場合、図５に示したように、ＤＥＣＴ通信ユニット
７３は親機１に対して、種々の通知信号を送信する。また、その他必要な情報、例えば、
受信電界強度、エラー情報などを親機１に対して通知する。
【００９９】
　また、携帯情報端末２のユーザが着信履歴要求操作、または親機への接続要求を意味す
る操作をした場合は、ＤＥＣＴ通信ユニット７３は、親機１へ着信履歴を要求する信号を
送信する。親機１は、携帯情報端末２からの要求に従って、不在着信履歴に関する情報を
携帯情報端末２へ送信する。
【０１００】
　また、ステップＳ５８において、固定電話網を介した音声通話が開始された場合は、Ｄ
ＥＣＴ通信ユニット７３は、上り／下りでそれぞれ１スロットを使って親機１との間で音
声データの送受信を行う。
【０１０１】
　ステップＳ５９において、ＤＥＣＴ通信ユニット７３は、親機１からの制御信号を受信
できない場合（Ｓ５９：ＮＯ）、ＤＥＣＴ通信制御部２８は、ＤＥＣＴによる通信が不可
能になったと判断し、その情報を主制御部１０へ伝え、フローはステップＳ６１へ進む。
また、ＤＥＣＴ通信ユニット７３は、親機１からの制御信号を受信できた場合（Ｓ５９：
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ＹＥＳ）、フローはステップＳ６０に進む。
【０１０２】
　ステップＳ６１において、主制御部１０は屋外モードを起動し、操作表示部１１に「Ｄ
ＥＣＴ非接続」を意味する表示をする。例えば、図７に示すように、「ＤＥＣＴ」文字の
隣のアンテナマークに重ねて「×」を表示する。そして、ステップＳ６２において、ＤＥ
ＣＴ通信ユニット７３は、スイッチ３４をオフにすることにより通信ブロックへの電源を
遮断する。
【０１０３】
　ステップＳ６０では、前述の「ＤＥＣＴ」ボタン（２ａ）が操作されか否かを判定する
。ＤＥＣＴ通信ユニット７３が動作している状態で「ＤＥＣＴ」ボタンが操作されると（
ステップＳ６０：ＹＥＳ）、制御部１０は、ＤＥＣＴ通信動作を停止させるべき操作であ
ると判定し、前述のステップＳ６１において屋外モードを起動し、スイッチ３４をオフに
切替えてＤＥＣＴ通信ユニット７３の動作を停止するように制御する。
【０１０４】
　このように、携帯情報端末２は、ＤＥＣＴ通信ユニット７３が動作して親機１との間で
通信可能な状態（ＴＤＭＡ同期を確立）であるときに「ＤＥＣＴ」ボタンが操作されるこ
とにより、ＤＥＣＴ通信動作を停止させ、「ＤＥＣＴ非接続」を意味する表示をする。こ
の状態では、携帯情報端末２は親機１からの信号を探すオープンサーチの動作を一切行わ
ないので、電力消費を削減することができる。例えば、ユーザが携帯情報端末２を持って
外出する際にこの操作を行うことにより、外出中の携帯情報端末２の２次電池を長持ちさ
せることができる。
【０１０５】
　ステップＳ６２にて通信ブロックへの電源を遮断すると、その電源を遮断したことをト
リガとして、第１クロック生成部３２からの低速なクロックをカウントするタイマ部３３
により第１タイマが起動する。その後、ＤＥＣＴ通信ユニット７３の通信動作停止中は、
第１タイマがカウントアップされる。
【０１０６】
　なお、ＤＥＣＴ通信ユニット７３の動作停止中であっても、前述のように操作表示部１
１にはユーザがＤＥＣＴ通信の開始を指示するための「ＤＥＣＴ」ボタンが表示されてい
る。
【０１０７】
　ステップＳ６３において、第１タイマがカウント中の間（満了する前）は、ＤＥＣＴ通
信ユニット７３の通信動作は停止されている（ステップＳ６３：ＮＯ）。この状態で前述
の「ＤＥＣＴ」ボタンが操作されると（ステップＳ６４：ＹＥＳ）、主制御部１０がその
操作を検出し、これをトリガにして主制御部１０はスイッチ３４をオンにする制御を行う
。
【０１０８】
　また、この状態で、ユーザが着信履歴要求を含む操作を行った場合も（ステップＳ６５
：ＹＥＳ）、主制御部１０がその操作を検出し、それをトリガにして主制御部１０はスイ
ッチ３４をオンにする制御を行う。
【０１０９】
　主制御部１０によってスイッチ３４がオンにされ、ＤＥＣＴ通信ユニット７３の通信ブ
ロックへ電力が供給されると、前述のステップＳ５１に移行し、ＤＥＣＴ通信ユニット７
３へ電力が供給され、ステップＳ５２において、ＤＥＣＴ通信制御部２８は、無線通信部
２７に指示を出して受信動作を開始させる。また、操作された情報が主制御部１０からＤ
ＥＣＴ通信制御部２８に送られる。これ以後、上述したステップＳ５２以降の動作が再び
行われ、ＤＥＣＴ通信ユニット７３の通信動作が再開される。
【０１１０】
　ステップＳ６４及びステップＳ６５の結果、「ＤＥＣＴ」ボタンの操作または着信履歴
要求の操作が為されない場合（ステップＳ６４：ＮＯ、ステップＳ６５：ＮＯ）は、ステ
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ップＳ６３へ戻り、第１タイマが満了するまでの間はＤＥＣＴ通信ユニット７３の通信動
作が停止される。
【０１１１】
　ステップＳ６２の判断の結果、第１タイマが満了した場合（ステップＳ６３：ＹＥＳ）
、フローは再びステップＳ５１へ戻り、ＤＥＣＴ通信制御部２８は、無線通信部２７に指
示を出して受信動作を開始させ、上述したステップＳ５２以降の動作が再び行われ、ＤＥ
ＣＴ通信ユニット７３の通信動作が再開される。
【０１１２】
　なお、親機１においては、ステップＳ４４において、前述のような携帯情報端末または
その他の子機からのイベントに関する通知信号を受信し、また、これら子機の状態を把握
するための通信を行う。また、固定電話網を介した音声通話が開始された場合は、携帯情
報端末またはその他の子機との間で上り／下りでそれぞれ１スロットを使って音声データ
の送受信を行う。
【０１１３】
　なお、携帯情報端末２の８０２．１１規格通信部７２が動作している場合には、必要に
応じて携帯情報端末２と８０２．１１規格のアクセスポイントとの間で通信が行われる。
【０１１４】
　また、携帯情報端末２から着信履歴を要求する信号を送信された場合、親機１は、携帯
情報端末２からの要求に従って、不在着信履歴に関する情報を携帯情報端末２へ送信する
。
【０１１５】
　ステップＳ４５において、登録された子機の中で親機１からの制御信号に対して応答を
しない子機があるか否かを判断する。親機からの要求に対して応答をしない子機がある場
合（ステップＳ４５：ＹＥＳ）は、ステップＳ４６において、登録情報記憶部８５の中の
子機状態管理部の情報を更新し、当該子機について「応答無し」のフラグを立てる。また
、ステップＳ４５において、親機１からの要求に対して応答をしない子機がない場合（ス
テップＳ４５：ＮＯ）は、フローはステップＳ４１に戻る。
【０１１６】
　図８は、本無線通信システムにおいて、携帯情報端末２が親機１に同期する動作の一例
を示すタイミングチャートである。前述のように親機１は、周期ｈで、所定の受信周波数
を使って所定の送信スロットにて制御信号を送信している。ｈはＤＥＣＴの１フレーム（
１０ｍｓ）である。
【０１１７】
　携帯情報端末２において、電源が投入されて動作を開始した場合、または、操作表示部
１１にて所定の操作がなされることによって親機接続モードが起動されると、ＤＥＣＴ通
信制御部２８は、タイマ部２３を起動させるとともに、無線通信部２７に親機１からの信
号を探すための連続受信（オープンサーチ）を行うように制御する。オープンサーチでは
、受信周波数を切り替えながら連続受信動作を行い、受信したデータはフレーム処理部２
６へ送られ、情報が取り出される。
【０１１８】
　あるタイミングにおいて、無線通信部２７の受信周波数と制御信号（図８の記号Ｃ）の
送信周波数とが一致すると、無線通信部２７にて受信された信号のデータがフレーム処理
部２６へ送られ、同期のための情報が存在すると親機１からの制御信号が受信されたこと
を認識し、ＤＥＣＴ通信制御部２８は、同期のための情報が揃った時点で連続受信を停止
する。
【０１１９】
　親機１からの制御信号が受信されない場合は、ＤＥＣＴ通信制御部２８は所定の期間だ
けオープンサーチを繰り返す。所定の期間だけオープンサーチを行なっても、親機１から
の制御信号が受信されない場合は、その後、携帯情報端末２はスリープ状態に入る。
【０１２０】
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　オープンサーチにおいて、ＤＥＣＴ通信制御部２８は、１つのスロットにて親機１から
の制御信号（図８の記号Ｃ）を受信できると、その制御信号に載せて親機１から送られた
タイミング情報を受け取ることができ、このタイミング情報を基に応答信号を送るための
送信用スロット（スロットｎ）を決定し、応答信号送信の準備を開始する。そして、携帯
情報端末２は、スロットｎを用いて応答信号を送信する。また、ＤＥＣＴ通信制御部２８
は、当該制御信号に載せて親機１から送られたタイミング情報を基に、以降の制御信号を
受信するための受信用スロット（スロットｒ）を決定する。
【０１２１】
　一方、親機１では、携帯情報端末２からスロットｎを用いて送られる応答信号を受信す
ると、登録情報記憶部８５の中の子機状態管理部の情報を更新し、携帯情報端末２につい
て「応答有り」のフラグを立てる。
【０１２２】
　携帯情報端末２のＤＥＣＴ通信制御部２８は、送信用スロット（スロットｎ）にて所定
の回数あるいは必要な通知が完了するまで応答信号を送信する。以降は、制御信号を受信
するための受信用スロット（スロットｒ）において受信動作を行い、親機１から送られる
制御信号を受信しながら親機１への同期を維持する。このようにして、例えば図２のよう
に、お互いの信号が届く範囲内では、携帯情報端末２が親機１に同期して通信できる。
【０１２３】
　例えば、ユーザが携帯情報端末２を持ったまま外出し、図７のように、携帯情報端末２
が親機１から離れて信号到達圏外になれば、ＤＥＣＴ通信ユニット７３は、親機１を連続
的にサーチすることはせず、第１タイマによって規定されるインターバルで起動され、親
機１をサーチしてスリープ状態に入る（図６におけるＳ６０～Ｓ６４）。
【０１２４】
　前述のように、携帯情報端末２が信号到達圏外にある時には「ＤＥＣＴ非接続」を意味
する表示（図７の×マーク）を行うことにより、ユーザに注意を促すことができる。また
、携帯情報端末２がスリープ状態であっても、ユーザが「ＤＥＣＴ」ボタン（２ａ）を操
作することにより、または図１３に示す「外線発信」ボタンや設定メニューを操作して着
信履歴要求を含む操作をすることによって、携帯情報端末２のＤＥＣＴ通信ユニット７３
が動作を再開し、親機１からの信号を探すための連続受信（オープンサーチ）を開始する
。
【０１２５】
　例えば、ユーザが携帯情報端末２を持って帰宅し、図９のように、携帯情報端末２が親
機１の信号到達圏内になった状態で、ユーザが着信履歴要求を含む所定の操作をすると、
オープンサーチによって携帯情報端末２は親機１の制御信号を受信し、直ぐに親機１との
通信を再開できる。
【０１２６】
　なお、第１タイマによって規定されるインターバルは、例えば、１～２分が良い。また
携帯情報端末２の消費電力削減を重視すると、最大５分でも良い。
【０１２７】
　以上のように構成される本発明の無線通信システムの、親機１にて記録される着信履歴
およびメッセージ有無の記録、および携帯情報端末２の動作および表示に関して、図面に
基づいて具体的に説明する。
【０１２８】
　図１０は、親機１に記録される着信履歴情報を示す。親機１は、有線回線網７からの着
信があると、着信情報（発信者電話番号、発信者名、時刻等）を記録する。着信の際に、
誰も応答しない場合は、図１０に示すように、応答フラグの項目に「未応答」を記録する
。また、着信の際に、発呼者が留守番電話メッセージを録音した場合、着信履歴情報のメ
ッセージＩＤの項目に各メッセージを特定する為のＩＤ番号を記録する。これらの着信履
歴情報は、親機１のＥＥＰＲＯＭ７９にファイルとして格納される。
【０１２９】
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　親機１は、前述のように携帯情報端末２から着信履歴要求を含む接続要求を受信したと
きに、この不在着信履歴に関する情報を表示データとして携帯情報端末２へ送信する。こ
れにより、携帯情報端末２は、親機１から送信された表示データを受信して操作表示部１
１に表示することができる。この結果、携帯情報端末２を持って外出し、帰宅した時に不
在着信履歴があればそのリストが表示されるので、ユーザは親機を携帯情報端末２と接続
するだけで不在着信があったことを認識することができる。ユーザは、不在着信があれば
、その発信元へ発信する場合が多いので、不在着信があったときにその履歴が表示される
ことで使い勝手が向上する。
【０１３０】
　図１１は、親機１が未応答着信履歴を携帯情報端末２へ送るための動作の一例を示すフ
ローチャートである。なお、無線通信システムの親機１に携帯情報端末２を識別する識別
情報が登録されることより、携帯情報端末２は無線ハンドセット４と同様に親機１の子機
として動作可能である。
【０１３１】
　図１１に示すように、まず親機１は、有線回線網７を介して着信待ちをしており（ステ
ップＳ７０）、また、発信操作が行われているか否かを判定する（ステップＳ７１）。着
信も発信操作も無い場合は待機状態が維持される（ステップＳ７０：ＮＯ、ステップＳ７
１：ＮＯ）。
【０１３２】
　親機１は、回線制御部６３を介して着信を検出すると（ステップＳ７０：ＹＥＳ）、発
信元の識別する電話番号情報、発信者名がある場合には発信者名情報、着信時刻情報を親
機１の履歴情報記録部８２ａへ格納する（ステップＳ７２）。
【０１３３】
　そして、親機１または無線ハンドセット４で着信に応答しなかったときは（ステップＳ
７３：ＮＯ）、不在着信として処理され、応答フラグの項目に「応答なし」と記録する（
ステップＳ７４）。また、着信の際に、発呼者がメッセージを録音した場合（ステップＳ
７５：ＹＥＳ）、メッセージＩＤの項目に各メッセージを特定するためのＩＤ番号を記録
する（ステップＳ７６）。
【０１３４】
　また、親機１は、着信が検出されない状態であっても発信操作が行われているか否かを
判定し（ステップＳ７１）、発信操作が行われるとダイヤル番号発信の動作を行い（ステ
ップＳ７７）、相手先電話番号および時刻情報を発信履歴として親機１の履歴情報記録部
８２ａへ格納する（ステップＳ７８）。このように、親機１は、着信履歴、応答の有無、
または発信履歴を蓄積する。
【０１３５】
　親機１または無線ハンドセット４で着信に応答したとき（ステップＳ７３：ＹＥＳ）、
または、ステップＳ７８の処理が行われたとき、ステップＳ７９において、親機１は、通
話動作を行い、フローはステップＳ７０に戻る。
【０１３６】
　携帯情報端末２上で動作するアプリケーションプログラムの中のＤＥＣＴ通信プログラ
ム（以下、「ＤＥＣＴアプリ」と呼ぶ）は、ユーザが「ＤＥＣＴ」ボタンを操作すること
によって「ＤＥＣＴ接続」のモードが起動されている時には、ＤＥＣＴ通信制御部２８が
、無線通信部２７に指示を出して親機１からの信号を探す（オープンサーチ）ための受信
動作を行う。このオープンサーチは、必要な場合には高い頻度で連続的に行い、所定時間
連続的に行なっても親機１からの信号が検出できない場合は、所定時間おきに実行する間
欠的オープンサーチに切替える。
【０１３７】
　また、たとえユーザが「ＤＥＣＴ接続」の状態で「ＤＥＣＴ」ボタンを操作することに
よって携帯情報端末２が「ＤＥＣＴ非接続」の状態に置かれている場合であっても、親機
接続動作を含む機能を起動する所定の操作が為されることにより、制御部１０は強制的に
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スイッチ３４をオンにする制御し、ＤＥＣＴ通信ユニット７３の通信ブロックへ電力が供
給される。ＤＥＣＴ通信制御部２８は、無線通信部２７に指示を出して親機１からの信号
を探す（オープンサーチ）ための受信動作を開始する。
【０１３８】
　また、この間欠的なオープンサーチの時間間隔は、信号検出に失敗する回数が多くなる
ほど長くなるように切替えられ、最長５分に一回の頻度で親機信号のオープンサーチを行
う。
【０１３９】
　携帯情報端末２は、間欠的なオープンサーチの時間間隔が長い場合でも、ユーザが操作
表示部１１によってＤＥＣＴ接続要求を含む何らかの操作を行った場合に、その操作をト
リガとして親機信号のオープンサーチを開始する。例えば、ユーザが外出から帰宅した時
、直ぐに留守中の着信履歴を確認したい場合は、操作表示部１１によって着信履歴確認の
操作を行うことにより、たとえ前回のサーチから５分が経過する前であってもオープンサ
ーチを開始し、親機１とＤＥＣＴによる接続を再開することができる。
【０１４０】
　図１２は、携帯情報端末２が未応答着信履歴を入手するための動作の一例を示すフロー
チャートである。携帯情報端末２は、親機１への接続要求を含む操作が為されるか否かを
判定する（ステップＳ９０）。接続要求を含む操作としては、例えば、外線発信、内線発
信、着信履歴確認などの操作が含まれる。また、親機１に対する電話帳転送や、その他親
機に関する種々の設定のための操作が含まれる。
【０１４１】
　ユーザが操作表示部１１によって例えば着信履歴確認の操作を行うと（Ｓ９０：ＹＥＳ
）、主制御部１０によってスイッチ３４がオンにされ、ＤＥＣＴ通信ユニット７３の通信
ブロックへ電力が供給され、ＤＥＣＴ通信制御部２８がオープンサーチを開始する（ステ
ップＳ９１）。
【０１４２】
　図１３は、携帯情報端末２の操作表示部１１の一例を示す。ユーザは操作表示部１１の
上の「着信確認」のアイコン（２ｂ）を押すことにより、ＤＥＣＴ通信ユニット７３の通
信ブロックへ電力が供給され、親機１のサーチ動作が開始される。または、操作表示部１
１の上の「外線発信」、「内線発信」のアイコンを押すことによっても、親機１のサーチ
動作が開始される。または、操作表示部１１の上の「設定」のアイコン（２ｃ）を押すこ
とにより、各種設定機能のメニュー表示に切り替わり、このニュー表示の中の「電話帳転
送」、「親機設定」、「発信履歴」のような親機１との通信が必要な機能を選択すること
によっても親機１のサーチ動作が開始される。
【０１４３】
　図６に沿って説明した場合と同様に、携帯情報端末２は、親機１からの制御信号を受信
できた場合は、ＤＥＣＴ用プロトコルに従って親機１に同期して通信を開始する。すなわ
ち、ＤＥＣＴ通信制御部２８は、親機１から送られる制御信号から同期の為に必要な情報
を取り出し（ステップＳ９２）、その情報に基づいて親機１が送信するスロット及び周波
数を判別し、さらに、その情報に基づいて携帯情報端末２から親機１に送信すべきスロッ
ト及び周波数を判別し、無線通信部２７はこれらの情報に従って、親機１との間で同期通
信を行う（ステップＳ９３）。
【０１４４】
　携帯情報端末２と親機１との間で同期通信が開始されると、携帯情報端末２にて為され
る着信履歴確認の操作に応じて、携帯情報端末２は着信履歴情報を要求する為の通知信号
を親機１へ送る。親機１は、前述のような携帯情報端末２からの通知信号を受信し、携帯
情報端末２から着信履歴情報が要求された場合は、着信履歴情報を携帯情報端末２へ送信
する（ステップＳ９４）。
【０１４５】
　図１２において、携帯情報端末２は、親機１から送られる情報の受信が完了すると（ス
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テップＳ９５：ＹＥＳ）、操作表示部１１に着信履歴情報を表示する（ステップＳ９６）
。このときの携帯情報端末２の操作表示部１１の表示例を図１４に示す。
【０１４６】
　図１４の例では、操作表示部１１には最新３件の未応答の着信情報が表示される。例え
ば、７月２４日　ａｍ９時２５分の「ＨＩＧＨ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏ．，ＬＴＤ」からの着
信では、「Ｍｓｇ」のアイコン（２ｄ）によって留守番電話メッセージが記録されている
ことを表示している。また、７月２４日　ａｍ１０時１０分の着信では、発信側の名前の
情報が取得できなかったので、電話番号を表示している。
【０１４７】
　なお、以上では、携帯情報端末２の操作表示部１１に着信履歴情報を表示する例を説明
したが、宅内のある無線ハンドセット４にも着信履歴情報を表示できる。図１５は、無線
ハンドセット４の表示部に未応答の着信情報を表示した例を示す。ただし、無線ハンドセ
ット４の表示部は小型であるため、一度に表示できる件数は１件であり、ユーザはスクロ
ールしながら複数の着信履歴情報を見る必要がある。
【０１４８】
　このように、本実施の形態に係る無線通信システムによって、無線ハンドセット４だけ
でなく、親機１を介して携帯情報端末２を用いて有線回線網７へ発信し、有線回線網７を
介した通話を行うことができる。また、携帯情報端末２を持って外出から帰宅したユーザ
が、親機接続動作を含む機能を使う操作をすることにより、携帯情報端末２は直ぐに親機
サーチ動作を開始し、親機１の制御信号を検出すると、親機１へ接続要求を送信すること
で、不在着信履歴があるときには、親機１から携帯情報端末２へ不在着信履歴の情報が表
示データとして送信され、携帯情報端末２の操作表示部１１へ表示され、ユーザは手に持
った携帯情報端末２の画面で不在着信履歴を知ることができる。
【０１４９】
　本無線通信システムでは、携帯情報端末２の「ＤＥＣＴ」ボタンによってもＤＥＣＴ通
信を開始することができるが、ユーザが帰宅時に直ぐに未応答の着信情報を確認したい場
合には、「ＤＥＣＴ」ボタンを操作する必要はなく、ユーザは「着信確認」のアイコン操
作をするだけで携帯情報端末２のＤＥＣＴ通信ユニット７３が動作を再開し、直ぐに目的
の動作をさせることができる。
【０１５０】
　また、本実施の形態に係る無線通信システムは、「着信確認」だけでなく、親機接続動
作を含む機能を起動するための操作（所定の操作）をすることによって自動的に親機サー
チ動作を開始する。従って、たとえ「ＤＥＣＴ」ボタンによってＤＥＣＴ通信機能がオフ
にされている状態であっても、携帯情報端末２は所定の操作をすることによって自動的に
親機サーチ動作を開始し、親機１の制御信号を検出できればそれをトリガとして在宅モー
ドに自動的に切り替えるので、ユーザは在宅モードへの切り替えを意識する必要がなくな
る。
【０１５１】
　そして、携帯情報端末２の操作表示部１１を操作することで、その操作内容が親機１へ
送信され、例えば、ユーザはすぐ不在着信の発信元へ発信することができる。このように
、無線ハンドセット４の限られた機能ではなく、広い表示画面を有する高機能な携帯情報
端末２によって表示および操作ができるという利便性を得ることができる。また、帰宅時
に、留守中の着信の記録を操作表示部１１に視覚的に表示するだけでなく、未応答の着信
情報がある場合には、お知らせ音などを鳴らすことにより、ユーザへの注意喚起ができる
。
【０１５２】
　（実施の形態２）
　なお、以上の例では携帯情報端末２は、親機１との通信ができなくなった後は第１タイ
マによって規定されるインターバル（第１の所定の周期）で親機１をサーチする動作を行
っているが、さらに所定の期間が経過した後、インターバルの周期を長く変更してもよい
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。携帯情報端末２は、親機１の信号が受信できない場合、親機１のサーチを頻繁に行うと
無駄な電池消耗になるので、サーチの周期を順次長くし、例えば最大５分まで長くしても
良い。
【０１５３】
　すなわち、携帯情報端末２は、親機１との通信ができなくなった後は、第１タイマによ
って規定される第１の所定の周期で親機１をサーチし、その後、次に来る所定の期間が経
過した時に第１タイマの満了値を変更し、第１の所定の周期より長い満了値（第２の所定
の周期）を第１タイマに設定する。
【０１５４】
　このように段階的に親機１をサーチする周期を長くすることにより、ユーザが「ＤＥＣ
Ｔ」ボタンを操作しないまま外出してしまっても、親機サーチ動作の実行周期は非常に長
くなり、携帯情報端末２の無駄な動作を少なくでき、外出中の携帯情報端末２の２次電池
を長持ちさせることができる。また、その状態でユーザが帰宅した際には、少なくとも最
大周期の時間以内（例えば５分）で親機サーチの動作を実行するので、携帯情報端末２は
自動的に親機１と再接続でき、ユーザへ不在着信履歴等の情報を知らせることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１５５】
　本発明にかかる無線通信システム及び携帯情報端末は、近距離の無線通信装置と高機能
の携帯情報端末とを連携させた場合に、動作モードの切替えを自動で行うことができ、無
駄な動作を無くし、消費電力を低減することができる。
【符号の説明】
【０１５６】
　１　親機
　２　携帯情報端末
　４　無線ハンドセット
　５　ロケータ
　７　有線回線網
　８　公衆無線回線網
　１０　主制御部
　１１　操作表示部
　１４、８４　報知部
　１５、８３　電源部
　１６　充電回路
　２２　ＤＥＣＴクロック生成部
　２３、３３　タイマ部
　２４　通話部
　２５　入力キースイッチ
　２６、６６　フレーム処理部
　２７、６７　無線通信部
　２８　ＤＥＣＴ通信制御部
　２９、７７、８０　ＲＯＭ
　３０、７８、８１　ＲＡＭ
　３２　第１クロック生成部
　３４　スイッチ
　５１、７９、８２　ＥＥＰＲＯＭ
　７１　公衆無線通信手段
　７２　８０２．１１規格通信部
　７３　ＤＥＣＴ通信ユニット
　７４　ＧＳＭ無線部
　７５　公衆通信制御部
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　７６　ＵＳＢ部
　６２　クロック生成部
　６３　回線制御部
　６４　操作部
　６５　表示部
　６８　制御部
　８５　登録情報記憶部
【要約】
【課題】ユーザが帰宅時に携帯情報端末と親機とを容易に再接続させ、留守中の着信情報
等を知ることができる無線通信システムを提供すること。
【解決手段】携帯情報端末２は、親機１の信号が受信されない場合にスリープ状態に入り
、所定の操作が為されると親機１をサーチし、親機１に再接続した場合には、親機１から
送られる事項に関する情報を操作表示部１１に表示するので、ユーザが帰宅する際にモー
ド切り替えを忘れても、所定の操作が為されると直ぐに親機サーチを行ない、簡単な操作
でユーザが所望する時に宅内の親機１から必要な情報を得ることができる。
【選択図】図２

【図３】 【図４】
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