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(57)【要約】
　本発明は、第１の通信装置を操作する第１のユーザか
ら少なくとも第２の通信装置への通信メッセージの送信
に関する。第１の通信装置はスイッチ、記録装置、選択
装置、及び記録装置を備える。この発明は、第１のユー
ザによるスイッチの操作によって生じる第１の通信装置
のスイッチの活性化／非活性化を検出する工程と、スイ
ッチが活性化されているときに記録装置を動作させる工
程と、記録装置によって記録された情報をデジタル符号
化する工程と、デジタル符号化された情報をデジタルメ
ッセージへパッケージ化する工程と、ユーザによるさら
なる行動がなく、スイッチが非活性化されたとき、ユー
ザによって選択される記録によって識別されるネットワ
ークアドレスへデジタルメッセージを送信する工程と、
からなる方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スイッチ及び記録装置を備える第１の通信装置を操作する第１のユーザから少なくとも
第２の通信装置に通信メッセージを送信するための方法であって、
　第１のユーザによるスイッチの操作によって生じる第１の通信装置のスイッチの活性化
／非活性化を検出する検出工程と、
　スイッチが活性化されているときに記録装置を動作させる動作工程と、
　記録装置によって記録された情報をデジタル符号化する符号化工程と、
　デジタル符号化された情報をデジタルメッセージへパッケージ化するパッケージ化工程
と、
　ユーザによるさらなる行動がなく、スイッチが非活性化されたとき、デジタルメッセー
ジをネットワークアドレスへ送信する送信工程と、からなる方法。
【請求項２】
　通信装置は提示装置及び選択装置を含むことと、
　選択装置を用いるユーザによる１つ以上の記録の選択のために、提示装置に対して記録
の一覧を提示する工程と、
　同１つ以上の記録は特定の通信装置を識別するネットワークアドレスを少なくとも含む
ことと、
　送信工程のネットワークアドレスはユーザによって選択される記録におけるネットワー
クアドレスであることと、を含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　第２の電気通信装置を識別するネットワークアドレスを少なくとも含むデジタル符号化
されたメッセージを第２の電気通信装置から受信する工程と、
　受信されたメッセージを記録の一覧における記録として提示する工程と、を含む請求項
１に記載の方法。
【請求項４】
　デジタル符号化された情報の部分と、デジタル符号化されたメッセージを第１の電気通
信装置へ送信する電気通信装置のアドレス情報を識別するネットワークアドレスとを少な
くとも含む、デジタル符号化されたメッセージを受信する工程と、
　デジタル符号化された情報の部分を復号し、復号された情報を提示装置を用いてユーザ
に提示する工程と、
　ユーザの操作なしで、受信されたメッセージを記録の一覧において選択される記録とし
て選択する工程と、を含む請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　ネットワークアドレスを少なくとも含む記録を含む第１の通信装置のレジスタへアクセ
スする工程と、
　レジスタの少なくとも一部を記録の一覧として提示する工程と、を含む請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　レジスタは各記録が名前及び電話番号を少なくとも含む電話帳である請求項４に記載の
方法。
【請求項７】
　提示装置は、画像提示装置、音声提示装置、画像及び音声の組合せの提示装置、映像提
示装置、映像及び音声の組合せの提示装置、第１の通信装置へ接続されたテレビモニタ、
第１の通信装置と一体化されたデジタルスクリーンを含む一組の提示装置から選択される
請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　記録装置は、画像記録装置、文字記録装置、映像記録装置、音声記録装置、画像及び音
声の組合せの記録装置、映像及び音声の組合せの記録装置を含む一組の記録装置から選択
される請求項１に記載の方法。
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【請求項９】
　記録は、名、姓、電話番号、仕事名、仕事場所を含む一組の情報から選択される情報を
含む請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　選択装置はジョイスティックである請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　ネットワークアドレスは電話番号又はＩＰアドレスである請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　通信装置は電話機、固定ネットワーク若しくは無線ネットワークへ接続されたコンピュ
ータ、又は無線電話機である請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　スイッチは通信装置上のボタンである請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　デジタルメッセージはＭＭＳ標準規格に準拠するマルチメディアメッセージである請求
項１に記載の方法。
【請求項１５】
　記録装置はマイクロホンであり、記録される情報は音声である請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　記録装置を備え、第２の通信装置へメッセージを送信する通信装置であって、
　通信装置のユーザによって第１の位置又は第２の位置を取るように操作可能なスイッチ
と、
　スイッチが第１の位置を取るときに記録装置を活性化するとともに情報を記録し、ユー
ザによるさらなる行動がなく、スイッチが第２の位置を取るときにデジタルメッセージ中
の記録された情報を符号化及びパッケージ化するとともに同デジタルメッセージを送信す
る制御装置と、からなる通信装置。
【請求項１７】
　デジタルメッセージの受信者の一覧を表示する提示装置を含む請求項１５に記載の通信
装置。
【請求項１８】
　受信者の一覧からデジタルメッセージの受信者を選択するためにユーザによって用いら
れる選択装置を含む請求項１６に記載の通信装置。
【請求項１９】
　スイッチは、ユーザによって押下されていないときに第２の位置を取り、ユーザによっ
て押下されているときに第１の位置を取るように押下可能である、ばね仕掛けのボタンで
ある請求項１６に記載の通信装置。
【請求項２０】
　ネットワークへのアクセスを提供し、テレビセットへ接続可能な第１の装置を含むこと
と、
　リモコンを用いて操作可能であることと、
　スイッチ及び記録装置はリモコン上に装備されていることと、を含む請求項１５に記載
の通信装置。
【請求項２１】
　ネットワークは無線通信ネットワークである請求項２０に記載の通信装置。
【請求項２２】
　ネットワーク内に位置する第１の通信装置と、第２の通信装置と、１つ以上のネットワ
ークノードとを含み、同１つ以上のネットワークノードを介しネットワークを用いて第１
の通信装置から第２の通信装置へメッセージを送信するための通信システムであって、
　少なくとも第１の通信装置は請求項１乃至１５のいずれか一項による方法を実行するた
めの手段を含む通信システム。
【請求項２３】



(4) JP 2008-520161 A 2008.6.12

10

20

30

40

50

　第２の通信装置へメッセージを送信した後、メッセージが第１の通信装置にて記憶され
る請求項２２に記載の通信システム。
【請求項２４】
　選択される時点にて第２の通信装置のユーザがメッセージを視認可能であるように、第
２の通信装置によって受信されたときに、メッセージが第２の通信装置にて記憶される請
求項２２に記載の通信システム。
【請求項２５】
　前記１つ以上のネットワークノードは、第２の通信装置がネットワークへ接続されてい
ない場合に第１の通信装置によって送信される前記メッセージを記憶するため、また、第
２の通信装置がネットワークに再接続するときに第２の通信装置へ前記メッセージを送信
するための手段を含む請求項２２に記載の通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は別の通信装置へメッセージを送信するための通信装置及び方法に関する。より
詳細には、本発明はデジタル符号化された情報を含むメッセージを一人のユーザから別の
ユーザへ送信する処理を著しく単純化する通信装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日では、電気通信装置は常に多様化し、したがって、複雑化しており、新たな機能及
びサービスが絶え間なく提供されている。この複雑さによって、それらの機能及びサービ
スを提供する移動セルラー電話機、セルラー接続されたモバイルコンピュータ、ネットワ
ーク接続された携帯情報端末（ＰＤＡ）、ネットワーク化されたコンピュータなどの電気
通信装置も複雑化し、そのためコンピュータに熟練していないユーザ又は特定サービスを
時々用いることしかないユーザには特に、操作が困難となる場合がある。
【０００３】
　さらに、装置がますます多くの機能を備えるにつれて、熟練したユーザであっても、要
求される特定の機能又はサービスに到達するためにメニューを通じてナビゲートすること
が困難となる場合がある。
【０００４】
　したがって、電気通信装置の取扱い処理を単純化する必要が存在する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の主要な目的は、上述の問題を少なくとも緩和する装置及び方法を提供すること
である。
　これに関して、本発明の特定の目的は、非常に単純な手法によりユーザが別のユーザへ
メッセージを送信することを可能とする装置及び方法を提供することである。
【０００６】
　本発明のさらなる目的は、ボタンを単純に押下して解放することによって、ユーザが別
のユーザへメッセージを送信することを可能とする装置及び方法を提供することである。
　本発明のさらなる目的は、ボタンを単純に操作することによって、音声、画像又は映像
など記録された情報を含むメッセージをユーザが別のユーザへ送信することを可能とする
装置及び方法を提供することである。
【０００７】
　本発明のさらなる目的は、ボタンを押下して解放することなど、ボタンの単純な操作に
よって、ＭＭＳメッセージにより、ボイスメッセージ、文字、画像若しくはそれらの組み
合わせ、又は音声を含む場合もある映像メッセージなどデジタル符号化された情報を、ユ
ーザが別のユーザへ送信することを可能とする装置及び方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】



(5) JP 2008-520161 A 2008.6.12

10

20

30

40

50

【０００８】
　特に上述の目的は、本発明の第１の態様では、第１の通信装置を操作する第１のユーザ
から少なくとも第２の通信装置を操作するユーザに通信メッセージを送信するための方法
によって達成される。第１の通信装置は、スイッチ、提示装置、選択装置、及び記録装置
を備える。
【０００９】
　この方法は、第１のユーザによるスイッチの操作によって生じる第１の通信装置のスイ
ッチの活性化／非活性化を検出する工程と、スイッチが活性化されているときに記録装置
を動作させる工程と、記録装置によって記録された情報をデジタル符号化する工程と、デ
ジタル符号化された情報をデジタルメッセージへパッケージ化する工程と、ユーザによる
さらなる行動がなく、スイッチが非活性化されたとき、ユーザによって選択される記録に
よって識別されるネットワークアドレスへデジタルメッセージを送信する工程と、からな
る。
【００１０】
　特に上述の目的は、本発明の第２の態様では、記録装置を備え、第２の通信装置へメッ
セージを送信する通信装置によって達成される。
　この通信装置は、さらに、通信装置のユーザによって第１の位置又は第２の位置を取る
ように操作可能なスイッチと、スイッチが第１の位置を取るときに記録装置を活性化する
とともに情報を記録し、ユーザによるさらなる行動がなく、スイッチが第２の位置を取る
ときにデジタルメッセージ中の記録された情報を符号化及びパッケージ化するとともにそ
のデジタルメッセージを送信する制御装置と、を備える。
【００１１】
　上述の第１、第２の態様による構成により、ユーザは、単純にスイッチを操作すること
によって、ユーザにより記録された情報を含むデジタルメッセージを別のユーザへ送信す
ることができる。これによって、通信装置の操作に特に熟練していない人が、非常に単純
な手法によって、記録されたメッセージを別のユーザへ送信する又は受信されたメッセー
ジに応答する機会が提供される。また、この構成によって、通信装置の一般的なユーザビ
リティが増大する。
【００１２】
　一変形では、本発明の第１の態様は、選択装置を用いるユーザによる１つ以上の記録の
選択のために、提示装置に対して記録の一覧を提示する工程と、同１つ以上の記録は特定
の通信装置を識別するネットワークアドレスを少なくとも含むことと、をさらに含む。
【００１３】
　一変形では、本発明の第１の態様は、第２の電気通信装置を識別するネットワークアド
レスを少なくとも含むデジタル符号化されたメッセージを第２の電気通信装置から受信す
る工程と、受信されたメッセージを記録の一覧における記録として提示する工程と、をさ
らに含む。
【００１４】
　通信装置は着信するメッセージを全て一覧に配置するように提供されてもよい。ユーザ
が一覧において１つのメッセージを選択するとき、そのメッセージがユーザに提示され、
ユーザは単純にスイッチを操作することによって、記録によるメッセージに自身のメッセ
ージを応答し、選択されたメッセージの送信者にメッセージを送信してもよい。
【００１５】
　一変形では、本発明の第１の態様は、デジタル符号化された情報の部分と、デジタル符
号化されたメッセージを第１の電気通信装置へ送信する電気通信装置のアドレス情報を識
別するネットワークアドレスとを少なくとも含む、デジタル符号化されたメッセージを受
信する工程と、デジタル符号化された情報の部分を復号し、復号された情報を提示装置を
用いてユーザに提示する工程と、受信されたメッセージを記録の一覧における記録として
のみ選択する工程と、をさらに含む。
【００１６】
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　ボイスメッセージなど、デジタル符号化された情報の部分を含む場合もあるメッセージ
が通信装置によって受信されるとき、そのメッセージはユーザに対して提示される。本発
明のこの態様では、送信側の画像などネットワークアドレスに関連して通信装置に記憶さ
れる他の情報と共に提示される場合もある。また、スイッチを操作することによって、ユ
ーザは、スイッチの操作以外の操作なしで、受信されたメッセージに新たに記録されたメ
ッセージを用いて即座に応答することができる。これによって、記録された情報を含むメ
ッセージが非常に単純な手法によって２人のユーザの間で交換される即座の通信が提供さ
れる。本発明のこの態様では、ユーザは一覧から第１のメッセージの送信者を能動的に選
択する必要はなく、新たに記録されたメッセージはデフォルトに従って第１のメッセージ
の送信者へ送信される。
【００１７】
　一変形では、本発明の第１の態様は、ネットワークアドレスを少なくとも含む記録を含
む第１の通信装置のレジスタへアクセスする工程と、レジスタの少なくとも一部を記録の
一覧として提示する工程と、をさらに含む。
【００１８】
　本発明のこの変形では、通信装置は、家族及び友人への電話番号など、既知の名前及び
電気通信アドレスを通信装置に記憶するための手段を含む。次いで、この通信装置はそれ
らを一覧として提示するように提供されてもよい。
【００１９】
　本発明の一変形では、レジスタは各記録が名前及び電話番号を少なくとも含む電話帳で
ある。当然のことながら、随意では、画像、文字、メッセージ、声の記録、最後の連絡の
日付及び時間など、他の情報の項目が存在してもよい。
【００２０】
　本発明の一変形では、提示装置は、画像提示装置、文字提示装置、音声提示装置、画像
及び音声の組合せの提示装置、映像提示装置、映像及び音声の組合せの提示装置、第１の
通信装置へ接続されたテレビモニタ、第１の通信装置と一体化されたデジタルスクリーン
などを含む一組の提示装置から選択される。
【００２１】
　本発明の一変形では、記録装置は、画像記録装置、映像記録装置、音声記録装置、画像
及び音声の組合せの記録装置、映像及び音声の組合せの記録装置を含む一組の記録装置か
ら選択される。
【００２２】
　本発明の一変形では、記録は、名、姓、電話番号、仕事名、仕事場所などを含む一組の
情報から選択される情報を含む。
　本発明の一変形では、選択装置はジョイスティックである。ジョイスティック、即ち、
フォーウェイボタン又はファイブウェイボタン（ｆｉｖｅ　ｗａｙ　ｂｕｔｔｏｎ）は、
スクリーン上に提示される記録を選択するために適切なデバイスである。また、ジョイス
ティックはスイッチとして用いられてもよい。詳細には、ジョイスティックが５ウェイボ
タンの場合には、ジョイスティックを押下し解放することがスイッチの操作を構成する。
【００２３】
　本発明の一変形では、ネットワークアドレスは電話番号又はＩＰアドレスである。
　本発明の一変形では、通信装置は電話機、固定ネットワーク若しくはセルラーネットワ
ークへ接続されたコンピュータ、又はセルラー電話機である。
【００２４】
　本発明の一変形では、スイッチは通信装置上のボタンである。通信装置上に提供された
ボタンは、容易にアクセス可能かつ操作可能であるので、スイッチを実装する適切な手法
である。しかしながら、選択装置の操作によって選択されるスクリーン上の論理的なボタ
ンなど、他の手法が同様に可能であることも明らかである。
【００２５】
　本発明の一変形では、デジタルメッセージはＭＭＳ（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｍｅｓｓ
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ａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）；マルチメディアメッセージサービス）標準規格に準拠するマ
ルチメディアメッセージである。
【００２６】
　本発明の一変形では、記録装置はマイクロホンであり、記録される情報は音声である。
　本発明の一変形では、スイッチは、ユーザによって押下されていないときに第２の位置
を取り、ユーザによって押下されているときに第１の位置を取るように押下可能である、
ばね仕掛けの（ｓｐｒｉｎｇ－ｌｏａｄｅｄ）ボタンである。
【００２７】
　無線通信ネットワークへのアクセスを提供し、テレビセットへ接続可能な第１の装置を
通信装置が含む本発明の一変形では、通信装置はリモコンを用いて操作可能であり、スイ
ッチ及び記録装置はリモコン上に装備される。
【００２８】
　特に上述の目的は、本発明の第３の態様では、ネットワーク内に位置する第１の通信装
置と、第２の通信装置と、１つ以上のネットワークノードとを含み、同１つ以上のネット
ワークノードを介しネットワークを用いて第１の通信装置から第２の通信装置へメッセー
ジを送信するため通信システムによって達成される。この通信システムは、少なくとも第
１の通信装置が本発明の第１の態様による方法を実行するための手段を含むことを特徴と
する。
【００２９】
　本発明の第３の態様の一変形では、第２の通信装置へメッセージを送信した後、メッセ
ージが第１の通信装置にて記憶される。
　したがって、第１の通信装置のユーザは送信されたメッセージを追跡することが可能で
ある。
【００３０】
　本発明の第３の態様の一変形では、選択される時点にて第２の通信装置のユーザがメッ
セージを視認可能であるように、第２の通信装置によって受信されたときに、メッセージ
が第２の通信装置にて記憶される。
【００３１】
　したがって、第２の通信デバイスのユーザは受信されたメッセージを追跡することが可
能である。さらに、第２の通信デバイスのユーザは、メッセージの受信に即座に、即ち、
リアルタイムで応答する必要はなく、代わりに、後でメッセージを選択して視認すること
ができる。また、ユーザはほぼ同時に幾つかの異なる送信者からメッセージを受信するこ
とができ、そのユーザの余暇時間に、どのメッセージにいつ応答するかを選択することが
できる。
【００３２】
　本発明の第３の態様の一変形では、この１つ以上のネットワークノードは、第２の通信
装置がネットワークへ接続されていない場合に第１の通信装置によって送信されるメッセ
ージを記憶するため、また、第２の通信装置がネットワークに再接続するときに第２の通
信装置へそのメッセージを送信するための手段を含む。
【００３３】
　この変形では、第２の通信デバイスのユーザは、後にそのユーザがネットワークから切
断されている時間に、メッセージを受信することができる。本発明のさらなる特徴及び利
点は、本発明の実施形態の詳細な説明から明らかとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　図４は、本発明の一態様によるセルラー電話機４０１である。この電話機は、この実施
形態ではＬＣＤディスプレイである提示装置４０２と、この実施形態ではボタンの形態で
あるスイッチ４０３と、マイクロホン４０４とを備える。ＬＣＤディスプレイ４０２上に
提示される記録を選択するために、選択装置４０５が提供される。
【００３５】
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　セルラー電話機４０１には随意で映像レコーダが含まれてもよく、さらに、キーボード
又はキーパッド（図示せず）を含むボタン、即ち、スイッチが含まれてもよい。
　一代替案として、選択装置４０５はいわゆるファイブウェイボタン（５－ｗａｙ　ｂｕ
ｔｔｏｎ）であってもよく、その場合、選択装置がスイッチとして用いられてもよい。こ
の場合、スイッチ４０３は不要である。
【００３６】
　図５は、本明細書に記載の発明の全ての変形において使用可能なテレビセット５０２へ
接続された通信装置５０１を含む、本発明の別の態様による電気通信装置である。テレビ
セット５０２は提示装置として動作し、テレビ信号上に重ねられる場合もある通信装置５
０１からの情報を表示し得る。リモートコントロール、即ち、リモコン５０５は、ボタン
５０３及びマイクロホン５０４を備え、通信装置５０１及びテレビセット５０２のうちの
一方又は両方を制御するように設計されている。リモコン５０５がテレビセットを制御す
る場合、テレビセットはテレビセット５０２にて受信される信号を通信装置５０１へ中継
するように設計され得る。図５の構成は、スウェーデン国特許出願第ＳＥ　０３０１４０
４－０号明細書にさらに開示されている。これを引用によって本明細書に援用する。ＳＥ
　０３０１４０４－０に記載の装置は携帯電話機と共に動作すると記載されている。しか
しながら、装置が固定ネットワークへ接続されている場合でも、本発明がＳＥ　０３０１
４０４－０による装置と共に機能してよいことは明らかである。
【００３７】
　ここで、図４，５の電気通信装置の動作について、図１～３を参照して記載する。
　図１は、本発明の一変形による、図４，５に示す電気通信装置の基本動作を開示する概
略的なフローチャートである。動作について、主として図４の通信装置を参照して記載す
るが、図５の通信装置の動作は同様である。工程１０１にて、スイッチ、即ち、ボタン４
０３の状態が検出され、ボタン４０３が押下されているとき、動作は工程１０２へ続く。
工程１０２にて、通信装置４０１，５０１はマイクロホン４０４を用いて音声の記録を開
始する。次いで、電気通信装置のユーザは、マイクロホンを用いて発話してもよく、任意
の他の音声を記録してもよい。この音声は、続いてマイクロホンによってキャプチャされ
、電気通信装置４０１に記憶される。工程１０３にて、スイッチ４０３が監視され、スイ
ッチ４０３が解放されるとき、実行は工程１０４へ続く。工程１０４にて、マイクロホン
のスイッチが切られ、記録は停止する。次いで工程１０５にて、記録された音声が符号化
され、デジタルメッセージへとパッケージ化され、このデジタルメッセージが受信者へ送
信される。したがって、ボタンを単純に押下し解放する手段によって、デジタルマルチメ
ディアメッセージが記録され、送信される。
【００３８】
　この実施形態は、例えば、ホームにおける高齢者介護、病院における介護のための用具
として、又はホテルの部屋若しくは高齢者介護センターにて追加サービスを注文するため
の用具として、特に有用であり得る。この場合、ユーザは援助を求めるために所定の番号
にボイスメッセージを送信してもよい。したがって、録音されたメッセージは２４時間援
助サービスなど所定の電話番号へ送信される。
【００３９】
　図２ａ，２ｂは、本発明の２つの変形の概略的なフローチャートである。同様の項目は
図１におけるのと同じ参照符号によって表される。この変形では、電気通信装置４０１の
ユーザには、可能な受信者の一覧がＬＣＤディスプレイ４０２上に提示される。ユーザは
、この一覧から録音されたメッセージの受信者を選択する。ユーザは、図２ａのフローチ
ャートではメッセージを記録する前に、図２ｂのフローチャートではメッセージを記録し
た後に、１以上の受信者を選択し得る。この一覧は、先のメッセージにおいて受信された
電話番号又はＩＰアドレスなど、電気通信アドレスの一覧であってもよく、電気通信装置
に記憶された電話帳による名前及び関連する電気通信アドレスの一覧であってもよい。
【００４０】
　電気通信装置４０１が映像記録装置を備えてもよいことは明らかであり、その場合、ス
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イッチ４０３の操作によって、ボイスメッセージを含む場合もある映像メッセージが記録
され得る。
【００４１】
　図３は、本発明の一変形による概略的なフローチャートである。本発明のこの変形では
、工程３０１にて、ボイスメッセージなどマルチメディアコンテンツを含む場合もあるメ
ッセージが、電気通信装置４０１にて受信される。工程３０２にて、このメッセージが電
気通信装置４０１のユーザへ提示され、工程３０３にて、電話番号など送信側の電気通信
アドレスが電気通信装置４０１に記憶される。ここで、実行は図１に関連して記載したよ
うに続き、工程１０１～１０５にて、スイッチ４０３が監視され、メッセージが記録され
、符号化され、パッケージ化される。録音されたメッセージが送信されるとき、工程３０
３にて記憶された電気通信アドレスがＢ番号として用いられる。即ち、録音されたメッセ
ージは、先のメッセージを送信するユーザへ応答として送信される。
【００４２】
　図６は、本発明の一変形による概略的なフローチャートである。この変形は、録音され
たメッセージを意図せずに送信することを避けるための方法を含む。工程６０１は、スイ
ッチの検出及び情報メッセージの記録であり、図１の工程１０１～１０４に相当する。工
程６０２にて、記録された情報は符号化されパッケージ化されるが、まだ送信されない。
メッセージが送信される前に、再度スイッチ４０３が監視され（６０３）、ユーザは、録
音されたメッセージを送信することを確認するために、再度スイッチを押下するように促
される。ＬＣＤディスプレイ４０２を用いて、メッセージの予定の受信者や、サイズなど
メッセージに関連する他の情報について、ユーザに通知されてもよい。メッセージが送信
される前に、ユーザはさらにメッセージを視認し、聴取し、メッセージを検討することが
できる。ユーザが迅速にスイッチ４０３を押下し解放する場合、工程６０４にてメッセー
ジが送信される。ユーザが第１のしきい値より長い時間スイッチ４０３を押下して保持す
る場合、例えば、文字部分を追加するなど、メッセージを編集する機会がユーザに提供さ
れる（６０５）。当然のことながら、編集中、ユーザはメッセージを削除し、送信しない
ことを選択してもよい。ユーザが迅速にスイッチを押下し解放した後に、工程６０５にて
メッセージを編集することができるように上述の機能を実装することは、明らかに可能で
ある。本発明のこの変形では、ユーザが第１のしきい値より長くスイッチを押下する場合
、メッセージが送信される。
【００４３】
　これに代えて、メッセージの送信を可能とするために、ユーザに安全コードの入力が要
求されてもよく、これによってチャイルドロック（ｃｈｉｌｄｐｒｏｏｆ　ｌｏｃｋ）が
提供される。さらなる一代替案として、ユーザに対しサーバに現在ログオンしているユー
ザの一覧が提示されてもよい。次いで、ユーザは、この一覧からメッセージの受信者を選
択し得る。
【００４４】
　本発明が複数の手法に変化し得ることは明らかである。例えば、ユーザが録音されたメ
ッセージの受信者として２人以上を選択してもよいことは明らかである。そうした変形は
本発明の範囲から逸脱しないものと考えられる。そうした当業者には明らかな修正の全て
は、添付の特許請求の範囲の内に含まれることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】一般概念を示す本発明の第１の態様による基本的な一変形のフローチャート。
【図２ａ】本発明の第１の態様による他の変形のフローチャート。
【図２ｂ】本発明の第１の態様による他の変形のフローチャート。
【図３】本発明の第１の態様による別の変形のフローチャート。
【図４】本発明を実装する第１の電気通信装置の概略図。
【図５】本発明を実装する第２の通信装置の概略図。
【図６】本発明の第１の態様による別の変形のフローチャート。
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【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成18年9月11日(2006.9.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スイッチ及び記録装置を備える第１の通信装置を操作する第１のユーザから少なくとも
第２の通信装置に通信メッセージをリアルタイムでなく送信するための方法であって、
　第１のユーザによるスイッチの操作によって生じる第１の通信装置のスイッチの活性化
／非活性化を検出する検出工程と、
　スイッチが活性化されているときに記録装置を動作させる動作工程と、
　記録装置によって記録された情報をデジタル符号化する符号化工程と、
　デジタル符号化された情報をデジタルメッセージへパッケージ化するパッケージ化工程
と、
　ユーザによるさらなる行動がなく、スイッチが非活性化されたとき、デジタルメッセー
ジをネットワークアドレスへ送信する送信工程と、
　文字又は画像のデータを少なくとも含む受信されるマルチメディアメッセージに応答し
て実行されることと、通信装置は受信されるメッセージが表示されるＴＶモニタなどの提
示装置へ接続されていることと、からなる方法。
【請求項２】
　通信装置は提示装置及び選択装置を含むことと、
　選択装置を用いるユーザによる１つ以上の記録の選択のために、提示装置に対して記録
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の一覧を提示する工程と、
　同１つ以上の記録は特定の通信装置を識別するネットワークアドレスを少なくとも含む
ことと、
　送信工程のネットワークアドレスはユーザによって選択される記録におけるネットワー
クアドレスであることと、を含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　第２の電気通信装置を識別するネットワークアドレスを少なくとも含むデジタル符号化
されたメッセージを第２の電気通信装置から受信する工程と、
　受信されたメッセージを記録の一覧における記録として提示する工程と、を含む請求項
１に記載の方法。
【請求項４】
　デジタル符号化された情報の部分と、デジタル符号化されたメッセージを第１の電気通
信装置へ送信する電気通信装置のアドレス情報を識別するネットワークアドレスとを少な
くとも含む、デジタル符号化されたメッセージを受信する工程と、
　デジタル符号化された情報の部分を復号し、復号された情報を提示装置を用いてユーザ
に提示する工程と、
　ユーザの操作なしで、受信されたメッセージを記録の一覧において選択される記録とし
て選択する工程と、を含む請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　ネットワークアドレスを少なくとも含む記録を含む第１の通信装置のレジスタへアクセ
スする工程と、
　レジスタの少なくとも一部を記録の一覧として提示する工程と、を含む請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　レジスタは各記録が名前及び電話番号を少なくとも含む電話帳である請求項４に記載の
方法。
【請求項７】
　提示装置は、画像提示装置、音声提示装置、画像及び音声の組合せの提示装置、映像提
示装置、映像及び音声の組合せの提示装置、第１の通信装置へ接続されたテレビモニタ、
第１の通信装置と一体化されたデジタルスクリーンを含む一組の提示装置から選択される
請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　記録装置は、画像記録装置、文字記録装置、映像記録装置、音声記録装置、画像及び音
声の組合せの記録装置、映像及び音声の組合せの記録装置を含む一組の記録装置から選択
される請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　記録は、名、姓、電話番号、仕事名、仕事場所を含む一組の情報から選択される情報を
含む請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　選択装置はジョイスティックである請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　ネットワークアドレスは電話番号又はＩＰアドレスである請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　通信装置は電話機、固定ネットワーク若しくは無線ネットワークへ接続されたコンピュ
ータ、又は無線電話機である請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　スイッチは通信装置上のボタンである請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　デジタルメッセージはＭＭＳ標準規格に準拠するマルチメディアメッセージである請求
項１に記載の方法。
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【請求項１５】
　記録装置はマイクロホンであり、記録される情報は音声である請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　メッセージを送信する前に再びスイッチ（４０３）を監視する工程（６０３）を含む請
求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　メッセージを送信する前にユーザに安全コードを入力するように要求することによって
チャイルドロックを提供する工程を含む請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　スイッチ（４０３）を即座に押下し解放することによってメッセージを送信する工程を
含む請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　第１のしきい値より長い時間スイッチを押下することによってユーザにメッセージを編
集する機会が提供される工程を含む請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　記録装置を備え、第２の通信装置へメッセージを送信する通信装置であって、
　通信装置のユーザによって第１の位置又は第２の位置を取るように操作可能なスイッチ
と、
　スイッチが第１の位置を取るときに文字又は画像のデータを少なくとも含む受信される
マルチメディアメッセージに応答して記録装置を活性化するとともに情報を記録し、ユー
ザによるさらなる行動がなく、スイッチが第２の位置を取るときにデジタルメッセージ中
の記録された情報を符号化及びパッケージ化するとともに同デジタルメッセージを送信す
る制御装置と、
　受信されるメッセージを表示するためのＴＶモニタなどの提示装置へ接続されているこ
とと、からなる通信装置。
【請求項２１】
　デジタルメッセージの受信者の一覧を表示する提示装置を含む請求項２０に記載の通信
装置。
【請求項２２】
　受信者の一覧からデジタルメッセージの受信者を選択するためにユーザによって用いら
れる選択装置を含む請求項２０に記載の通信装置。
【請求項２３】
　スイッチは、ユーザによって押下されていないときに第２の位置を取り、ユーザによっ
て押下されているときに第１の位置を取るように押下可能である、ばね仕掛けのボタンで
ある請求項２０に記載の通信装置。
【請求項２４】
　ネットワークへのアクセスを提供し、テレビセットへ接続可能な第１の装置を含むこと
と、
　リモコンを用いて操作可能であることと、
　スイッチ及び記録装置はリモコン上に装備されていることと、を含む請求項２０に記載
の通信装置。
【請求項２５】
　ネットワークは無線通信ネットワークである請求項２０に記載の通信装置。
【請求項２６】
　ネットワーク内に位置する第１の通信装置と、第２の通信装置と、１つ以上のネットワ
ークノードとを含み、同１つ以上のネットワークノードを介しネットワークを用いて第１
の通信装置から第２の通信装置へメッセージをリアルタイムでなく送信するための通信シ
ステムであって、
　少なくとも第１の通信装置は請求項１乃至１９のいずれか一項による方法を実行するた
めの手段を含む通信システム。
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【請求項２７】
　第２の通信装置へメッセージを送信した後、メッセージが第１の通信装置にて記憶され
る請求項２６に記載の通信システム。
【請求項２８】
　選択される時点にて第２の通信装置のユーザがメッセージを視認可能であるように、第
２の通信装置によって受信されたときに、メッセージが第２の通信装置にて記憶される請
求項２６に記載の通信システム。
【請求項２９】
　前記１つ以上のネットワークノードは、第２の通信装置がネットワークへ接続されてい
ない場合に第１の通信装置によって送信される前記メッセージを記憶するため、また、第
２の通信装置がネットワークに再接続するときに第２の通信装置へ前記メッセージを送信
するための手段を含む請求項２６に記載の通信システム。
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