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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通話優先機能について有効あるいは無効の入力を受け付ける受付手段と、
　着信があったときに、着信の相手が所定の電話番号か否かを判断する第１の判断手段と
、
　前記受付手段により受け付けられた入力により通話優先機能が有効か無効かを判断する
第２の判断手段と、
　前記第２の判断手段により通話優先機能が有効と判断された場合、前記第１の判断手段
により着信の相手が所定の電話番号であると判断されたときに着信応答以外の操作を制限
し、前記第２の判断手段により通話優先機能が無効だと判断された場合、着信応答以外の
操作を許可する制限手段と、
　前記第１の判断手段により着信の相手が所定の電話番号であると判断され、かつ前記第
２の判断手段により通話優先機能が有効と判断された場合、携帯通信端末の位置情報を含
んだ位置通知メールを所定の送信先に送信する送信手段と、
　を備えたことを特徴とする携帯通信端末。
【請求項２】
　前記第１の判断手段は、前記着信応答以外の各々の操作に対して許可されているか、ま
たは禁止されているかを判断し、
　前記制限手段は、前記第１の判断手段により禁止されていると判断された操作を禁止す
ることを特徴とする請求項１記載の携帯通信端末。
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【請求項３】
　前記着信応答以外の操作が、着信拒否、転送、または応答保留のいずれかであることを
特徴とする請求項１記載の携帯通信端末。
【請求項４】
　前記送信手段は、前記第１の判断手段により着信の相手が前記所定の電話番号であると
判断されたとき、着信応答以外の操作がされた場合、携帯通信端末の位置情報を含んだ位
置通知メールを所定の送信先に送信することを特徴とする請求項１記載の携帯通信端末。
【請求項５】
　前記送信手段は、前記第１の判断手段により着信の相手が前記所定の電話番号であると
判断されたとき、所定時間以上、着信応答がされなかった場合、携帯通信端末の位置情報
を含んだ位置通知メールを所定の送信先に送信することを特徴とする請求項１記載の携帯
通信端末。
【請求項６】
　前記所定の電話番号との通話中に前記所定の電話番号以外の電話番号からの着信があっ
た場合、前記所定の電話番号以外の電話番号からの着信を拒否する通話制御手段を備えた
ことを特徴とする請求項１記載の携帯通信端末。
【請求項７】
　前記通話制御手段は、前記所定の電話番号以外の電話番号からの着信を拒否する場合、
この所定の電話番号以外の電話番号に対して、拒否する旨を示すメッセージを送信するこ
とを特徴とする請求項６記載の携帯通信端末。
【請求項８】
　通話を切断するための入力を受け付ける受付手段を備え、
　前記所定の電話番号との通話中に前記切断手段により入力が受け付けられた場合、この
通話を継続する通話制御手段を備えたことを特徴とする請求項１記載の携帯通信端末。
【請求項９】
　前記所定の電話番号以外の電話番号との通話中に着信があったときに、前記第１の判断
手段によりこの着信の相手が前記所定の電話番号であると判断された場合、前記所定の電
話番号以外の電話番号との通話を切断するとともに、前記所定の電話番号からの着信に応
答する通話制御手段を備えたことを特徴とする請求項１記載の携帯通信端末。
【請求項１０】
　前記通話制御手段は、前記所定の電話番号以外の電話番号との通話を切断する場合、こ
の所定の電話番号以外の電話番号に対して、切断する旨を示すメッセージを送信すること
を特徴とする請求項９記載の携帯通信端末。
【請求項１１】
　着信拒否電話番号を設定する設定手段と、
　前記設定手段により前記所定の電話番号が着信拒否電話番号に設定されていたとき、着
信があり、前記第１の判断手段によりこの着信の相手が前記所定の電話番号であると判断
された場合、この所定の電話番号との通話を許可する通話制御手段と、を備えたことを特
徴とする請求項１記載の携帯通信端末。
【請求項１２】
　前記通話制御手段は、着信があったときに、前記第１の判断手段によりこの着信の相手
が前記所定の電話番号でないと判断された場合、この着信が前記設定手段により着信拒否
電話番号に設定されている電話番号からの着信であったときには、この着信を拒否するこ
とを特徴とする請求項１１記載の携帯通信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通話優先機能の設定情報に基づいて、特定の電話番号との通話を優先するこ
とができる携帯通信端末に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、携帯電話機等の携帯通信端末が広く一般に普及し、親が子供たちの安全を思い、
塾通いの子供たちに携帯電話機を所持させるようになってきている。これらの携帯電話機
は、着信拒否の登録、及び優先着信の登録ができるようになっている。
【０００３】
　例えば特許文献１には、着信を拒否するのみでなく、優先的に着信を行う設定などの様
々な待ち受け方法を、受信者の居場所や、受信者自身が想定した様々なシチュエーション
に応じて、変更することができる携帯電話機が記載されている。この携帯電話機は、任意
の電話番号に対し着信拒否を登録できるようにし、また前記着信拒否の登録とは別に、任
意の電話番号に対し着信優先を登録できるようにし、着信した電話番号について、着信拒
否の登録の有無および着信優先の登録の有無を検出し、着信拒否が登録され、かつ着信優
先が登録されていない電話番号からの着信は着信拒否し、着信拒否が登録されておらず、
かつ着信優先が登録されている電話番号からの着信は当該着信を知らせる動作を行い、着
信拒否が登録され、かつ着信優先が登録されている電話番号からの着信は当該着信を知ら
せる動作を行うようにしたものである。
【特許文献１】特開２００５－１０１８１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　着信拒否や優先着信の登録ができる携帯電話機において、一旦拒否や優先の登録をして
しまうと、これらの登録を解除するタイミングを計れないという問題があった。現在、防
犯を目的として子供に携帯電話機を所持させる親が増加している。防犯を目的とする場合
、緊急時に子供と確実に連絡を取れるような機能が不可欠である。
【０００５】
　本発明は、上記課題を鑑みなされてものであり、特定の電話番号の相手との通話を優先
することができるとともに、この優先処理を有効にするかどうかを簡単に設定することが
できる携帯通信端末を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明に係る携帯通信端末は、着信があったときに、着信
の相手が所定の電話番号か否かを判断する第１の判断手段と、前記第１の判断手段により
着信の相手が所定の電話番号であると判断された場合、着信応答以外の操作を制限する制
限手段と、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係る携帯通信端末によると、特定の電話番号の相手との通話を優先することが
できるとともに、この優先処理を有効にするかどうかを簡単に設定することが可能となる
。本発明に係る携帯通信端末を子供が所持し、優先する電話番号を親の電話番号とするこ
とで、親は、子供の塾などの状況を考慮しつつ、通話を切断される心配をせずに子供と通
話することができ、安心感を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明に係る携帯通信端末の実施形態について、添付図面を参照しながら説明する。本
発明に係る携帯通信端末として、複数の筐体が開閉自在に結合されてなるクラムシェル型
の携帯電話機１を例にあげて説明する。図１（Ａ）は、携帯電話機１の開いた状態を示す
正面図、図１（Ｂ）は、携帯電話機１の開いた状態を示す側面図である。また、図２（Ａ
）は、携帯電話機１の閉じた状態を示す正面図、図２（Ｂ）は、携帯電話機１の閉じた状
態を示す側面図である。
【０００９】
　携帯電話機１は、図１及び図２に示すように、矩形の板状の上筐体１０と、この上筐体
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１０とほぼ同形状をした下筐体１１とが、相互に一面を覆うように積層されることにより
形成されている。これらの上筐体１０及び下筐体１１は、ヒンジ部１２を挟むようにヒン
ジ結合されていて、上筐体１０は下筐体１１に対して、ヒンジ部１２を軸にして、図１（
Ａ）のＸ方向に所定角度だけ回転自在なように形成されている。そして携帯電話機１は、
上筐体１０を下筐体１１に対して回転させることにより、閉じた状態から開いた状態に、
あるいは開いた状態から閉じた状態に変形する。
【００１０】
　上筐体１０の内面（下筐体１１に対面する側の面）には、入力された文字や画像、アド
レス帳、送受信されたメール等を表示するためのディスプレイ１３、音声を出力するため
のスピーカ１４が設けられている。これらのディスプレイ１３やスピーカ１４は、携帯電
話機１が閉じた状態のときには、下筐体１１により覆われていて外部に露出していないが
、上筐体１０を下筐体１１に対して回転させて開いた状態に変形させたときには、外部に
露出される。
【００１１】
　下筐体１１の内面（上筐体１０に対面する側の面）には、例えば、カーソルを上下左右
に移動させるための十字キーや、数字を入力するための数字キー、発信処理を行うための
発信キー、通話を終了するための終話キー、着信を転送するための転送キー、着信を応答
保留するための保留キー、着信を拒否するための拒否キー等の操作キー１５が設けられて
いる。また下筐体１１には、音声を集音するためのマイクロフォン１６が設けられている
。これらの操作キー１５やマイクロフォン１６は、携帯電話機１が閉じた状態のときには
、上筐体１０により覆われていて外部に露出していないが、上筐体１０を下筐体１１に対
して回転させて開いた状態に変形させたときには、外部に露出される。
【００１２】
　次に、携帯電話機１の機能について、図３に示す機能ブロック図を用いて説明する。携
帯電話機１は、図３に示すように、主制御部２０、電源回路部２１、操作入力制御部２２
、表示制御部２３、音声制御部２４、通信制御部２５、及び記憶部２６がバスによって相
互に接続されて構成されている。
【００１３】
　主制御部２０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）を具備
し、携帯電話機１の総括的な制御を行うとともに、後述する通話優先処理、その他の様々
な演算処理や制御処理等を行う。電源回路部２１は、ユーザによる操作キー１５を介した
入力に基づいて電源のオン／オフ状態を切り替え、電源がオン状態の場合に電力供給源（
バッテリ等）から各部に対して電力を供給して、携帯電話機１を動作可能にする。
【００１４】
　操作入力制御部１２は操作キー１５に対する入力インタフェースを備え、操作キー１５
を介して入力された信号を主制御部２０に伝送する。表示制御部２３はディスプレイ１３
に対する表示インタフェースを備え、主制御部２０の制御に基づいて、文書データや画像
データ等をディスプレイ１３に表示する。
【００１５】
　音声制御部２４は、主制御部２０の制御に基づいて、マイクロフォン１６で集音された
音声からアナログ音声信号を生成し、このアナログ音声信号をデジタル音声信号に変換す
る。また音声制御部２４は、デジタル音声信号を取得すると、主制御部２０の制御に基づ
いて、このデジタル音声信号をアナログ音声信号に変換し、スピーカ１４から音声として
出力する。
【００１６】
　通信制御部２５は、主制御部２０の制御に基づいて、基地局（図示せず）からアンテナ
２５ａを介して受信した受信信号をスペクトラム逆拡散処理してデータを復元する。この
データは、主制御部２０の指示により、音声制御部２４に伝送されてスピーカ１４から出
力されたり、表示制御部２３に伝送されてディスプレイ１３に表示されたり、または記憶
部２６に記録されたりする。また通信制御部２５は、主制御部２０の制御に基づいて、マ
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イクロフォン１６で集音された音声データや操作キー１５を介して入力されたデータや記
憶部２６に記憶されたデータを取得すると、これらのデータに対してスペクトラム拡散処
理を行い、基地局に対してアンテナ２５ａを介して送信する。
【００１７】
　記憶部２６は、主制御部２０が行う処理について、処理プログラムや処理に必要なデー
タ等を格納するＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やハードディスク、不揮発
性メモリ、データベース、主制御部２０が処理を行う際に使用されるデータを一時的に記
憶するＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等から構成される。また、
主制御部２０が後述する通話優先処理を行う際の処理プログラムは、例えばＲＯＭに記憶
されているものとする。
【００１８】
　また記憶部２６は、優先通話処理を行うための設定情報３０を記憶している。設定情報
３０は、図４に示すように、優先電話番号を示す優先電話番号情報３１、通話優先機能を
有効にするかどうかを示す通話優先機能有効設定情報３２、ユーザの着信拒否を許可する
かどうかを示す着信拒否許可設定情報３３、ユーザの転送を許可するかどうかを示す転送
許可設定情報３４、ユーザの応答保留を許可するかどうかを示す応答保留許可設定情報３
５、ユーザが操作を行うためのパスワードを示すユーザ操作用パスワード情報３６、位置
通知メールを送信するかどうかを示す位置通知メール設定情報３７、ユーザ位置通知メー
ルの送信先メールアドレスを示す送信先情報３８、及び、着信拒否電話番号を示す着信拒
否情報３９を含んでいる。
【００１９】
　優先電話番号情報３１は、図５（Ａ）に示すように、ディスプレイ１３の表示画面５０
に表示された入力欄５１に操作キー１５を介して電話番号が入力されることにより設定さ
れる。通話優先機能有効設定情報３２は、図５（Ｂ）に示すように、表示画面５０に表示
された複数の選択肢５２から操作キー１５を介して選択されることにより設定される。こ
のときの選択肢は、例えば「常に有効」、「時間帯指定」、「地域指定」等であり、時間
帯指定または地域指定の場合には、有効とする時間帯や地域が併せて入力される。
【００２０】
　着信拒否許可設定情報３３、転送許可設定情報３４、及び応答保留許可設定情報３５は
、図５（Ｃ）に示すように、表示画面５０に表示された複数の選択肢５３から操作キー１
５を介して選択されることにより設定される。このときの選択肢は、例えば「許可する」
、「許可しない」、「パスワード認証」等であり、パスワード認証とは、ユーザが操作を
行うためのパスワードが入力された場合のみ許可するものである。
【００２１】
　ユーザ操作用パスワード情報３６は、図５（Ｄ）に示すように、表示画面５０に表示さ
れた入力欄５４に操作キー１５を介してパスワードが入力されることにより設定される。
このパスワードは、子供等であるユーザ本人が使用するパスワードである。位置通知メー
ル設定情報３７は、図５（Ｅ）に示すように、表示画面５０に表示された複数の選択肢５
５から操作キー１５を介して選択されることにより設定される。このときの選択肢は、例
えば「送信する」、「送信しない」等である。
【００２２】
　送信先情報３８は、図５（Ｆ）に示すように、表示画面５０に表示された入力欄５６に
操作キー１５を介してメールアドレスが入力されることにより設定される。着信拒否情報
３９は、図５（Ｇ）に示すように、表示画面５０に表示された入力欄５７に操作キー１５
を介して電話番号が入力されることにより設定される。
【００２３】
　なお、携帯電話機１において、設定情報３０を設定する際、及び設定情報３０を変更す
る際に、設定前にパスワードの入力を求める等して、例えば携帯電話機１のユーザの親等
、所定の権限のある者のみが設定や変更をできるようになっている。
【００２４】
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　例えば、図４に示す設定情報３０では、「０９０－１２３４－５６７８」の優先電話番
号情報３１、「常に有効」の通話優先機能有効設定情報３２、「許可しない」の着信拒否
許可設定情報３３、「許可しない」の転送許可設定情報３４、「許可する」の応答保留許
可設定情報３５、「＊＊＊＊」のユーザ操作用パスワード情報３６、「送信する」の位置
通知メール設定情報３７、「１２３＠ａｂｃ．ｎｅ．ｊｐ」の送信先情報３８、及び、「
０９０－４３２１－８７６５」の着信拒否情報３９が設定されている。
【００２５】
　携帯電話機１は、この設定情報３０に基づいて様々な通話優先処理を行う。まず、携帯
電話機１が優先電話番号の相手からの着信があったときに、設定情報３０に基づいて、ユ
ーザに着信応答以外の処理を制限する通話優先処理を行う際の手順について、図６に示す
フローチャートに基づいて説明する。以下、例えば「ステップＳ１０１」を「Ｓ１０１」
のように、「ステップ」の語句を省略して説明する。
【００２６】
　始めに主制御部２０は、着信があったか否かを判断する（Ｓ１０１）。着信がない場合
（Ｓ１０１のＮｏ）は、主制御部２０はそのまま待機する。着信があった場合（Ｓ１０１
のＹｅｓ）は、主制御部２０は、通話優先機能が有効か否かを判断する（Ｓ１０３）。こ
の際、主制御部２０は、記憶部２６から通話優先機能有効設定情報３２を取得し、この情
報に基づいて有効か否かを判断する。例えば図４に示す設定情報３０によると、通話優先
機能有効設定情報３２が「常に有効」に設定されているので、通話優先機能が有効である
ものと判断される。
【００２７】
　通話優先機能が有効であった場合（Ｓ１０３のＹｅｓ）は、主制御部２０は、ステップ
Ｓ１０１にて着信中の電話番号が優先電話番号と一致するか否かを判断する（Ｓ１０７）
。この際、主制御部２０は、記憶部２６から優先電話番号情報３１を取得して、この情報
に基づいて、着信中の番号が優先電話番号と一致するか否かを判断する。例えば図４に示
す設定情報３０によると、優先電話番号情報３１が「０９０－１２３４－５６７８」に設
定されているので、ステップＳ１０１にてこの電話番号からの着信があった場合に、着信
中の電話番号が優先電話番号と一致するものと判断される。
【００２８】
　着信中の電話番号が優先電話番号と一致した場合（Ｓ１０７のＹｅｓ）は、主制御部２
０は、着信音を鳴動させて、ユーザに対して着信中であることを通知する（Ｓ１０７）。
また主制御部２０は、ユーザに対して着信応答以外の操作を制限する（Ｓ１０９）。この
際、主制御部２０は、記憶部２６から着信拒否許可設定情報３３、転送許可設定情報３４
、及び応答保留許可設定情報３５を取得し、これらの情報に基づいて、着信応答以外の操
作を制限する。例えば図４に示す設定情報３０によると、着信拒否許可設定情報３３が「
許可しない」、転送許可設定情報３４が「許可しない」、及び応答保留許可設定情報３５
が「許可する」に設定されているので、着信拒否と転送の操作ができず、応答保留の操作
のみができる状態となる。
【００２９】
　主制御部２０は、着信相手により着信の呼が切断されたか否かを判断する（Ｓ１１０）
。着信の呼が切断された場合（Ｓ１１０のＹｅｓ）は、主制御部２０は、通話優先処理を
終了する。
【００３０】
　着信の呼が切断されていない場合（Ｓ１１０のＮｏ）は、主制御部２０は、通話キーが
押されたか否かを判断する（Ｓ１１１）。通話キーが押されていない場合（Ｓ１１１のＮ
ｏ）は、ステップＳ１１０に戻って、主制御部２０は着信の呼が切断されたか否かを判断
する。通話キーが押された場合（Ｓ１１１のＹｅｓ）は、主制御部２０は、ステップＳ１
０１にて着信があった相手、すなわち優先電話番号との通話処理を開始する（Ｓ１１３）
。
【００３１】
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　通話優先機能が有効ではなかった場合（Ｓ１０３のＮｏ）、またはステップＳ１０１に
て着信があった相手が優先電話番号と一致しなかった場合（Ｓ１０５のＮｏ）は、主制御
部２０は、着信音を鳴動させて、ユーザに対して着信中であることを通知する（Ｓ１１５
）。また主制御部２０は、ユーザに対して着信応答以外の操作を許可する（Ｓ１１７）。
【００３２】
　主制御部２０は、着信相手により着信の呼が切断されたか否かを判断する（Ｓ１１８）
。着信の呼が切断された場合（Ｓ１１８のＹｅｓ）は、主制御部２０は、通話優先処理を
終了する。
【００３３】
　着信の呼が切断されていない場合（Ｓ１１８のＮｏ）は、主制御部２０は、通話キーが
押されたか否かを判断する（Ｓ１１９）。通話キーが押された場合（Ｓ１１９のＹｅｓ）
は、主制御部２０は、ステップＳ１０１にて着信があった相手（優先電話番号以外の電話
番号）との通話を開始する（Ｓ１２１）。通話キーが押されない場合（Ｓ１１９のＮｏ）
は、主制御部２０は、その他のキーが押されたか否かを判断する（Ｓ１２３）。その他の
キーが押されていない場合（Ｓ１２３のＮｏ）は、ステップＳ１１８に戻って、主制御部
２０は、着信の呼が切断されたか否かを判断する。
【００３４】
　また、その他のキーが押された場合（Ｓ１２３のＹｅｓ）は、主制御部２０は、その押
されたキーに対応付けられた通話処理以外の処理を行う（Ｓ１２５）。このときの通話相
手が優先電話番号ではないため、応答着信以外の処理も許可されるからである。
【００３５】
　このようにして携帯電話機１は、通話優先機能が有効に設定されているときに、優先電
話番号の相手からの着信があった場合に、設定情報３０に基づいて、着信応答以外の操作
（着信拒否、転送、応答保留、留守番電話応答等の操作）を制限する。
【００３６】
　次に、携帯電話機１において、優先電話番号の相手からの着信があったときに、着信に
応答しなかったり着信応答以外の処理がされたりした場合、設定情報３０に基づいて、ユ
ーザ位置通知メールの送信先にメールを送信する通話優先処理を行う際の手順について、
図７に示すフローチャートに基づいて説明する。なお、設定情報３０において、位置通知
メール設定情報３７が「送信する」に設定されているものとする。
【００３７】
　始めに主制御部２０は、着信があったか否かを判断する（Ｓ２０１）。着信がない場合
（Ｓ２０１のＮｏ）は、主制御部２０はそのまま待機する。着信があった場合（Ｓ２０１
のＹｅｓ）は、主制御部２０は、通話優先機能が有効か否かを判断する（Ｓ２０３）。こ
の際、主制御部２０は、記憶部２６から通話優先機能有効設定情報３２を取得し、この情
報に基づいて有効か否かを判断する。例えば図４に示す設定情報３０によると、通話優先
機能有効設定情報３２が「常に有効」に設定されているので、通話優先機能が有効である
ものと判断される。
【００３８】
　通話優先機能が有効であった場合（Ｓ２０３のＹｅｓ）は、主制御部２０は、ステップ
Ｓ１０１にて着信中の電話番号が優先電話番号と一致するか否かを判断する（Ｓ２０５）
。この際、主制御部２０は、記憶部２６から優先電話番号情報３１を取得して、この情報
に基づいて、着信中の番号が優先電話番号と一致するか否かを判断する。例えば図４に示
す設定情報３０によると、優先電話番号情報３１が「０９０－１２３４－５６７８」に設
定されているので、ステップＳ２０１にてこの電話番号からの着信があった場合に、着信
中の電話番号が優先電話番号と一致するものと判断される。
【００３９】
　着信中の電話番号が優先電話番号と一致した場合（Ｓ２０５のＹｅｓ）は、主制御部２
０は、着信音を鳴動させて、ユーザに対して着信中であることを通知する（Ｓ２０７）。
また主制御部２０は、ユーザに対して着信応答以外の操作を制限する（Ｓ２０９）。この
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際、主制御部２０は、記憶部２６から着信拒否許可設定情報３３、転送許可設定情報３４
、及び応答保留許可設定情報３５を取得し、これらの情報に基づいて、着信応答以外の操
作を制限する。例えば図４に示す設定情報３０によると、着信拒否許可設定情報３３が「
許可しない」、転送許可設定情報３４が「許可しない」、及び応答保留許可設定情報３５
が「許可する」に設定されているので、着信拒否と転送の操作ができず、応答保留の操作
のみができる状態となる。
【００４０】
　主制御部２０は、着信相手により着信の呼が切断されたか否かを判断する（Ｓ２１０）
。着信の呼が切断された場合（Ｓ２１０のＹｅｓ）は、主制御部２０は、通話優先処理を
終了する。
【００４１】
　着信の呼が切断されていない場合（Ｓ２１０のＮｏ）は、主制御部２０は、通話キーが
押されたか否かを判断する（Ｓ２１１）。通話キーが押された場合（Ｓ２１１のＹｅｓ）
は、主制御部２０は、ステップＳ２０１にて着信があった相手（優先電話番号以外の電話
番号）との通話を開始する（Ｓ２１３）。通話キーが押されていない場合（Ｓ１１１のＮ
ｏ）は、主制御部２０は、一定時間（例えば５秒）以上着信音が鳴動したか否かを判断す
る（Ｓ２１５）。
【００４２】
　一定時間以上着信音が鳴動した場合（Ｓ２１５のＹｅｓ）、すなわちユーザが一定時間
以上着信応答しなかった場合は、主制御部２０は、携帯電話機１の位置情報を含んだ位置
通知メールを送信する（Ｓ２１７）。この際、主制御部２０は、記憶部２６から送信先情
報３８を取得し、この送信先情報３８が示すメールアドレスに対して、位置通知メールを
送信する。例えば図４に示す設定情報３０によると、送信先情報３８が「１２３＠ａｂｃ
．ｎｅ．ｊｐ」に設定されているので、このメールアドレスに対して位置通知メールを送
信する。
【００４３】
　一定時間以上着信音が鳴動しなかった場合（Ｓ２１５のＮｏ）、主制御部２０は、着信
応答以外の操作が指示されたか否かを判断する（Ｓ２１９）。図４に示す設定情報３０に
よると、着信拒否許可設定情報３３が「許可しない」、転送許可設定情報３４が「許可し
ない」、及び応答保留許可設定情報３５が「許可する」に設定されていて、ステップＳ２
０９にて応答保留の操作のみができる状態となっているので、この場合には、応答保留の
操作が指示されたか否かを判断する。
【００４４】
　着信応答以外の操作が指示されなかった場合（Ｓ２１９のＮｏ）は、ステップＳ２１０
に戻って、主制御部２０は着信の呼が切断されたか否かを判断する。着信応答以外の操作
が指示された場合（Ｓ２１９のＹｅｓ）は、主制御部２０は、携帯電話機１の位置情報を
含んだ位置通知メールを、送信先情報３８に設定された送信先に対して送信する（Ｓ２１
７）。
【００４５】
　通話優先機能が有効ではなかった場合（Ｓ２０３のＮｏ）、またはステップＳ２０１に
て着信があった相手が優先電話番号と一致しなかった場合（Ｓ２０５のＮｏ）は、主制御
部２０は、着信音を鳴動させて、ユーザに対して着信中であることを通知する（Ｓ２２１
）。また主制御部２０は、ユーザに対して着信応答以外の操作を許可する（Ｓ２２３）。
【００４６】
　主制御部２０は、着信相手により着信の呼が切断されたか否かを判断する（Ｓ２２４）
。着信の呼が切断された場合（Ｓ２２４のＹｅｓ）は、主制御部２０は、通話優先処理を
終了する。
【００４７】
　着信の呼が切断されていない場合（Ｓ２２４のＮｏ）は、主制御部２０は、通話キーが
押されたか否かを判断する（Ｓ２２５）。通話キーが押された場合（Ｓ２２５のＹｅｓ）
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は、主制御部２０は、ステップＳ２０１にて着信があった相手（優先電話番号以外の電話
番号）との通話を開始する（Ｓ２２７）。通話キーが押されない場合（Ｓ２２５のＮｏ）
は、主制御部２０は、その他のキーが押されたか否かを判断する（Ｓ２２９）。その他の
キーが押されていない場合（Ｓ２２９のＮｏ）は、ステップＳ２２４に戻って、主制御部
２０は着信の呼が切断されたか否かを判断する。
【００４８】
　また、その他のキーが押された場合（Ｓ２２９のＹｅｓ）は、主制御部２０は、その押
されたキーに対応付けられた通話処理以外の処理を行う（Ｓ２３１）。このときの通話相
手が優先電話番号ではないため、応答着信以外の処理も許可されるからである。
【００４９】
　このようにして携帯電話機１は、通話優先機能が有効に設定されているときに、優先電
話番号の相手からの着信があった際、一定時間以上ユーザに着信応答されなかったり、着
信応答以外の操作が指示されたりした場合に、携帯電話機１の位置を示す位置通知メール
を、予め指定されたメールアドレスに送信する。
【００５０】
　次に、携帯電話機１において、優先電話番号の相手との通話中（Ｓ３０１）に、他の電
話番号からの着信があった場合、設定情報３０に基づいて、この着信を拒否する通話優先
処理を行う際の手順について、図８に示すフローチャートに基づいて説明する。
【００５１】
　始めに主制御部２０は、他の着信があったか否かを判断する（Ｓ３０３）。他の着信が
ない場合（Ｓ３０３のＮｏ）は、ステップＳ３０１に戻って、主制御部２０はそのまま通
話を継続する。
【００５２】
　優先電話番号の相手との通話中に他の着信があった場合（Ｓ３０３のＹｅｓ）は、主制
御部２０は、通話優先機能が有効か否かを判断する（Ｓ３０５）。この際、主制御部２０
は、記憶部２６から通話優先機能有効設定情報３２を取得し、この情報に基づいて有効か
否かを判断する。例えば図４に示す設定情報３０によると、通話優先機能有効設定情報３
２が「常に有効」に設定されているので、通話優先機能が有効であるものと判断される。
【００５３】
　通話優先機能が有効であった場合（Ｓ３０５のＹｅｓ）は、優先電話番号の相手との通
話が優先されるので、主制御部２０は、ステップＳ３０３の着信呼を切断する（Ｓ３０７
）。この際、着信相手に対して、優先されるべき相手との通話中であることを示すメッセ
ージを送信すると良い。また、通話優先機能が有効でなかった場合（Ｓ３０５のＮｏ）は
、主制御部２０は、ステップＳ３０３の着信呼を割り込み着信する（Ｓ３０９）。
【００５４】
　このようにして携帯電話機１は、通話優先機能が有効に設定されているとき、優先電話
番号の相手との通話中に優先電話番号以外の相手からの着信があった場合に、優先電話番
号以外の相手からの着信を切断する。
【００５５】
　次に、携帯電話機１において、優先電話番号の相手との通話中（Ｓ４０１）に、この通
話の切断が指示された場合、設定情報３０に基づいて、この通話を継続する通話優先処理
を行う際の手順について、図９に示すフローチャートに基づいて説明する。
【００５６】
　始めに主制御部２０は、この通話の切断が指示されたか否かを判断する（Ｓ４０３）。
この際、主制御部２０は、例えば終話キーや電源ＯＦＦキー等の操作キー１５が押された
ことに基づいて、通話の切断が指示されたものと判断する。通話の切断が指示されていな
い場合（Ｓ４０３のＮｏ）は、ステップＳ４０１に戻って、主制御部２０はそのまま通話
を継続する。
【００５７】
　通話の切断が指示された場合（Ｓ４０３のＹｅｓ）は、主制御部２０は、通話優先機能
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が有効か否かを判断する（Ｓ４０５）。この際、主制御部２０は、記憶部２６から通話優
先機能有効設定情報３２を取得し、この情報に基づいて有効か否かを判断する。例えば図
４に示す設定情報３０によると、通話優先機能有効設定情報３２が「常に有効」に設定さ
れているので、通話優先機能が有効であるものと判断される。
【００５８】
　通話優先機能が有効であった場合（Ｓ４０５のＹｅｓ）は、優先電話番号の相手との通
話が優先されるので、主制御部２０は、この通話を切断せず通話を継続する（Ｓ４０７）
。また、通話優先機能が有効でなかった場合（Ｓ４０５のＮｏ）は、主制御部２０は、こ
の通話を切断する（Ｓ４０９）。
【００５９】
　このようにして携帯電話機１は、通話優先機能が有効に設定されているとき、優先電話
番号の相手との通話中にこの通話の切断が指示された場合に、この通話の切断を許可しな
い。なお、この通話は、優先電話番号の相手からの切断に基づいて切断される。
【００６０】
　次に、携帯電話機１において、優先電話番号以外の相手との通話中（Ｓ５０１）に、優
先電話番号の相手からの着信があった場合、設定情報３０に基づいて、優先通話番号の相
手との通話を優先する通話優先処理を行う際の手順について、図１０に示すフローチャー
トに基づいて説明する。
【００６１】
　始めに主制御部２０は、他の着信があったか否かを判断する（Ｓ５０３）。他の着信が
ない場合（Ｓ５０３のＮｏ）は、ステップＳ５０１に戻って、主制御部２０はそのまま通
話を継続する。
【００６２】
　他の着信があった場合（Ｓ５０３のＹｅｓ）は、主制御部２０は、通話優先機能が有効
か否かを判断する（Ｓ５０５）。この際、主制御部２０は、記憶部２６から通話優先機能
有効設定情報３２を取得し、この情報に基づいて有効か否かを判断する。例えば図４に示
す設定情報３０によると、通話優先機能有効設定情報３２が「常に有効」に設定されてい
るので、通話優先機能が有効であるものと判断される。
【００６３】
　通話優先機能が有効であった場合（Ｓ５０５のＹｅｓ）は、主制御部２０は、ステップ
Ｓ５０３にて着信中の電話番号が優先電話番号と一致するか否かを判断する（Ｓ５０７）
。この際、主制御部２０は、記憶部２６から優先電話番号情報３１を取得して、この情報
に基づいて、着信中の番号が優先電話番号と一致するか否かを判断する。例えば図４に示
す設定情報３０によると、優先電話番号情報３１が「０９０－１２３４－５６７８」に設
定されているので、ステップＳ５０３にてこの電話番号からの着信があった場合に、着信
中の電話番号が優先電話番号と一致するものと判断される。
【００６４】
　着信中の電話番号が優先電話番号と一致した場合（Ｓ５０７のＹｅｓ）は、主制御部２
０は、スピーカ１４から所定の音声を出力させる等により、ユーザに対して着信中である
ことを通知する。主制御部２０は、着信相手により着信の呼が切断されたか否かを判断す
る（Ｓ５０８）。着信の呼が切断された場合（Ｓ５０８のＹｅｓ）は、主制御部２０は、
通話優先処理を終了する。
【００６５】
　着信の呼が切断されていない場合（Ｓ５０８のＮｏ）は、主制御部２０は、通話キーが
押されたか否かを判断する（Ｓ５０９）。通話キーが押されなかった場合（Ｓ５０９のＮ
ｏ）は、ステップＳ５０８に戻って、主制御部２０は着信の呼が切断されたか否かを判断
する。
【００６６】
　通話キーが押された場合（Ｓ５０９のＹｅｓ）は、主制御部２０は、優先電話番号の相
手との通話が優先されるので、優先電話番号以外の相手との通話を切断する（Ｓ５１１）
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。この際、優先電話番号以外の通話相手に対して、例えば、優先されるべき着信があった
旨を示すメッセージを出力すると良い。そして主制御部２０は、優先電話番号の相手との
通話を開始する（Ｓ５１３）。
【００６７】
　通話優先機能が有効ではなかった場合（Ｓ５０５のＮｏ）、またはステップＳ５０３に
て着信があった相手が優先電話番号と一致しなかった場合（Ｓ５０７のＮｏ）は、主制御
部２０は、スピーカ１４から所定の音声を出力する等により、ユーザに対して着信中であ
ることを通知する。主制御部２０は、着信相手により着信の呼が切断されたか否かを判断
する（Ｓ５１４）。着信の呼が切断された場合（Ｓ５１４のＹｅｓ）は、主制御部２０は
、通話優先処理を終了する。
【００６８】
　着信の呼が切断されていない場合（Ｓ５１４のＮｏ）は、主制御部２０は、通話キーが
押されたか否かを判断する（Ｓ５１５）。通話キーが押されなかった場合（Ｓ５１５のＮ
ｏ）は、ステップＳ５１４に戻って、主制御部２０は着信の呼が切断されたか否かを判断
する。
【００６９】
　通話キーが押された場合（Ｓ５１５のＹｅｓ）は、主制御部２０は、ステップＳ５０１
にて通話中の相手との通話を切断せずに、ステップＳ５０３にて着信があった相手からの
着信に応答する（Ｓ５１７）。そして主制御部２０は、ステップＳ５０１にて通話中の相
手との通話を保留にした状態で、ステップＳ５０３にて着信があった相手との通話を開始
する（Ｓ５１９）。
【００７０】
　このようにして携帯電話機１は、通話優先機能が有効に設定されているとき、優先電話
番号以外の相手との通話中に優先電話番号の相手からの着信があった場合に、優先電話番
号以外の相手との通話を切断して、優先電話番号からの着信に応答するようにする。
【００７１】
　次に、携帯電話機１において、着信拒否電話番号の相手からの着信があった場合、設定
情報３０に基づいて、この着信を拒否する通話優先処理を行う際の手順について、図１１
に示すフローチャートに基づいて説明する。
【００７２】
　始めに主制御部２０は、着信があったか否かを判断する（Ｓ６０１）。着信がない場合
（Ｓ６０１のＮｏ）は、主制御部２０はそのまま待機する。着信があった場合（Ｓ６０１
のＹｅｓ）は、主制御部２０は、通話優先機能が有効か否かを判断する（Ｓ６０３）。こ
の際、主制御部２０は、記憶部２６から通話優先機能有効設定情報３２を取得し、この情
報に基づいて有効か否かを判断する。例えば図４に示す設定情報３０によると、通話優先
機能有効設定情報３２が「常に有効」に設定されているので、通話優先機能が有効である
ものと判断される。
【００７３】
　通話優先機能が有効であった場合（Ｓ６０３のＹｅｓ）は、主制御部２０は、ステップ
Ｓ６０１にて着信中の電話番号が優先電話番号と一致するか否かを判断する（Ｓ６０５）
。この際、主制御部２０は、記憶部２６から優先電話番号情報３１を取得して、この情報
に基づいて、着信中の番号が優先電話番号と一致するか否かを判断する。例えば図４に示
す設定情報３０によると、優先電話番号情報３１が「０９０－１２３４－５６７８」に設
定されているので、ステップＳ６０１にてこの電話番号からの着信があった場合に、着信
中の電話番号が優先電話番号と一致するものと判断される。
【００７４】
　着信中の電話番号が優先電話番号と一致した場合（Ｓ６０５のＹｅｓ）は、主制御部２
０は、着信音を鳴動させて、ユーザに対して着信中であることを通知する（Ｓ６０７）。
主制御部２０は、着信相手により着信の呼が切断されたか否かを判断する（Ｓ６０８）。
着信の呼が切断された場合（Ｓ６０８のＹｅｓ）は、主制御部２０は、通話優先処理を終
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了する。
【００７５】
　着信の呼が切断されていない場合（Ｓ６０８のＮｏ）は、主制御部２０は、通話キーが
押されたか否かを判断する（Ｓ６０９）。通話キーが押されなかった場合（Ｓ６０９のＮ
ｏ）は、ステップＳ６０８に戻って、主制御部２０は着信の呼が切断されたか否かを判断
する。
【００７６】
　通話キーが押された場合（Ｓ６０９のＹｅｓ）は、主制御部２０は、ステップＳ６０１
にて着信中の通話、すなわち優先電話番号の相手との通話を開始する（Ｓ６１１）。
【００７７】
　通話優先機能が有効ではなかった場合（Ｓ６０３のＮｏ）、またはステップＳ６０１に
て着信があった相手が優先電話番号と一致しなかった場合（Ｓ６０５のＮｏ）は、主制御
部２０は、ステップＳ６０１にて着信中の電話番号が着信拒否電話番号と一致するか否か
を判断する（Ｓ６１３）。この際、主制御部２０は、記憶部２６から着信拒否情報３９を
取得して、この情報に基づいて、着信中の番号が着信拒否電話番号と一致するか否かを判
断する。例えば図４に示す設定情報３０によると、着信拒否情報３９が「０９０－４３２
１－８７６５」に設定されているので、ステップＳ６０１にてこの電話番号からの着信が
あった場合に、着信中の電話番号が着信拒否電話番号と一致するものと判断される。
【００７８】
　ステップＳ６０１にて着信中の電話番号が着信拒否電話番号と一致しなかった場合（Ｓ
６１３のＮｏ）は、主制御部２０は、ステップＳ６０１にて着信のあった相手が着信拒否
すべき相手ではないため、ステップＳ６０７に戻って、主制御部２０は、着信音を鳴動さ
せて、ユーザに対して着信中であることを通知する。
【００７９】
　ステップＳ６０１にて着信中の電話番号が着信拒否電話番号と一致した場合（Ｓ６１３
のＹｅｓ）は、主制御部２０は、ステップＳ６０１にて着信のあった相手が着信拒否すべ
き相手であるため、この着信を拒否する（Ｓ６１５）。
【００８０】
　このようにして携帯電話機１は、通話優先機能が有効に設定されているときに、優先電
話番号の相手からの着信があった場合には、この着信に応答できるようにし、優先電話番
号以外の相手からの着信があった場合には、この着信が着信拒否電話番号の相手からの着
信かどうかを判定し、着信拒否電話番号以外の相手からの着信であった場合にのみ、この
着信に応答できるようにする。
【００８１】
　なお、携帯電話機１の実施形態として、１つの電話番号を優先電話番号として登録する
例について説明したが、これに限定されず、複数の電話番号を優先電話番号グループとし
登録するようにしても良い。
【００８２】
　また、携帯電話機１において、ユーザ操作用パスワード情報３６が設定されている場合
には、着信時に操作キー１５を介して着信応答以外の操作（転送や着信拒否や応答保留や
留守番電話応答等）が指示された際に、ディスプレイ１３にパスワードを入力させるため
のパスワード入力要求画面を表示し、正しいユーザ操作用パスワードが入力された場合に
のみ、着信応答以外の操作を許可するようにすると良い。
【００８３】
　さらに、携帯電話機１の実施形態として、記憶部２６にのみ設定情報３０が記憶されて
いる例について説明したが、これに限定されず、例えばＵＳＩＭカードにも併せて設定情
報３０を記憶するようにすれば、ＵＳＩＭカードを他の携帯電話機に差し替えた場合であ
っても、設定情報３０を有効とすることができる。
【００８４】
　そして、着信拒否情報３９に優先電話番号が設定されている場合であっても、優先電話
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【００８５】
　本発明に係る携帯通信端末によると、通話優先機能の設定に応じて、優先電話番号以外
の相手との通話中であっても優先電話番号の相手からの着信を優先したり、優先電話番号
の相手との通話中には優先電話番号以外の相手からの着信を切断したり、優先電話番号の
相手からの着信に対する着信応答以外の操作を制限したりすること等により、特定の電話
番号（優先電話番号）の相手との通話を優先することができるとともに、この優先処理を
有効にするかどうかを簡単に設定することが可能となる。
【００８６】
　本発明の説明として、携帯電話機１について説明したが、これに限らず、ＰＨＳ（Ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）等の任意の通信端末であっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】（Ａ）は、本発明に係る携帯通信端末（携帯電話機）の開いた状態を示す正面図
、（Ｂ）は、本発明に係る携帯通信端末（携帯電話機）の開いた状態を示す側面図。
【図２】（Ａ）は、本発明に係る携帯通信端末（携帯電話機）の閉じた状態を示す正面図
、（Ｂ）は、本発明に係る携帯通信端末（携帯電話機）の閉じた状態を示す側面図。
【図３】本発明に係る携帯通信端末（携帯電話機）の機能ブロック図。
【図４】設定情報を示すデータ構成図。
【図５】（Ａ）乃至（Ｇ）は、設定情報を入力するための画面図。
【図６】本発明に係る携帯通信端末が通話優先処理（着信応答以外の操作を禁止する処理
）を行う際の手順を示すフローチャート。
【図７】本発明に係る携帯通信端末が通話優先処理（位置通知メールを送信する処理）を
行う際の手順を示すフローチャート。
【図８】本発明に係る携帯通信端末が通話優先処理（優先電話番号との通話を優先する処
理）を行う際の手順を示すフローチャート。
【図９】本発明に係る携帯通信端末が通話優先処理（切断を禁止する処理）を行う際の手
順を示すフローチャート。
【図１０】本発明に係る携帯通信端末が通話優先処理（優先電話番号からの着信を優先す
る処理）を行う際の手順を示すフローチャート。
【図１１】本発明に係る携帯通信端末が通話優先処理（着信を拒否する処理）を行う際の
手順を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００８８】
　１…携帯電話機，１０…上筐体，１１…下筐体，１２…ヒンジ部，１３…ディスプレイ
，１４…スピーカ，１５…操作キー，１６…マイクロフォン，２０…主制御部，２１…電
源回路部，２２…操作入力制御部，２３…表示制御部，２４…音声制御部，２５…通信制
御部，２６…記憶部，３０…設定情報，５０…表示画面。
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