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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発信端末と、着信端末と、前記発信端末から前記着信端末への呼を中継する呼中継装置
とを備える呼中継システムを用いた呼中継方法であって、
　前記呼中継装置の中継部が、前記発信端末からの呼を前記着信端末に中継し、当該呼に
おける発信元の電話番号と発信先の電話番号とを関連付けて呼履歴記憶部に登録するステ
ップと、
　前記呼中継装置の着側通知取得部が、前記着信端末から前記呼に対する評価属性を示す
着側通知を取得するステップと、
　前記呼中継装置の呼属性設定部が、前記取得した着側通知が示す呼の情報を呼履歴記憶
部から取得し、前記着側通知が示す評価属性を前記取得した呼における前記発信元の電話
番号と前記発信先の電話番号とに関連付けて呼属性記憶部に登録するステップと、
　前記呼属性記憶部の情報を利用して、非迷惑電話として登録した非通知の呼の着信時に
迷惑電話でないことを示すマークを付けるステップと
　を備えることを特徴とする呼中継方法。
【請求項２】
　前記呼中継装置の前記中継部は、
　前記呼履歴記憶部に登録されている前記発信元の電話番号と前記発信先の電話番号とを
示す呼の情報の中から、前記発信先の電話番号が前記取得した呼の発信先の電話番号と同
じである呼の情報に、当該呼における前記発信元の電話番号と前記発信先の電話番号とを
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上書きして登録し、
　前記呼中継装置の前記呼属性設定部は、
　前記取得した着側通知が示す呼として、前記呼履歴記憶部に登録されている前記発信元
の電話番号と前記発信先の電話番号とを示す呼の情報の中から、前記発信先の電話番号が
前記着側通知の送信元の電話番号と同じである呼の情報を取得する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の呼中継方法。
【請求項３】
　前記呼中継装置の前記中継部は、
　前記取得した呼における前記発信元の電話番号と前記発信先の電話番号とに加え、前記
取得した呼の発呼時刻を前記呼履歴記憶部に関連付けて登録し、
　前記呼中継装置の前記呼属性設定部は、
　前記取得した着側通知が示す呼として、前記呼履歴記憶部に登録されている前記発信元
の電話番号と前記発信先の電話番号と前記発呼時刻とを示す呼の情報の中から、前記発信
先の電話番号が前記着側通知の送信元の電話番号と同じかつ前記発呼時刻が現在の時刻に
最近の呼の情報を取得する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の呼中継方法。
【請求項４】
　前記着信端末が送信する着側通知は、
　呼に対する評価属性と当該呼を着信した時刻とを含み、
　前記呼中継装置の前記中継部は、
　前記取得した呼における前記発信元の電話番号と前記発信先の電話番号とに加え、前記
取得した呼の発呼時刻を前記呼履歴記憶部に関連付けて登録し、
　前記呼中継装置の前記呼属性設定部は、
　前記取得した着側通知が示す呼として、前記呼履歴記憶部に登録されている前記発信元
の電話番号と前記発信先の電話番号と前記発呼時刻との組の情報の中から、前記発信先の
電話番号が前記着側通知の送信元の電話番号と同じかつ前記発呼時刻が前記着側通知が示
す時刻に最近の呼の情報を取得する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の呼中継方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発信側ネットワークを介して接続される発信端末から着信側ネットワークを
介して接続される着信端末への呼を中継する呼中継システム、呼中継装置、呼中継方法及
びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＶｏＩＰ（Voice over Internet Protocol）等の技術が研究され、電話網にＩＰ
（Internet Protocol）を用いたサービスの開発が進んでいる。また、通信端末の情報処
理能力も高くなり、通信端末のＰＣ（Personal Computer）化が進んでいる。これらに伴
い、電話網を用いた多様なサービスの実現が可能となる。しかし、サービスの多様化に伴
い、音声自動応答装置によるセールスなど、ユーザによっては迷惑電話となるサービスも
増加すると考えられる。一方、迷惑電話となりうるサービスもユーザによっては享受を望
む場合も考えられるため、上述したようなサービスを全て排除するのは好ましくない。
【０００３】
　従来、迷惑電話を回避する方法として、通信端末の着信拒否リストに迷惑電話の発信も
との電話番号を登録することで、登録した電話番号の通信端末からの着信を行わなくする
方法が用いられている。
　また、迷惑電話によるユーザの不利益を回避する方法として、特許文献１が開示されて
いる。特許文献１によると、予め登録されている電話番号、及び発信履歴に残っている電
話番号、及び着信履歴に残っておりかつ一定時間以上の通話が行われた電話番号以外の電
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話番号の通信端末からの着信に対して自動的にオフフック信号を送信し、発信端末に対し
て料金課金が発生する。これにより、迷惑電話をかける行為を抑制する。
【特許文献１】特開２００４－４８４４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来の方法では、電話番号を非通知として発信された呼は、通信端末から発呼
者番号が通知されないため、呼を特定することができなかった。また、非通知として発信
された呼を全て着信拒否する方法もあるが、非通知として発呼された迷惑電話ではない呼
も着信拒否されてしまうという問題があった。
　また、電話網のＩＰ化に伴い、通話料が安価になるにつれ、特許文献１に記載の方法で
は迷惑電話をかける行為を抑制する効果が薄くなってしまうという問題がある。
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、発信元の電話番号の通知
・非通知に関わらず迷惑電話の呼を特定することができる呼中継方法を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　発信端末と、着信端末と、前記発信端末から前記着信端末への呼を中継する呼中継装置
とを備える呼中継システムを用いた呼中継方法であって、前記呼中継装置の中継部が、前
記発信端末からの呼を前記着信端末に中継し、当該呼における発信元の電話番号と発信先
の電話番号とを関連付けて呼履歴記憶部に登録するステップと、前記呼中継装置の着側通
知取得部が、前記着信端末から前記呼に対する評価属性を示す着側通知を取得するステッ
プと、前記呼中継装置の呼属性設定部が、前記取得した着側通知が示す呼の情報を呼履歴
記憶部から取得し、前記着側通知が示す評価属性を前記取得した呼における前記発信元の
電話番号と前記発信先の電話番号とに関連付けて呼属性記憶部に登録するステップと、前
記呼属性記憶部の情報を利用して、非迷惑電話として登録した非通知の呼の着信時に迷惑
電話でないことを示すマークを付けるステップとを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、呼中継装置の中継部は、呼における発信端末の電話番号と着信端末の
電話番号とを関連付けて呼履歴記憶部に登録する。また、呼属性設定部は、着信端末から
取得した着側通知が示す呼を呼履歴記憶部から取得し、着側通知が示す評価属性を、取得
した呼における発信端末の電話番号と着信端末の電話番号とに関連付けて呼属性記憶部に
登録する。
　これにより、発信端末が電話番号を非通知として呼を発信しても、ユーザが迷惑電話と
判断した場合には着信端末から呼中継装置に対して迷惑電話であることを示す着側通知を
行うことで呼中継装置が発信端末を特定し、当該ユーザに対しての迷惑電話として呼属性
記憶部に登録することができる。そのため、呼属性記憶部を参照することで迷惑電話の呼
を特定することができ、呼属性記憶部の情報を利用して迷惑電話を着信拒否するサービス
や迷惑電話着信時に迷惑電話であることを示すマークを付けるサービス、非迷惑電話とし
て登録した非通知の呼の着信時に迷惑電話でないことを示すマークを付けるサービスなど
新たなサービスを行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳しく説明する。
　図１は、本発明の一実施形態による呼中継システムの構成を示す概略ブロック図である
。
　呼中継システムは、呼中継装置１０、発信端末２１、発信側ネットワーク２２、着信端
末３１、着信側ネットワーク３２を備える。
　呼中継装置１０は、発信側ネットワーク２２、着信側ネットワーク３２に接続され、発
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信端末２１が発信した呼を着信端末３１に中継する。呼中継システムがＩＰ電話システム
である場合、呼中継装置１０は、例えばＣＳＣＦ（Call Session Control Function：呼
セッション制御機能）サーバやＳＩＰ（Session Initiation Protocol：セッション確立
プロトコル）サーバ等の機能を実装しているものとする。
　発信端末２１は、着信端末３１に呼を発信する。
　着信端末３１は、発信端末２１から呼を着信する。また、呼中継装置１０に、着信した
呼に対する評価属性を示す着側通知を送信する。ここで、評価属性とは、着信した呼が迷
惑電話であること、または着信した呼が迷惑電話でないことを示す情報である。
　なお、図１では説明の便宜上、発信端末２１、発信側ネットワーク２２、着信端末３１
、着信側ネットワーク３２を１つずつ示しているが、実際には複数の端末とネットワーク
に接続される。
【００１１】
　呼中継装置１０は、中継部１１、呼履歴記憶部１２、着側通知取得部１３、呼属性設定
部１４、呼属性記憶部１５を備える。
　中継部１１は、発信端末２１からの呼を着信端末３１に中継し、発信端末２１の電話番
号と着信端末３１の電話番号とを関連付けて呼履歴記憶部１２の呼履歴テーブルに登録す
る。
　着側通知取得部１３は、着信端末３１から着側通知を取得する。
　呼属性設定部１４は、着側通知が示す呼を呼履歴記憶部１２から取得し、着側通知の評
価属性を取得した呼の情報に関連付けて呼属性記憶部１５の呼属性テーブルに登録する。
【００１２】
　図２は、呼履歴記憶部１２が記憶する呼履歴テーブルを示す図である。
　図２に示されるように、呼履歴テーブルには、発信元の電話番号と発信先の電話番号と
が登録される。また、以下、呼履歴テーブルに記憶されている発信元の電話番号と発信先
の電話番号との組の情報のことを呼履歴情報と呼ぶ。
【００１３】
　図３は、呼属性記憶部１５が記憶する呼属性テーブルを示す図である。
　図３に示されるように、呼属性テーブルには、発信元の電話番号と発信先の電話番号と
評価属性とが登録される。
【００１４】
　以下に、本実施形態における呼中継システムの動作について説明する。
　まず、発信端末２１が電話番号を通知する設定で呼を発信し、着信端末３１が呼の解放
後に着側通知を送信する場合において、発信端末２１が呼を発信する際の呼中継システム
の動作について説明する。
　図４は、発信端末が電話番号を通知する設定で呼を発信し、着信端末が呼の解放後に着
側通知を送信する場合において、発信端末が呼を発信する際の呼中継システムの動作を示
すフローチャートである。
　まず、発信端末２１は、着信端末３１に対して発信元の電話番号を通知として着信端末
３１に呼を発信する（ステップＳ１１ａ）。発信元の電話番号を通知とするとは、着信端
末３１が発信元の電話番号を非通知とするフラグを呼に付与しない、または明示的に電話
番号を通知とするフラグを呼に付与することを示す。発信端末２１が発信元の電話番号を
通知として呼を発信すると、呼中継装置１０の中継部１１は、発信側ネットワーク２２を
経由して呼を検出する（ステップＳ１２ａ）。呼を検出すると、中継部１１は、取得した
呼から発信元の電話番号と発信先の電話番号を取得する（ステップＳ１３ａ）。すなわち
、発信端末２１の電話番号と着信端末３１の電話番号を取得する。
【００１５】
　電話番号を取得すると、中継部１１は、発信端末２１の電話番号と着信端末２２の電話
番号とを関連付けて呼履歴記憶部１２の呼履歴テーブルに登録する（ステップＳ１４ａ）
。このとき、中継部１１は、呼履歴記憶部１２が記憶する呼履歴テーブルの中から、ステ
ップＳ１３ａで取得した呼と発信先の電話番号が同じである呼履歴情報に、新たに取得し
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た呼の情報を上書きして登録する。これにより、呼履歴記憶部１２の呼履歴テーブルにお
いて発信先の電話番号を一意に特定することができる。呼履歴記憶部１２に情報を登録す
ると、中継部１１は、着信側ネットワーク３２を介して着信端末３１に呼を中継する（ス
テップＳ１５ａ）。これにより着信端末３１において発信元の電話番号を通知として着信
処理がなされる（ステップＳ１６ａ）。
【００１６】
　次に、発信端末２１が電話番号を通知する設定で呼を発信し、着信端末３１が呼の解放
後に着側通知を送信する場合において、着信端末３１が着側通知を送信する際の呼中継シ
ステムの動作について説明する。
　図５は、発信端末が電話番号を通知する設定で呼を発信し、着信端末が呼の解放後に着
側通知を送信する場合において、着信端末が着側通知を送信する際の呼中継システムの動
作を示すフローチャートである。
　ユーザが発信端末２１との通話を終了すると、着信端末３１の通話終了ボタン等を押下
し、または発信端末が通話を切断することで、着信端末３１は呼を解放する（ステップＳ
２１ａ）。発信端末２１との通話後に、着信端末３１が備える迷惑電話指定ボタン等を押
下し、または、発信端末２１との通話後に迷惑電話であることを通知する特番をダイアル
する等により、着信端末３１は、呼中継装置１０に着側通知を送信する（ステップＳ２２
ａ）。このとき、着側通知に含まれる評価属性は、例えば迷惑電話指定ボタンを押下し、
または、迷惑電話であることを通知する特番をダイアルした場合は、呼が迷惑電話である
ことを示す。また評価属性は、例えば非迷惑電話指定ボタンを押下し、または、迷惑電話
でないことを通知する特番をダイアルした場合は、呼が迷惑電話でないことを示す。
【００１７】
　着信端末３１が着側通知を送信すると、呼中継装置１０の着側通知取得部１３は着側通
知を取得する（ステップＳ２３ａ）。着側通知取得部１３が着側通知を取得すると、呼属
性設定部１４は、呼履歴記憶部１２の呼履歴テーブルから着信端末３１が発信先となって
いる呼履歴情報を取得する（ステップＳ２４ａ）。このとき、上述したように呼履歴記憶
部１２の呼履歴テーブルにおいて発信先の電話番号を一意に特定することができるため、
着信端末３１が発信先となっている呼履歴情報は１つだけである。なお、この呼履歴情報
は着信端末３１が着信した最近の呼である。
　呼属性設定部１４は、呼履歴情報を取得すると、呼履歴情報に含まれる発信元の電話番
号と、発信先の電話番号と、着側通知取得部１３が取得した着側通知が示す評価属性とを
関連付けて呼属性記憶部１５に登録する（ステップＳ２５ａ）。これにより、呼属性記憶
部１５には、ある発信元からある発信先への呼が迷惑電話であるか否かを示す情報が蓄積
される。
　以上が、発信端末２１が電話番号を通知する設定で呼を発信し、着信端末３１が呼の解
放後に着側通知を送信する場合における呼中継システムの動作である。
【００１８】
　次に、発信端末２１が電話番号を非通知する設定で呼を発信し、着信端末３１が呼の解
放後に着側通知を送信する場合において、発信端末２１が呼を発信する際の呼中継システ
ムの動作について説明する。
　図６は、発信端末が電話番号を非通知する設定で呼を発信し、着信端末が呼の解放後に
着側通知を送信する場合において、発信端末が呼を発信する際の呼中継システムの動作を
示すフローチャートである。
　まず、発信端末２１は、着信端末３１に発信元の電話番号を非通知として呼を発信する
（ステップＳ１１ｂ）。電話番号を非通知とするとは、発信端末２１が発信元の電話番号
を非通知とするフラグを呼に付与することを示す。発信端末２１が非通知として呼を発信
すると、呼中継装置１０の中継部１１は、発信側ネットワーク２２を経由して呼を検出す
る（ステップＳ１２ｂ）。呼を検出すると、中継部１１は、取得した呼から発信元の電話
番号と発信先の電話番号を取得する（ステップＳ１３ｂ）。すなわち、発信端末２１の電
話番号と着信端末３１の電話番号を取得する。なお一般的には、発信端末の操作によって
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電話番号の非通知が設定されている場合、呼中継装置１０で発信元の電話番号が取得され
るため、呼中継装置１０は、電話番号の通知・非通知に関わらず発信端末２１の電話番号
を取得することができる。
【００１９】
　電話番号を取得すると、中継部１１は、発信端末２１の電話番号と着信端末２２の電話
番号とを関連付けて呼履歴記憶部１２の呼履歴テーブルに登録する（ステップＳ１４ｂ）
。このとき、中継部１１は、呼履歴記憶部１２が記憶する呼履歴テーブルの中から、ステ
ップＳ１３ｂで取得した呼と発信先の電話番号が同じである呼履歴情報に、新たに取得し
た呼の情報を上書きして登録する。これにより、呼履歴記憶部１２の呼履歴テーブルにお
いて発信先の電話番号を一意に特定することができる。呼履歴記憶部１２に情報を登録す
ると、中継部１１は、着信側ネットワーク３２を介して着信端末３１に呼を中継する（ス
テップＳ１５ｂ）。これにより着信端末３１において発信元の電話番号を非通知として着
信処理がなされる（ステップＳ１６ｂ）。
【００２０】
　次に、発信端末２１が電話番号を非通知する設定で呼を発信し、着信端末３１が呼の解
放後に着側通知を送信する場合において、着信端末３１が着側通知を送信する際の呼中継
システムの動作について説明する。
　図７は、発信端末が電話番号を非通知する設定で呼を発信し、着信端末が呼の解放後に
着側通知を送信する場合において、着信端末が着側通知を送信する際の呼中継システムの
動作を示すフローチャートである。
　ユーザが発信端末２１との通話を終了すると、着信端末３１の通話終了ボタン等を押下
し、または発信端末が通話を切断することで、着信端末３１は呼を解放する（ステップＳ
２１ｂ）。発信端末２１との通話後に、着信端末３１が備える迷惑電話指定ボタン等を押
下し、または、発信端末２１との通話後に迷惑電話であることを通知する特番をダイアル
する等により、着信端末３１は、呼中継装置１０に着側通知を送信する（ステップＳ２２
ｂ）。このとき、着側通知に含まれる評価属性は、例えば迷惑電話指定ボタンを押下し、
または、迷惑電話であることを通知する特番をダイアルした場合は、呼が迷惑電話である
ことを示す。また評価属性は、例えば非迷惑電話指定ボタンを押下し、または、迷惑電話
でないことを通知する特番をダイアルした場合は、呼が迷惑電話でないことを示す。
【００２１】
　着信端末３１が着側通知を送信すると、呼中継装置１０の着側通知取得部１３は着側通
知を取得する（ステップＳ２３ｂ）。着側通知取得部１３が着側通知を取得すると、呼属
性設定部１４は、呼履歴記憶部１２の呼履歴テーブルから着信端末３１が発信先となって
いる呼履歴情報を取得する（ステップＳ２４ｂ）。このとき、上述したように呼履歴記憶
部１２の呼履歴テーブルにおいて発信先の電話番号を一意に特定することができるため、
着信端末３１が発信先となっている呼履歴情報は１つだけである。なお、この呼履歴情報
は着信端末３１が着信した最近の呼である。
　呼属性設定部１４は、呼履歴情報を取得すると、呼履歴情報に含まれる発信元の電話番
号と、発信先の電話番号と、着側通知取得部１３が取得した着側通知が示す評価属性とを
関連付けて呼属性記憶部１５に登録する（ステップＳ２５ｂ）。これにより、呼属性記憶
部１５には、ある発信元からある発信先への呼が迷惑電話であるか否かを示す情報が蓄積
される。
　以上が、発信端末２１が電話番号を非通知する設定で呼を発信し、着信端末３１が呼の
解放後に着側通知を送信する場合における呼中継システムの動作である。
【００２２】
　まず、発信端末２１が電話番号を通知する設定で呼を発信し、着信端末３１が呼の解放
前に着側通知を送信する場合において、発信端末２１が呼を発信する際の呼中継システム
の動作について説明する。
　図８は、発信端末が電話番号を通知する設定で呼を発信し、着信端末が呼の解放前に着
側通知を送信する場合において、発信端末が呼を発信する際の呼中継システムの動作を示
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すフローチャートである。
　まず、発信端末２１は、着信端末３１に対して発信元の電話番号を通知として着信端末
３１に呼を発信する（ステップＳ１１ｃ）。発信元の電話番号を通知とするとは、着信端
末３１が発信元の電話番号を非通知とするフラグを呼に付与しない、または明示的に電話
番号を通知とするフラグを呼に付与することを示す。発信端末２１が発信元の電話番号を
通知として呼を発信すると、呼中継装置１０の中継部１１は、発信側ネットワーク２２を
経由して呼を検出する（ステップＳ１２ｃ）。呼を検出すると、中継部１１は、取得した
呼から発信元の電話番号と発信先の電話番号を取得する（ステップＳ１３ｃ）。すなわち
、発信端末２１の電話番号と着信端末３１の電話番号を取得する。
【００２３】
　電話番号を取得すると、中継部１１は、発信端末２１の電話番号と着信端末２２の電話
番号とを関連付けて呼履歴記憶部１２の呼履歴テーブルに登録する（ステップＳ１４ｃ）
。このとき、中継部１１は、呼履歴記憶部１２が記憶する呼履歴テーブルの中から、ステ
ップＳ１３ｃで取得した呼と発信先の電話番号が同じである呼履歴情報に、新たに取得し
た呼の情報を上書きして登録する。これにより、呼履歴記憶部１２の呼履歴テーブルにお
いて発信先の電話番号を一意に特定することができる。呼履歴記憶部１２に情報を登録す
ると、中継部１１は、着信側ネットワーク３２を介して着信端末３１に呼を中継する（ス
テップＳ１５ｃ）。これにより着信端末３１において発信元の電話番号を通知として着信
処理がなされる（ステップＳ１６ｃ）。
【００２４】
　次に、発信端末２１が電話番号を通知する設定で呼を発信し、着信端末３１が呼の解放
前に着側通知を送信する場合において、着信端末３１が着側通知を送信する際の呼中継シ
ステムの動作について説明する。
　図９は、発信端末が電話番号を通知する設定で呼を発信し、着信端末が呼の解放前に着
側通知を送信する場合において、着信端末が着側通知を送信する際の呼中継システムの動
作を示すフローチャートである。
　発信端末２１からの呼び出し中、または発信端末２１との通話中に、着信端末３１が備
える迷惑電話指定ボタン等を押下すること等により、着信端末３１は、呼中継装置１０に
着側通知を送信する（ステップＳ２１ｃ）。このとき、着側通知に含まれる評価属性は、
例えば迷惑電話指定ボタンを押下し、または、迷惑電話であることを通知する特番をダイ
アルした場合は、呼が迷惑電話であることを示す。また評価属性は、例えば非迷惑電話指
定ボタンを押下し、または、迷惑電話でないことを通知する特番をダイアルした場合は、
呼が迷惑電話でないことを示す。着信端末３１が着側通知を送信した後、着信端末３１の
通話終了ボタン等を押下し、または発信端末が２１通話を切断することで、着信端末３１
は呼を解放する（ステップＳ２２ｃ）。
【００２５】
　ステップＳ２１ｃにより着信端末３１が着側通知を送信すると、呼中継装置１０の着側
通知取得部１３は着側通知を取得する（ステップＳ２３ｃ）。着側通知取得部１３が着側
通知を取得すると、呼属性設定部１４は、呼履歴記憶部１２の呼履歴テーブルから着信端
末３１が発信先となっている呼履歴情報を取得する（ステップＳ２４ｃ）。このとき、上
述したように呼履歴記憶部１２の呼履歴テーブルにおいて発信先の電話番号を一意に特定
することができるため、着信端末３１が発信先となっている呼履歴情報は１つだけである
。なお、この呼履歴情報は着信端末３１が着信した最近の呼である。
　呼属性設定部１４は、呼履歴情報を取得すると、呼履歴情報に含まれる発信元の電話番
号と、発信先の電話番号と、着側通知取得部１３が取得した着側通知が示す評価属性とを
関連付けて呼属性記憶部１５に登録する（ステップＳ２５ｃ）。これにより、呼属性記憶
部１５には、ある発信元からある発信先への呼が迷惑電話であるか否かを示す情報が蓄積
される。
　以上が、発信端末２１が電話番号を通知する設定で呼を発信し、着信端末３１が呼の解
放前に着側通知を送信する場合における呼中継システムの動作である。
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【００２６】
　次に、発信端末２１が電話番号を非通知する設定で呼を発信し、着信端末３１が呼の解
放前に着側通知を送信する場合において、発信端末２１が呼を発信する際の呼中継システ
ムの動作について説明する。
　図１０は、発信端末が電話番号を非通知する設定で呼を発信し、着信端末が呼の解放前
に着側通知を送信する場合において、発信端末が呼を発信する際の呼中継システムの動作
を示すフローチャートである。
　まず、発信端末２１は、着信端末３１に発信元の電話番号を非通知として呼を発信する
（ステップＳ１１ｄ）。電話番号を非通知とするとは、発信端末２１が発信元の電話番号
を非通知とするフラグを呼に付与することを示す。発信端末２１が非通知として呼を発信
すると、呼中継装置１０の中継部１１は、発信側ネットワーク２２を経由して呼を検出す
る（ステップＳ１２ｄ）。呼を検出すると、中継部１１は、取得した呼から発信元の電話
番号と発信先の電話番号を取得する（ステップＳ１３ｄ）。すなわち、発信端末２１の電
話番号と着信端末３１の電話番号を取得する。なお一般的には、発信端末の操作によって
電話番号の非通知が設定されている場合、呼中継装置１０で発信元の電話番号が取得され
るため、呼中継装置１０は、電話番号の通知・非通知に関わらず発信端末２１の電話番号
を取得することができる。
【００２７】
　電話番号を取得すると、中継部１１は、発信端末２１の電話番号と着信端末２２の電話
番号とを関連付けて呼履歴記憶部１２の呼履歴テーブルに登録する（ステップＳ１４ｄ）
。このとき、中継部１１は、呼履歴記憶部１２が記憶する呼履歴テーブルの中から、ステ
ップＳ１３ｄで取得した呼と発信先の電話番号が同じである呼履歴情報に、新たに取得し
た呼の情報を上書きして登録する。これにより、呼履歴記憶部１２の呼履歴テーブルにお
いて発信先の電話番号を一意に特定することができる。呼履歴記憶部１２に情報を登録す
ると、中継部１１は、着信側ネットワーク３２を介して着信端末３１に呼を中継する（ス
テップＳ１５ｄ）。これにより着信端末３１において発信元の電話番号を非通知として着
信処理がなされる（ステップＳ１６ｄ）。
【００２８】
　次に、発信端末２１が電話番号を通知する設定で呼を発信し、着信端末３１が呼の解放
前に着側通知を送信する場合において、着信端末３１が着側通知を送信する際の呼中継シ
ステムの動作について説明する。
　図１１は、発信端末が電話番号を通知する設定で呼を発信し、着信端末が呼の解放前に
着側通知を送信する場合において、着信端末が着側通知を送信する際の呼中継システムの
動作を示すフローチャートである。
　発信端末２１からの呼び出し中、または発信端末２１との通話中に、着信端末３１が備
える迷惑電話指定ボタン等を押下すること等により、着信端末３１は、呼中継装置１０に
着側通知を送信する（ステップＳ２１ｄ）。このとき、着側通知に含まれる評価属性は、
例えば迷惑電話指定ボタンを押下し、または、迷惑電話であることを通知する特番をダイ
アルした場合は、呼が迷惑電話であることを示す。また評価属性は、例えば非迷惑電話指
定ボタンを押下し、または、迷惑電話でないことを通知する特番をダイアルした場合は、
呼が迷惑電話でないことを示す。着信端末３１が着側通知を送信した後、着信端末３１の
通話終了ボタン等を押下し、または発信端末が２１通話を切断することで、着信端末３１
は呼を解放する（ステップＳ２２ｄ）。
【００２９】
　ステップＳ２１ｄにより着信端末３１が着側通知を送信すると、呼中継装置１０の着側
通知取得部１３は着側通知を取得する（ステップＳ２３ｄ）。着側通知取得部１３が着側
通知を取得すると、呼属性設定部１４は、呼履歴記憶部１２の呼履歴テーブルから着信端
末３１が発信先となっている呼履歴情報を取得する（ステップＳ２４ｄ）。このとき、上
述したように呼履歴記憶部１２の呼履歴テーブルにおいて発信先の電話番号を一意に特定
することができるため、着信端末３１が発信先となっている呼履歴情報は１つだけである
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。なお、この呼履歴情報は着信端末３１が着信した最近の呼である。
　呼属性設定部１４は、呼履歴情報を取得すると、呼履歴情報に含まれる発信元の電話番
号と、発信先の電話番号と、着側通知取得部１３が取得した着側通知が示す評価属性とを
関連付けて呼属性記憶部１５に登録する（ステップＳ２５ｄ）。これにより、呼属性記憶
部１５には、ある発信元からある発信先への呼が迷惑電話であるか否かを示す情報が蓄積
される。
　以上が、発信端末２１が電話番号を非通知する設定で呼を発信し、着信端末３１が呼の
解放前に着側通知を送信する場合における呼中継システムの動作である。
【００３０】
　上述した処理によって呼属性記憶部１５を参照することで迷惑電話の呼を特定すること
ができる。これにより、呼属性記憶部１５の情報を利用して様々なサービスを提供するこ
とができる。様々なサービスとは、例えば迷惑電話を着信拒否するサービスや迷惑電話着
信時に迷惑電話であることを示すマークを付けるサービス、非迷惑電話として登録した非
通知の呼の着信時に迷惑電話でないことを示すマークを付けるサービスなどが挙げられる
。
【００３１】
　このように、本実施形態によれば、呼中継装置１０の中継部１１は、呼における発信元
の電話番号と発信先の電話番号とを関連付けて呼履歴記憶部１２に登録する。また、呼属
性設定部１４は、着信端末３１から取得した着側通知が示す呼を呼履歴記憶部１２から取
得し、着側通知が示す評価属性を、取得した呼における発信元の電話番号と発信先の電話
番号とに関連付けて呼属性記憶部１２に登録する。
　これにより、発信端末２１が呼を発信する際に電話番号を通知としても非通知としても
、ユーザが迷惑電話と判断した場合には着信端末３１から呼中継装置１０に対して迷惑電
話であることを示す着側通知を行うことで呼中継装置１０が発信端末２１を特定し、当該
ユーザに対しての迷惑電話として呼属性記憶部１５に登録することができる。そのため、
呼属性記憶部１５を参照することで迷惑電話の呼を特定することができ、呼属性記憶部１
５の情報を利用して迷惑電話を着信拒否するサービスや迷惑電話着信時に迷惑電話である
ことを示すマークを付けるサービス、非迷惑電話として登録した非通知の呼の着信時に迷
惑電話でないことを示すマークを付けるサービスなど新たなサービスを行うことができる
。
【００３２】
　以上、図面を参照してこの発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な
構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様
々な設計変更等をすることが可能である。
【００３３】
　なお、本実施形態では、呼履歴記憶部１２が記憶する発信先の電話番号を一意とする場
合を説明したが、これに限られない。例えば、上述したステップＳ１４において、中継部
１１は、取得した呼の発信元の電話番号と発信先の電話番号とに加え、呼の発呼時刻を関
連付け、上書きを行わずに呼履歴記憶部１２に登録する。そして、上述したステップＳ２
３において呼属性設定部１４は、呼履歴記憶部１２に登録されている呼履歴テーブルの中
から、発信先が着信端末３１かつ発呼時刻が最近の情報を取得する、という処理を行って
も、本実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００３４】
　また、本実施形態では、着信端末３１が送信する着側通知は、着信端末３１が着信した
最近の呼に対する評価属性を示す場合を説明したが、これに限られない。例えば、上述し
たステップＳ１４において、中継部１１は、取得した呼の発信元の電話番号と発信先の電
話番号とに加え、呼の発呼時刻を関連付け、上書きを行わずに呼履歴記憶部１２に登録す
る。そして、ステップＳ２１において、着信端末３１は、呼中継装置１０に着側通知を送
信する。このとき、呼中継装置１０は、着信端末３１に対して呼の着呼時刻の時間と分の
入力を促すアナウンスをする。これに対し、ユーザが着信端末３１の数字ボタンを押下す
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ることで入力を行うと、呼中継装置１０は、数字ボタンのトーン信号から入力された時刻
を取得する。次に、上述したステップＳ２３において、呼属性設定部１４は、呼履歴記憶
部１２に登録されている呼履歴テーブルの中から、発信先が着信端末３１かつ発呼時刻が
トーン信号から取得した時刻と最近の情報を取得する、という処理を行うことで、最近の
呼だけでなく最近の呼よりも過去に着信した呼に対して評価属性を付与しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の一実施形態による呼中継システムの構成を示す概略ブロック図である。
【図２】呼履歴記憶部が記憶する呼履歴テーブルを示す図である。
【図３】呼属性記憶部が記憶する呼属性テーブルを示す図である。
【図４】発信端末が電話番号を通知する設定で呼を発信し、着信端末が呼の解放後に着側
通知を送信する場合において、発信端末が呼を発信する際の呼中継システムの動作を示す
フローチャートである。
【図５】発信端末が電話番号を通知する設定で呼を発信し、着信端末が呼の解放後に着側
通知を送信する場合において、着信端末が着側通知を送信する際の呼中継システムの動作
を示すフローチャートである。
【図６】発信端末が電話番号を非通知する設定で呼を発信し、着信端末が呼の解放後に着
側通知を送信する場合において、発信端末が呼を発信する際の呼中継システムの動作を示
すフローチャートである。
【図７】発信端末が電話番号を非通知する設定で呼を発信し、着信端末が呼の解放後に着
側通知を送信する場合において、着信端末が着側通知を送信する際の呼中継システムの動
作を示すフローチャートである。
【図８】発信端末が電話番号を通知する設定で呼を発信し、着信端末が呼の解放前に着側
通知を送信する場合において、発信端末が呼を発信する際の呼中継システムの動作を示す
フローチャートである。
【図９】発信端末が電話番号を通知する設定で呼を発信し、着信端末が呼の解放前に着側
通知を送信する場合において、着信端末が着側通知を送信する際の呼中継システムの動作
を示すフローチャートである。
【図１０】発信端末が電話番号を非通知する設定で呼を発信し、着信端末が呼の解放前に
着側通知を送信する場合において、発信端末が呼を発信する際の呼中継システムの動作を
示すフローチャートである。
【図１１】発信端末が電話番号を非通知する設定で呼を発信し、着信端末が呼の解放前に
着側通知を送信する場合において、着信端末が着側通知を送信する際の呼中継システムの
動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００３６】
　１０…呼中継装置　１１…中継部　１２…呼履歴記憶部　１３…着側通知取得部　１４
…呼属性設定部　１５…呼属性記憶部　２１…発信端末　２２…発信側ネットワーク　３
１…着信端末　３２…着信側ネットワーク
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