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(57)【要約】
【課題】発信者の推定を大幅に簡易化でき、アドレス帳
に発信者番号を登録する件数も減らすことができる通信
端末装置を提供する。
【解決手段】本発明にかかる通信端末装置は、発信者又
は着信者となる通信者の通信者番号及び通信者名称が予
め登録されているアドレス帳情報が格納された記憶部３
と、記憶部３に格納された情報を表示する表示部４と、
アドレス帳情報に登録されていない未登録者番号の発信
及び／又は着信に関係する情報を未登録者情報として記
憶部３に記憶させ、未登録者番号からの着呼時及び／又
は未登録者番号への発呼時に、その未登録者情報を表示
部４に表示させる制御部７とを有する。
【選択図】図１



(2) JP 2008-22241 A 2008.1.31

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発信者又は着信者となる通信者の通信者番号及び通信者名称が予め登録されているアド
レス帳情報が格納された記憶部と、
　前記記憶部に格納された情報を表示する表示部と、
　前記アドレス帳情報に登録されていない未登録者番号の発信及び／又は着信に関係する
情報を未登録者情報として前記記憶部に記憶させ、前記未登録者番号からの着呼時及び／
又は前記未登録者番号への発呼時に、その前記未登録者情報を前記表示部に表示させる制
御部とを有する通信端末装置。
【請求項２】
　前記制御部は、
　着信があった通信者番号又は発信をする通信者番号が前記未登録者情報として登録され
ているか否かを判定する判定部と、
　着信があった通信者番号又は発信をする通信者番号が前記未登録者情報に登録されてい
る場合にその未登録者情報を表示する表示制御部と
　を有することを特徴とする請求項１記載の通信端末装置。
【請求項３】
　前記制御部は、
　着信があった通信者番号又は発信をする通信者番号が前記アドレス帳情報に登録されて
いるか否かを判定するアドレス帳情報判定部と、
　着信があった通信者番号又は発信をする通信者番号が前記アドレス帳情報に登録されて
いない通信者番号である場合に、前記未登録者情報として登録されているか否かを判定す
る未登録者情報判定部と、
　着信があった通信者番号又は発信をする通信者番号が前記未登録者情報として登録され
ていない新規の通信者番号である場合に、前記未登録者情報として登録する登録部と、
　着信があった通信者番号又は発信をする通信者番号が前記未登録者情報として登録され
ている通信者番号である場合に、前記未登録者情報を更新する更新部と、
　着信があった通信者番号又は発信をする通信者番号に応じて前記アドレス帳情報又は未
登録者情報を表示する表示制御部と
　を有することを特徴とする請求項１記載の通信端末装置。
【請求項４】
　前記未登録者情報は、累積着信回数又は累積発信回数の情報を含む
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項記載の通信端末装置。
【請求項５】
　前記未登録者情報は、最新の着信又は発信のタイミングを示すタイミング情報を含む
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項記載の通信端末装置。
【請求項６】
　前記制御部は、着信があった通信者番号又は発信をする通信者番号における前記累積着
信回数又は前記累積発信回数に応じて、その着信態様又は発信態様を異ならせる
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項記載の通信端末装置。
【請求項７】
　前記制御部は、着信があった通信者番号又は発信をする通信者番号における前記最新着
信日時又は前記最新発信日時に応じて、その着信態様又は発信態様を異ならせる
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項記載の通信端末装置。
【請求項８】
　発信者又は着信者である通信者の発信及び／又は着信に関係する情報を、その通信者番
号と共に通信者情報として記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶された前記通信者情報を表示する表示部と、
　前記通信者からの着呼時及び／又は通信者への発呼時に、当該通信者番号の通信者情報
を表示させる制御部とを有する通信端末装置。
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【請求項９】
　発信者又は着信者となる通信者の通信者番号及び通信者名称が予め登録されているアド
レス帳情報に登録されていない未登録者番号の発信及び／又は着信に関係する情報を未登
録者情報として記憶し、
　前記未登録者番号からの着呼時及び／又は前記未登録者番号への発呼時に、その前記未
登録者情報を表示する通信端末装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発信者番号及び通話履歴等を記録並びに表示できる通信端末装置及び通信端
末装置の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在の電話機は、一般的に発信者番号及びその発信者名称等の個人情報データが登録さ
れているアドレス帳の機能を有している。このアドレス帳に登録済みの発信者からの着信
時であって発信者番号の通知がされている場合、着信者が容易に発信者を推定できるよう
に発信者番号及び発信者名称等を電話機のディスプレイ上に表示する機能を備えている。
また、着信時においては発信者毎に着信メロディ及び着信ＬＥＤの光らせ方を変更する等
によっても発信者を推定することができる。そして、不在着信の場合には、履歴表示に、
発信者番号、発信者氏名、及び着信日時を表示させる機能も備えている。このような従来
の電話機であって、移動体電話機に適用した場合の技術が特許文献１及び特許文献２等に
記載されている。
【０００３】
　図５に特許文献１に記載の移動体電話機の制御方法フローチャートを示す。特許文献１
に記載の技術は、発信者氏名が予めアドレス帳に登録されている発信者からの着信が不在
着信となった場合に、着信履歴表示に着信日時、発信者番号及び発信者氏名が表示される
ものである。設定によって着信コール回数及び着信コール時間等を表示させることもでき
る。すなわち、移動体電話機に着信があった場合（ステップＳ６０２）、アドレス帳に発
信者の電話番号の登録有無を判定する（ステップＳ６０３）。その結果、登録有りの場合
は、移動体電話機のディスプレイ上に発信者の電話番号と共に発信者氏名、着信コール回
数、及び着信コール時間等を表示する（ステップＳ６０５）。そして、累積着信回数、累
積発信回数及び最新着信日時等の着信履歴を更新登録する（ステップＳ６０７、Ｓ６１０
）。また、アドレス帳に発信者の電話番号が登録されていない場合は、移動体電話機のデ
ィスプレイ上には、発信者の電話番号のみが表示される（ステップＳ６２３）。特許文献
２に記載の技術は、発着呼番号が記録されていない番号の累積通話時間等を記憶し、通話
時間等が長い順にランキングで表示される履歴表示が閲覧可能である。
【特許文献１】特開２００５－０７３１３７号公報
【特許文献２】特開２０００－０２２８５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の移動体電話機はアドレス帳に登録済みの発信者からの着信のみ、
着信コール回数及び着信コール時間等の表示を行い、アドレス帳に未登録の発信者からの
着信は、発信者の電話番号のみの表示であった。すなわち、アドレス帳に未登録の発信者
からの着信は、発信者の発信者番号を表示するのみであった。また、アドレス帳に未登録
の発信者からの着信の記録はするが、通話時間等が多い順に履歴表示に表示されるのみで
ある。
【０００５】
　図６は、従来の移動体電話機の表示部に発信者番号のみ表示される場合であって、受信
者２０の移動体電話機に発信者番号が登録されていない場合を示す図である。図６に示す
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ように、発信者１９の移動体電話機が発信することにより受信者２０の移動体電話機に着
信がある。このとき、受信者２０の移動体電話機のアドレス帳に発信者１９の発信者番号
が登録されていない場合、移動体電話機のディスプレイ上には発信者番号のみが表示され
る。受信者２０は、例えば保険会社等、アドレス帳に登録されていない電話であっても応
答が必要な場合がある。一方、いたずら電話等、応答が不要な場合もある。しかし、受信
者２０は、発信者番号のみを見ただけでは発信者を推定できず、応答が必要か否か判断す
ることができない。また、応答しない場合は、後々まで発信者を特定できないといった不
具合が生じる。
【０００６】
　すなわち、受信者２０はアドレス帳に未登録の発信者番号からの着信は、発信者番号の
みから発信者を予想しなければならず、発信者１９を推定することが困難であった。これ
により、応答しなければ発信者が誰なのかわからないという問題点があった。また、人に
よっては発信者が誰なのかわからないために応答しないということもあり、緊急を要する
場合には不具合を要していた。
【０００７】
　発信者を容易に推定するために、従来の移動体電話機ではこまめにアドレス帳に発信者
番号を登録しておくことにより発信者を特定する方法もある。しかし、移動体電話機の所
有率が上昇し、一人一台移動体電話機を保有している現代において、個人の移動体電話機
への着信数は年々上昇し、発信者番号全てを登録することは手間がかかり非常に困難であ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明にかかる通信端末装置は、発信者又は着信者となる通信者の通信者番号及び通信
者名称が予め登録されているアドレス帳情報が格納された記憶部と、前記記憶部に格納さ
れた情報を表示する表示部と、前記アドレス帳情報に登録されていない未登録者番号の発
信及び／又は着信に関係する情報を未登録者情報として前記記憶部に記憶させ、前記未登
録者番号からの着呼時及び／又は前記未登録者番号への発呼時に、その前記未登録者情報
を前記表示部に表示させる制御部とを有する。
【０００９】
　本発明においては、未登録者番号の発着信に関係する情報を記憶し、未登録者番号から
の着呼時及び／又は発呼時においても、その未登録者情報を表示させる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る通信端末装置及び通信端末装置の制御方法によれば、アドレス帳に未登録
の通信者を推定しやすくなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　実施の形態１．
　以下、本実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。図１（ａ）は、本
実施の形態における通信端末装置１００のブロック図である。以下の実施の形態において
は本発明の通信端末装置を携帯電話機に適用したものを例にとって説明するが、携帯電話
機だけに限らず、例えば、ＰＨＳ及び固定電話機等の他の通信端末装置に本発明を同様に
適用できることは勿論である。
【００１２】
　図１（ａ）に示す通信端末装置１００は、アンテナ１と、通信部２と、記憶部３と、表
示部４と、光源であるＬＥＤ５と、スピーカ６と、制御部７とを備える。表示部４は、後
述するように、アドレス帳に登録されている通信者は、そのアドレス帳情報を表示し、未
登録者情報に登録されている通信者は、その未登録者情報を表示する。ＬＥＤ５は、後述
するように、発信者によって通信端末装置１００の着信態様を変更してもよい。
【００１３】
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　アンテナ１は、所定のサービスを提供する基地局８から送信された信号の受信等を行う
。通信部２は、アンテナ１を介して無線通信を行い、後述する制御部７に着信信号Ｓ９及
び発信信号Ｓ１の送受信等を行う。記憶部３には、アドレス帳情報及び未登録者情報等が
格納されている。アドレス帳情報は、発信者又は着信者となる通信者の通信者番号、通信
者名称等が登録されている。また、必要に応じて累積着信回数、累積発信回数、最新の着
信及び発信のタイミング情報等を登録してもよい。未登録者情報は、アドレス帳情報内に
登録されていない未登録者番号の発信及び／又は着信に関係する情報を記憶している。す
なわち、未登録者情報は、アドレス帳情報内に登録されていない通信者の通信者番号に対
応づけて、その累積通話時間、累積通話回数、累積着信回数、累積発進回数、最新の発信
又は着信のタイミングを示すタイミング情報等が格納されている。発信又は着信のタイミ
ングを示すタイミング情報は、発信日、発信日時、着信日、又は着信日時等である。そし
て、表示部４は、未登録者情報又はアドレス帳情報等を表示する。例えば、通信端末所有
者の入力した情報であるメール等を表示することも可能である。スピーカ６は後述する制
御部７がスピーカ制御信号を送り、音声信号を入力する。ＬＥＤ５は、後述する制御部７
がＬＥＤ５にＬＥＤ制御信号を送りＬＥＤ５を点灯させる。上述した通信部２、記憶部３
、表示部４、ＬＥＤ５、及びスピーカ６は制御部７に接続されている。
【００１４】
　図１（ｂ）に制御部７のブロック図を示す。図１（ｂ）に示すように、制御部７は、ア
ドレス帳情報判定部１２、未登録者情報判定部１３、登録部１４、更新部１５、及び表示
制御部１６とを有する。
【００１５】
　制御部７の各部は以下の機能を有する。アドレス帳情報判定部１２は、着信があった通
信者番号又は発信をする通信者番号がアドレス帳情報に登録されているか否かを判定する
。すなわち、記憶部３が記憶しているアドレス帳情報を読み出すために、アドレス帳情報
参照信号Ｓ２の送信を行う。未登録者情報判定部１３は、着信があった通信者番号又は発
信をする通信者番号がアドレス帳情報に登録されていない通信者番号である場合に、未登
録者情報として登録されているか否かを判定する。すなわち、記憶部３が記憶している未
登録者情報を読み出すために、未登録者情報参照信号Ｓ３の送信を行う。登録部１４は、
着信があった通信者番号又は発信をする通信者番号が未登録者情報として登録されていな
い通信者番号である場合に、未登録者情報として登録する。すなわち、未登録者情報に新
規の通信者番号を登録するための未登録者情報登録信号Ｓ４の送信を行う。更新部１５は
、着信があった通信者番号又は発信をする通信者番号が未登録者情報として登録されてい
る通信者番号である場合に、未登録者情報を更新する。すなわち、発信及び／又は着信の
あった通信者番号の未登録者情報を更新する未登録者情報更新信号Ｓ７の送信を行う。ま
た、アドレス帳情報の更新を行うアドレス帳情報更新信号Ｓ８を送る。表示制御部１６は
、着信があった通信者番号又は発信をする通信者番号に応じてアドレス帳情報又は未登録
者情報を表示する。すなわち、アドレス帳情報又は未登録者情報を表示するアドレス帳情
報表示信号Ｓ６又は未登録者情報表示信号Ｓ５の送信を行う。
【００１６】
　ここで、着信は、携帯電話機に着信データが届いた状態を指す。また、着呼は携帯電話
機が鳴動又は振動し、着信者が応答するまでの期間をいう。さらに、発信は発信者が発信
先を選択し、着信者の携帯電話機が着呼状態に入るまでの期間をいう。発呼は、着信者の
携帯電話機が着呼状態に入っている期間の発信者側の携帯電話機の状態をいう。すなわち
、発信相手の携帯電話機を鳴動及び振動することによって、応答を促している状態をいう
。
【００１７】
　次に、本実施の形態における通信端末装置の制御方法を説明する。図２は、通信端末装
置１００の制御方法を示すフローチャートである。
【００１８】
　まず、発着信の動作のうち、着信の動作について説明する。発信者の電話番号は、発信
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者番号とする。図２に示すように、着信時であって、記憶部３内に発信者の発信者番号に
対応したアドレス帳情報が登録されている場合について説明する。まず、待ちうけ状態で
、着信があれば、着信動作に移る。着信がある場合は、通信部２が基地局８からアンテナ
１を介して着信信号Ｓ９を受ける。このとき、着信端末は振動又は鳴動等により受信者に
着信を知らせる。通信部２からの着信信号Ｓ９を受けた制御部７は通信端末装置１００を
着信状態へと移行させる。制御部７のアドレス帳情報判定部１２は着信信号Ｓ９に含まれ
る発信者の発信者番号をもとに、記憶部３のアドレス帳情報を読み出すために記憶部３に
アドレス帳情報参照信号Ｓ２を送る。アドレス帳情報判定部１２からアドレス帳情報参照
信号Ｓ３を受け取った記憶部３は、アドレス帳情報内の発信者番号に該当する発信者番号
等のアドレス帳情報を検索する（ステップＳ５０３）。発信者番号等がアドレス帳情報に
登録されている場合、そのアドレス帳情報を読み出し、制御部７に送る。そして、制御部
７の表示制御部１６は、表示部４にアドレス帳情報表示信号Ｓ６を送り（ステップＳ５０
４）、表示部４に発信者番号及び発信者名称等のアドレス帳情報を表示させ、着呼動作に
入る（ステップＳ５０５）。そして、着信者の応答の有無を判定する（ステップＳ５０６
）。
【００１９】
　その後、着信者の応答がなかった場合、制御部７の更新部１５は記憶部３にアドレス帳
情報更新信号Ｓ８を送り、アドレス帳情報を更新する（ステップＳ５０７）。その後待ち
受け状態に戻る（ステップＳ５１１）。
【００２０】
　一方、着信者の応答の有無を判定するステップＳ５０６で、着信者が応答し通話状態に
入った場合（ステップＳ５０８）、制御部７は、その通話時間と通話日時を記録しておく
。そして、通話終了後（ステップＳ５０９）に制御部７は記憶部３へ未登録者情報更新信
号Ｓ７を送り、発信者のアドレス帳登録情報を更新する（ステップＳ５１０）。その後、
待ち受け状態に戻る（ステップＳ５１１）。
【００２１】
　次に、記憶部３内に発信者の発信者番号に対応したアドレス帳情報が登録されていない
場合について説明する。図３に、発信者番号がアドレス帳情報に登録されていない場合の
後に続く動作を示したフローチャートを示す。すなわち、図３は図２のステップＳ５０３
のＮＯの後に続く動作を示している。
【００２２】
　制御部７のアドレス帳情報判定部１２からアドレス帳情報参照信号Ｓ２を受け取った記
憶部３は、発信者番号がアドレス帳情報から発信者番号を読み出す処理までは、アドレス
帳情報内に発信者番号等のアドレス帳情報が登録されている場合と同じである。
【００２３】
　次に、記憶部３のアドレス帳情報に発信者番号が登録されていない場合は図３の動作に
入る。すなわち、ステップＳ５０３の後、次に未登録者情報に記憶されているかを検索す
る。このため、制御部７の未登録者情報判定部１３は未登録者情報を読み出すために、記
憶部３に未登録者情報参照信号Ｓ３を送る。未登録者情報参照信号Ｓ３を受け取った記憶
部３は、未登録者情報を参照し、該当する発信者番号を検索する（ステップＳ５１２）。
発信者番号が未登録者情報内に格納されていない場合、制御部７の登録部１４はその発信
者番号を新規の未登録者情報として登録するために、記憶部３へ未登録者情報新規登録信
号Ｓ４を送る。そして、未登録者情報にその新規情報の登録を行う（ステップＳ５１３）
。そして、その発信者の発信者番号を表示部４に表示させるために、表示制御部１６は表
示部４に未登録者情報表示信号Ｓ５を送る。そして、表示部４に発信者番号等の未登録者
情報を表示させると同時に着呼動作を始め（ステップＳ５１５）、着信者の応答の有無を
判定する（ステップＳ５１６）。
【００２４】
　また、ステップＳ５１２で、発信者番号が未登録者情報に格納されている場合は、その
発信者番号の未登録者情報を読み出し（ステップＳ５１４）、表示制御部１６は、表示部
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４に表示させるために、未登録者情報表示信号Ｓ５を送る。そして、表示部４に発信者番
号等の未登録者情報を表示させると同時に着呼動作を始め（ステップＳ５１５）、着信者
の応答の有無を判定する（ステップＳ５１６）。
【００２５】
　ここで、図４に、着信者の携帯電話機の表示部４に発信者番号のみでなく発信者番号以
外の未登録者情報も表示する場合の図を示す。図４に示すように、発信者９の通信端末装
置が発信することにより着信者１０の携帯電話機に着信がある。着信者１０の携帯電話機
のアドレス帳情報内に発信者９の情報は登録されてはいないが、未登録者情報が登録され
ている場合、その未登録者情報が表示される。例えば、発信者番号、累積発着信回数等が
表示される。表示された累積着信回数等を閲覧することにより、着信者１０は発信者９を
推定することができ、応答の有無を即座に決断できる。また、表示部の表示だけでなく、
例えば、後述するＬＥＤ等の光らせ方等の着信態様を変えることにより、発信者を推定し
てもよい。なお、累積通話時間が通話中に設定時間以上になる場合は、通話超過等の警告
を表示部４に表示させるなどして発信者に知らせてもよい。
【００２６】
　ステップＳ５１５の後、着信者の応答がなかった場合、更新部１５は記憶部３へ未登録
者情報更新信号Ｓ７を送り、未登録者情報を更新する（ステップＳ５１７）。その後待ち
受け状態に戻る（ステップＳ５２１）。
【００２７】
　一方、着信者が応答し、通話状態に入った場合（ステップＳ５１８）、制御部７は、そ
の通話時間と通話日時を記録しておく。そして、通話終了後（ステップＳ５１９）に、更
新部１５は記憶部３へ未登録者情報更新信号Ｓ７を送り、発信者の未登録者情報を更新す
る（ステップＳ５２０）。その後、待ち受け状態に戻る（ステップＳ５２１）。
【００２８】
　次に、発信の動作について説明する。着信者の電話番号は、着信者番号とする。発信時
であってアドレス帳情報を参照する場合は、上述した着信時と同様の動作である。発信時
であってアドレス帳情報を参照せずに着信先の着信者番号を直接発信者が入力する場合の
制御方法について説明する。
【００２９】
　まず、通信部２が基地局８からアンテナ１を介して発信を行う。通信部２へ発信信号Ｓ
１を送った制御部７は通信端末装置１００を発信状態へと移行させる（Ｓ５０１、Ｓ５０
２）。発信時には、まず、アドレス帳情報を読み出すために、制御部７のアドレス帳情報
判定部１２は着信者の着信者番号をもとに、記憶部３へアドレス帳情報参照信号Ｓ２を送
る。アドレス帳情報参照信号Ｓ３を受け取った記憶部３はアドレス帳情報を参照し、該当
する着信者の着信者番号を検索する（ステップＳ５０３）。アドレス帳情報が登録されて
いた場合の後の制御方法は、上述した着信時の制御方法と同様である。すなわち、着信者
のアドレス帳情報を読み出し表示部４に表示させる。そして、表示部４に着信者のアドレ
ス帳情報を表示させると共に発呼動作に入る（ステップＳ５０５）。
【００３０】
　その後、着信者の応答がない場合、制御部７の更新部１５は記憶部３へアドレス帳情報
更新信号Ｓ８を送り、着信者の未登録者情報を更新する（ステップＳ５０７）。その後待
ち受け状態に戻る（ステップＳ５１１）。
【００３１】
　一方、着信者が応答し、通話状態に入った場合（ステップＳ５０８）、制御部７はその
通話時間と通話日時を記録しておく。そして、通話終了後（ステップＳ５０９）に更新部
１５は記憶部３へアドレス帳情報更新信号Ｓ８を送り、着信者のアドレス帳情報を更新す
る（ステップＳ５１０）。その後、待ち受け状態に戻る（ステップＳ５１１）。
【００３２】
　また、ステップＳ５０３で、アドレス帳情報内に着信者の着信者番号がアドレス帳情報
内に格納されていない場合は、制御部７の未登録者情報判定部１３は、未登録者情報が記
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憶されているか否かを判定するために、その着信者番号をもとに記憶部３に未登録者情報
参照信号Ｓ３を送る。未登録者情報参照信号Ｓ３を受け取った記憶部３は格納情報から該
当する着信者番号の検索を行う（ステップＳ５１２）。
【００３３】
　検索の結果、着信者番号が未登録者情報に登録されていなければ、制御部７の登録部１
４は、その着信者番号を新規の未登録者情報として記憶部３に登録するために、記憶部３
へ未登録者情報新規登録信号Ｓ４を送り、新規の着信者番号を登録する。そして、その着
信者番号を表示部４に表示させるために、表示制御部１６は表示部４に未登録者情報表示
信号Ｓ５を送る。そして、表示部４に着信者番号等の未登録者情報を表示させると同時に
着呼動作を始め（ステップＳ５１５）、着信者の応答の有無を判定する（ステップＳ５１
６）。
【００３４】
　ステップＳ５１２で着信者の着信者番号が未登録者情報に格納されている場合、記憶部
３はその未登録者情報を制御部７に送る（ステップＳ５１４）。その未登録者情報を表示
部４に表示させるために、表示制御部１６は表示部４へ未登録者情報表示信号Ｓ５を送る
。そして、表示部４に着信者の未登録者情報を表示させると同時に発呼動作を始め（ステ
ップＳ５１５）、着信者の応答の有無を判定する（ステップＳ５１６）。
【００３５】
　その後、着信者の応答がなく、こちらから発信を中断した場合、制御部７の更新部１５
は記憶部３へ未登録者情報更新信号Ｓ７を送り、未登録者情報を更新する（ステップＳ５
１７）。その後待ち受け状態に戻る（ステップＳ５２１）。
【００３６】
　一方、着信者の応答有無の判定（ステップＳ５１６）の結果、着信者が応答し通話状態
に入った場合（ステップＳ５１８）、制御部７はその通話時間と通話日時を記録しておく
。そして、通話終了後（ステップＳ５１９）に制御部７の更新部１５は記憶部３に未登録
者情報更新信号Ｓ７を送り、着信者の未登録者情報を更新する（ステップＳ５２０）。そ
の後、待ち受け状態（ステップＳ５２１）に戻る。
【００３７】
　本実施の形態では、発信者又は着信者となる通信者の通信者番号及び通信者名称が予め
登録されているアドレス帳情報を有するものとして説明したが、必ずしも通信者番号及び
通信者名称等を登録するアドレス帳情報を有しなくてもよい。すなわち、発信及び／又は
着信した通信者番号の発信及び／又は着信に関係する情報を通信者情報として記憶する記
憶部と、記憶部に記憶された通信者情報を表示させる表示部と、通信者からの着呼時及び
／又は発呼時に、当該通信者の通信者情報を表示させる制御部とを有する通信端末装置で
あってもよい。本実施の形態に示すアドレス帳情報及び未登録者情報を有する通信端末装
置、又は未登録者情報のみ有する等の形態を随時変更可能である。
【００３８】
　また、上述した未登録者情報は、通信端末装置の発着呼時以外にも、通信履歴表示とし
て閲覧可能である。さらに、メールアドレス等も未登録者情報に登録可能である。そして
、アドレス帳情報及び未登録者情報は、累積着信回数、累積発信回数、最新の発信及び／
又は着信のタイミングを示すタイミング情報等の情報を有しその更新することができる。
この場合、いずれの情報をアドレス帳情報、又は未登録者情報として記憶するかはユーザ
が選択できるようにしてもよい。また、着呼時に累積発信回数、発呼時に累積着信回数の
表示を行うようにしてもよい。さらに、表示部４に未登録者情報を表示することとして説
明したが、着信者に対して音声等で未登録者情報を伝える報知手段を有してもよい。
【００３９】
　さらに、未登録者情報に格納されている累積着信回数及び累積通話時間等に所定の値で
ある設定値を設けることによって発信者を推定してもよい。すなわち、累積着信回数及び
累積通話時間等に設定値を設け、累積着信回数及び累積通話時間等が設定値以上に達した
場合は、通信端末装置の着信音やＬＥＤ等の点灯の仕方を変更させることによって、発信



(9) JP 2008-22241 A 2008.1.31

10

20

30

40

者を推定することも可能である。例えば、累積着信回数の設定値を１０回とした場合、累
積着信回数が１０回以上の発信者からの着信は、累積着信回数が９回以下の発信者と着信
音等の着信態様を異ならせる。これにより、通信端末装置の表示を見ることなく応答の重
要度を判別することができ、応答までの時間短縮につながる。
【００４０】
　さらにまた、本実施の形態によれば、着呼時に、発信者の発信者番号等のアドレス帳情
報が登録されていない場合であっても、発信者の未登録者情報が格納されていることによ
り、容易に発信者を推定しやすくなる。また、発信者の未登録者情報が格納されていない
場合は、その発信者番号を新規の発信者番号として未登録者情報に登録する。すなわち、
アドレス帳に登録されていない発信者番号を記憶部３内に格納する未登録者情報を備える
ことにより、発信者の発信者番号がアドレス帳情報内に登録されていない場合であっても
、未登録者情報として格納する。そして、発着呼時にその未登録者情報を表示させ、着信
者がその未登録者情報を参照することにより、発信者を推定しやすくなる。
【００４１】
　また、発着呼時に以外にも通信履歴表示として、未登録者情報を閲覧可能である。さら
に、発信者番号をアドレス帳に登録しなくても発着呼時に未登録者情報を参照することが
できるため、アドレス帳情報の登録件数も減らすことができる。未登録者情報が表示され
、この未踏力者情報を参照することにより、発信者推定が容易になり応答までの時間を短
縮することができる。
【００４２】
　なお、本発明は上述した実施の形態のみに限定されるものではなく、本発明の要旨を逸
脱しない範囲において種々の変更が可能であることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本実施の形態にかかる通信端末装置示すブロック図である。
【図２】本実施の形態にかかる通信端末装置の制御方法を示すフローチャートである。
【図３】本実施の形態にかかる通信端末装置の制御方法を示すフローチャートである。
【図４】本実施の形態の通信端末装置を使用した場合の状況を示す模式図である。
【図５】従来の通信端末装置の制御方法を示すフローチャートである。
【図６】従来の通信端末装置を使用した場合の状況を示す模式図である。
【符号の説明】
【００４４】
１　アンテナ
２　通信部
３　記憶部
４　表示部
５　ＬＥＤ
６　スピーカ
７　制御部
８　基地局
９、１９　発信者
１０、２０　受信者
１１　発信先又は着信先の通信端末装置
１２　アドレス帳情報判定部
１３　未登録者情報判定部
１４　登録部
１５　更新部
１６　表示制御部
１００　通信端末装置
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