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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電話機との間で電話通信の接続が確立されている状態において、あるいは、第２
の電話機に対して呼出状態にある場合に、使用者が受話スピーカから耳を離した状態にあ
るか否かを判定する状態判定部と、
　前記第１の電話機から入力される音声信号の内容を認識する音声認識部と、
　前記状態判定部により前記使用者が受話スピーカから耳を離した状態にあると判定され
た場合に、前記音声認識部により認識された前記音声信号の内容と予め決められた通話継
続意思を表す内容とを比較する比較部と、
　前記第２の電話機との間で電話通信の接続が確立したか否かを判定する通信接続状態判
定部と、
　前記比較部による比較の結果、前記音声信号の内容と予め決められた通話継続意思を表
す内容とが一致した場合に、また、前記状態判定部により前記使用者が受話スピーカから
耳を離した状態にあると判定された場合に前記第１の電話機において通話相手により操作
部への所定の操作が行われたことを検知した場合に、前記使用者に対して所定の情報を報
知し、および、前記状態判定部により前記使用者が受話スピーカから耳を離した状態にあ
ると判定された場合において、前記通信接続状態判定部により前記第２の電話機との間で
電話通信の接続が確立したと判定された場合に、前記使用者に対して所定の情報を報知す
る報知部と
　を備えることを特徴とする電話機。
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【請求項２】
　前記使用者の前記受話スピーカへの接触または接近を検出する検出センサをさらに備え
、
　前記状態判定部は、前記第１の電話機との間で電話通信の接続が確立されている状態に
おいて、あるいは、前記第２の電話機に対して呼出状態にある場合に、前記検出センサに
より前記使用者の前記受話スピーカへの接触または接近が検出されていない場合に、前記
使用者が受話スピーカから耳を離した状態にあると判定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の電話機。
【請求項３】
　所定の文字データを記憶する照合用データ記憶部をさらに備え、
　前記音声認識部は、前記第１の電話機から入力された音声信号を文字データに変換し、
　前記比較部は、前記状態判定部により前記使用者が受話スピーカから耳を離した状態に
あると判定された場合に、前記音声認識部により変換された文字データと前記照合用デー
タ記憶部に記憶された文字データとが一致するか否かを比較する
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の電話機。
【請求項４】
　前記報知部は、前記比較部による比較の結果、前記音声信号の内容と予め決められた通
話継続意思を表す内容とが一致した場合に、また、前記所定の操作が行なわれたことを検
知した場合に、および、前記状態判定部により前記使用者が受話スピーカから耳を離した
状態にあると判定された場合において前記通信接続状態判定部により前記第２の電話機と
の間で電話通信の接続が確立したと判定された場合に、報知用のスピーカから所定の報知
音を出力することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の電話機。
【請求項５】
　前記使用者による所定の操作を操作部から取得した場合に、電話通信の切断処理の実行
を所定の処理部に指示する操作制御部をさらに備え、
　前記操作制御部は、前記比較部による比較の結果、前記音声信号の内容と予め決められ
た通話継続意思を表す内容とが一致した場合に、また、前記所定の操作が行なわれたこと
を検知した場合に、および、前記状態判定部により前記使用者が受話スピーカから耳を離
した状態にあると判定された場合において前記通信接続状態判定部により前記第２の電話
機との間で電話通信の接続が確立したと判定された場合に、前記使用者による所定の操作
を前記操作部から取得した場合であっても、電話通信の切断処理の実行を前記所定の処理
部に指示しない
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の電話機。
【請求項６】
　第１の電話機との間で電話通信の接続が確立されている状態において、あるいは、第２
の電話機に対して呼出状態にある場合に、使用者が受話スピーカから耳を離した状態にあ
るか否かを判定する状態判定ステップと、
　該第１の電話機から入力される音声信号の内容を認識する音声認識ステップと、
　前記状態判定ステップにおいて前記使用者が受話スピーカから耳を離した状態にあると
判定した場合に、前記音声認識ステップにおいて認識した前記音声信号の内容と予め決め
られた通話継続意思を表す内容とを比較する比較ステップと、
　前記第２の電話機との間で電話通信の接続が確立したか否かを判定する通信接続状態判
定ステップと、
　前記比較ステップにおける比較の結果、前記音声信号の内容と予め決められた通話継続
意思を表す内容とが一致した場合に、また、前記状態判定ステップにおいて前記使用者が
受話スピーカから耳を離した状態にあると判定された場合に前記第１の電話機において通
話相手により操作部への所定の操作が行われたことを検知した場合に、前記使用者に対し
て所定の情報を報知し、および、前記状態判定ステップにおいて前記使用者が受話スピー
カから耳を離した状態にあると判定された場合において、前記通信接続状態判定ステップ
において前記第２の電話機との間で電話通信の接続が確立したと判定された場合に、前記



(3) JP 5369937 B2 2013.12.18

10

20

30

40

50

使用者に対して所定の情報を報知する報知ステップと
　を含んだことを特徴とする通話制御方法。
【請求項７】
　第１の電話機との間で電話通信の接続が確立されている状態において、あるいは、第２
の電話機に対して呼出状態にある場合に、使用者が受話スピーカから耳を離した状態にあ
るか否かを判定する状態判定手順と、
　該第１の電話機から入力される音声信号の内容を認識する音声認識手順と、
　前記状態判定手順により前記使用者が受話スピーカから耳を離した状態にあると判定さ
れた場合に、前記音声認識手順により認識された前記音声信号の内容と予め決められた通
話継続意思を表す内容とを比較する比較手順と、
　前記第２の電話機との間で電話通信の接続が確立したか否かを判定する通信接続状態判
定手順と、
　前記比較手順による比較の結果、前記音声信号の内容と予め決められた通話継続意思を
表す内容とが一致した場合に、また、前記状態判定手順により前記使用者が受話スピーカ
から耳を離した状態にあると判定された場合に前記第１の電話機において通話相手により
操作部への所定の操作が行われたことを検知した場合に、前記使用者に対して所定の情報
を報知し、および、前記状態判定手順により前記使用者が受話スピーカから耳を離した状
態にあると判定された場合において、前記通信接続状態判定手順により前記第２の電話機
との間で電話通信の接続が確立したと判定された場合に、前記使用者に対して所定の情報
を報知する報知手順と
　を電話機に実行させることを特徴とする通話制御プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話機、通話制御方法及び通話制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話機や固定電話機等の電話機を用いて通話を行う場合、使用者は、通常、
通話相手と終話で合意した上で通話を終了する。ところが、通話相手と終話で合意した後
であっても、例えば、別の用件を思い出した場合には、使用者は、その用件を伝えるため
に通話を継続させたい場合がある。
【０００３】
　かかる場合、使用者は、通話相手に対して終話を思いとどまるよう呼びかけるが、通話
相手が通話の切断動作を行うために既に受話スピーカから耳を離している場合には、その
呼びかけが通話相手に届かず、通話を切断されてしまう場合が多い。このような場合、使
用者は、通話相手に対して再度電話を掛けなくてはならず面倒であった。
【０００４】
　このような事態を回避するために、例えば、電源キーの押下などの通話切断動作が使用
者により行われた場合に、直ぐには回線を切断せず、回線接続状態を一定期間維持し、そ
の間に通話相手が発した音声をスピーカから出力する技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平５－２１９１４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記の従来技術は、通話相手の通話継続意思の有無にかかわらず、使用
者による通話切断動作後の一定期間、回線接続状態を維持するため、余計な回線使用料を
発生させるおそれがある。
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【０００７】
　開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、余計な回線使用料を発生させるこ
となく、通話相手の通話継続意思を使用者に認識させることのできる電話機、通話制御方
法及び通話制御プログラム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】
【０００８】
　本願の開示する電話機は、一つの態様において、第１の電話機との間で電話通信の接続
が確立されている状態において、あるいは、第２の電話機に対して呼出状態にある場合に
、使用者が受話スピーカから耳を離した状態にあるか否かを判定する状態判定部と、前記
第１の電話機から入力される音声信号の内容を認識する音声認識部と、前記状態判定部に
より前記使用者が受話スピーカから耳を離した状態にあると判定された場合に、前記音声
認識部により認識された前記音声信号の内容と予め決められた通話継続意思を表す内容と
を比較する比較部と、前記第２の電話機との間で電話通信の接続が確立したか否かを判定
する通信接続状態判定部と、前記比較部による比較の結果、前記音声信号の内容と予め決
められた通話継続意思を表す内容とが一致した場合に、また、前記状態判定部により前記
使用者が受話スピーカから耳を離した状態にあると判定された場合に前記第１の電話機に
おいて通話相手により操作部への所定の操作が行われたことを検知した場合に、前記使用
者に対して所定の情報を報知し、および、前記状態判定部により前記使用者が受話スピー
カから耳を離した状態にあると判定された場合において、前記通信接続状態判定部により
前記第２の電話機との間で電話通信の接続が確立したと判定された場合に、前記使用者に
対して所定の情報を報知する報知部とを備える。
【発明の効果】
【０００９】
　本願の開示する電話機、通話制御方法及び通話制御プログラムの一つの態様によれば、
余計な回線使用料を発生させることなく、通話相手の通話継続意思を使用者に認識させる
ことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施例１にかかる電話機の構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、実施例２にかかる通話制御方法を説明するための図である。
【図３】図３は、実施例２にかかる携帯端末装置の構成を示すブロック図である。
【図４】図４は、通話相手からの通話継続の呼びかけ音声に基づき使用者に通話の継続を
促す場合における携帯端末装置の動作を説明するためのシーケンス図である。
【図５】図５は、通話相手からの通話継続の呼びかけ音声が検出されることなく通話が終
了する場合における携帯端末装置の動作を説明するためのシーケンス図である。
【図６】図６は、実施例２にかかる制御部の処理手順を示すフローチャートである。
【図７】図７は、通話相手からの通話継続の呼びかけ音声に基づき使用者に通話の継続を
促す場合における各処理部の動作を説明するためのシーケンス図である。
【図８】図８は、通話相手からの通話継続の呼びかけ音声が検出されることなく通話が終
了する場合における各処理部の動作を説明するためのシーケンス図である。
【図９】図９は、通話相手からの通話継続の呼びかけ音声が検出されることなく使用者が
受話スピーカに耳をつけた場合における各処理部の動作を説明するためのシーケンス図で
ある。
【図１０】図１０は、実施例３にかかる通話応答報知方法を説明するための図である。
【図１１】図１１は、実施例３にかかる携帯端末装置の構成を示すブロック図である。
【図１２】図１２は、通話相手からの応答がなく使用者が呼び出しを終了する場合を説明
するためのシーケンス図である。
【図１３】図１３は、回線接続の確立に基づき使用者に通話相手からの応答があったこと
を報知する場合における携帯端末装置の動作を説明するためのシーケンス図である。
【図１４】図１４は、実施例３にかかる制御部の処理手順を示すフローチャートである。
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【図１５】図１５は、回線接続の確立に基づき使用者に通話相手からの応答があったこと
を報知する場合における各処理部の動作を説明するためのシーケンス図である。
【図１６】図１６は、通話制御プログラムを実行する電話機を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本願の開示する電話機、通話制御方法及び通話制御プログラムの実施例を図面
に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例によりこの発明が限定されるものではない
。
【実施例１】
【００１２】
　本実施例にかかる電話機は、使用者が、通話切断動作のために受話スピーカから耳を離
した状態にあり、通話相手からの通話継続の呼びかけに気付くことが困難な場合に、所定
の情報を報知することで、通話相手の通話継続意思を使用者に認識させる。図１に、本実
施例にかかる電話機の構成を示す。同図に示すように、本実施例にかかる電話機５００は
、状態判定部５１０と、音声認識部５２０と、比較部５３０と、報知部５４０とを備える
。
【００１３】
　状態判定部５１０は、他の電話機との間で電話通信の接続が確立されている状態におい
て、使用者が受話スピーカから耳を離した状態にあるか否かを判定する。他の電話機との
間で電話通信の接続が確立されている状態とは、電話機５００の使用者と他の電話機の使
用者（通話相手）とが通話中である状態を示す。
【００１４】
　音声認識部５２０は、他の電話機から入力される音声信号の内容、すなわち、通話相手
の発話内容を認識する。
【００１５】
　比較部５３０は、状態判定部５１０により使用者が受話スピーカから耳を離した状態に
あると判定された場合に、音声認識部５２０により認識された通話相手の発話内容と予め
決められた通話継続意思を表す内容とを比較する。ここで、「通話継続意思を表す内容」
とは、通話相手が、使用者と終話で合意した後に、通話を継続させるため使用者に対して
呼びかける発話の内容であり、例えば、「もしもし」や「ちょっと待って」などが含まれ
る。
【００１６】
　報知部５４０は、比較部５３０による比較の結果、通話相手の発話内容と予め決められ
た通話継続意思を表す内容とが一致した場合に、使用者に対して所定の情報を報知する。
【００１７】
　すなわち、本実施例にかかる電話機５００は、先ず、状態判定部５１０を用いて、使用
者が通話中に受話スピーカから耳を離した状態、換言すれば、使用者が受話スピーカから
出力される通話相手の呼びかけ音声に気付くのが困難な状態にあるか否かを判定する。ま
た、電話機５００は、音声認識部５２０によって通話相手の発話内容をモニタリングする
。
【００１８】
　続いて、使用者が通話中に受話スピーカから耳を離した状態にあると状態判定部５１０
により判定された場合、電話機５００は、音声認識部５２０によって認識された通話相手
の発話内容と予め決められた通話継続意思を表す内容とを比較部５３０を用いて比較する
。そして、通話相手の発話内容が予め決められた通話継続意志を表す内容と一致した場合
、すなわち、通話相手の発話内容の中に、「もしもし」や「ちょっと待って」などの使用
者への通話継続の呼びかけが含まれる場合、電話機５００は、報知部５４０により所定の
情報を使用者に報知する。例えば、報知部５４０は、報知用のスピーカからアラーム音を
出力する。
【００１９】
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　このように、本実施例では、使用者が通話中に受話スピーカから耳を離した状態にある
ときに、通話相手から通話継続の呼びかけがなされた場合に、使用者に所定の情報を報知
する。これにより、使用者は、受話スピーカから耳を離しており、通話相手からの通話継
続の呼びかけを聞き取ることが困難な場合であっても、通話相手の通話継続意思を認識す
ることができる。その結果、通話相手は、使用者に通話を切断されることなく通話を継続
することができる。しかも、本実施例では、通話相手に通話継続の意思がない場合には、
使用者あるいは通話相手の通話切断動作によって通常通り回線が切断されるため、余計な
回線使用料が発生することがない。
【実施例２】
【００２０】
　次に、実施例２にかかる電話機、通話制御方法及び通話制御プログラムについて説明す
る。なお、以下では、電話機の一例として、携帯端末装置を用いて説明する。携帯端末装
置は、携帯電話、ＰＨＳ(Personal Handyphone System)、ＰＤＡ(Personal Digital Assi
stant)、通信機能を備えた携帯型パーソナルコンピュータなどを含む。ただし、本願に開
示する電話機は、携帯端末装置に限らず、固定電話等であってもよい。
【００２１】
　先ず、本実施例にかかる通話制御方法について図２を参照して説明する。図２は、本実
施例にかかる通話制御方法を説明するための図である。本実施例にかかる通話制御方法は
、通話中において、使用者が受話スピーカから耳を離した状態にあり、通話相手からの通
話継続の呼びかけに気付くことが困難な場合に、所定の情報を報知することで、通話相手
の通話継続意思を使用者に認識させる。
【００２２】
　具体的には、図２に示すように、本実施例にかかる携帯端末装置１の使用者と他の携帯
端末装置２の使用者（通話相手）とが通話中であるとする。すなわち、携帯端末装置１と
他の携帯端末装置２との間で電話通信の接続が確立されている状態にあるとする。
【００２３】
　このような状態において、携帯端末装置１は、先ず、使用者が受話スピーカから耳を離
した状態を検出する（Ａ）。具体的には、携帯端末装置１は、受話スピーカの近傍に設け
られた接触センサの検出結果に基づき、使用者が受話スピーカから耳を離した状態にある
か否かを判定する。
【００２４】
　続いて、使用者が受話スピーカから耳を離した状態を検出した場合、携帯端末装置１は
、通話相手が発した音声の中から通話継続意思を表す内容を検出する（Ｂ）。具体的には
、携帯端末装置１は、使用者が受話スピーカから耳を離した状態を検出すると、他の携帯
端末装置２から入力される音声信号の音声認識処理を開始する。そして、携帯端末装置１
は、音声認識処理により認識された通話相手の発話内容と予め記憶しておいた通話継続意
思を表す内容との比較を行い、これらが一致するか否かを判定する。
【００２５】
　ここで、「通話継続意思を表す内容」とは、通話相手が、使用者と終話で合意した後に
、通話を継続させるため使用者に対して呼びかける発話の内容であり、例えば、「もしも
し」や「ちょっと待って」などが含まれる。携帯端末装置１は、これらの内容を照合用デ
ータとして予め記憶している。
【００２６】
　続いて、携帯端末装置１は、通話相手が発した音声の中から通話継続意思を表す内容が
検出された場合に、アラーム音を報知スピーカから出力する（Ｃ）。これにより、使用者
は、通話切断動作のために受話スピーカから耳を離した状態であっても、通話相手から通
話継続の呼びかけがあったことを認識することができる。
【００２７】
　このように、本実施例にかかる通話制御方法によれば、使用者が通話切断動作のために
受話スピーカから耳を離した後に、通話相手から通話継続意思を表す発話がなされた場合
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に、報知スピーカからアラーム音を出力することにより、通話相手の通話継続意思を使用
者に認識させることができる。
【００２８】
　さらに、携帯端末装置１は、通話相手が発した音声の中から通話継続意思を表す内容が
検出された場合、使用者による通話切断動作を無効化する（Ｄ）。すなわち、通話相手が
通話継続意思を表す内容を発したことが検出された場合、携帯端末装置１は、使用者が通
話切断動作として電源キーの押下など操作部への所定の操作を行った場合であっても、該
操作を無効化し、電話通信の切断処理を行わない。これにより、終話直前において、使用
者が通話相手の通話継続の呼びかけに気付かずに通話を切断してしまう事態をより確実に
防止することができる。
【００２９】
　次に、本実施例にかかる携帯端末装置１の具体的な構成について説明する。図３は、本
実施例にかかる携帯端末装置１の構成を示すブロック図である。なお、以下では、本実施
例に密接に関連する箇所を中心に説明する。また、その他の箇所については、従来の携帯
端末装置と同様であるため、その説明を省略または簡潔に行う。
【００３０】
　図３に示すように、携帯端末装置１は、無線部１１と、マイク１２と、受話スピーカ１
３と、報知スピーカ１４と、接触センサ１５と、操作部１６と、バイブレータ１７と、Ｌ
ＣＤ（Liquid Crystal Display）１８とを備える。また、携帯端末装置１は、記憶部２０
と、制御部３０とを備える。
【００３１】
　無線部１１は、アンテナを介して音声信号等の無線信号の送受信を行う。マイク１２は
、通話時等に使用者の音声等を集音する集音部である。
【００３２】
　受話スピーカ１３は、無線部１１を介して受信した音声信号に基づき、通話相手の音声
を出力する。報知スピーカ１４は、電話着信時や電子メール受信時に着信音を出力する他
、各種の操作音やアラーム音等を出力する。なお、一般的に、受話スピーカ１３から出力
される音声は、該受話スピーカ１３に耳を接触あるいは近接させなければ認識できない。
一方、報知スピーカ１４から出力される着信音やアラーム音は、携帯端末装置１からある
程度離れていても認識することができる。
【００３３】
　接触センサ１５は、使用者の受話スピーカ１３への接触を連続的に検出する検出センサ
である。具体的には、接触センサ１５は、使用者が受話スピーカに接触した場合にセンサ
素子に生じる電気的特性の変化を検出することにより、使用者の受話スピーカ１３への接
触を検出する。接触センサ１５は、使用者の受話スピーカ１３への接触を検出している間
、後述する状態判定部３０７に対して所定の信号を出力し続ける。
【００３４】
　なお、本実施例では接触センサ１５を用いることとしたが、これに限らず、圧力センサ
や温度センサ等を検出センサとして用いてもよい。圧力センサは、使用者が受話スピーカ
１３に接触した場合に生じる圧力変化により、使用者の受話スピーカ１３への接触を検出
する。また、温度センサは、使用者が受話スピーカ１３に接触した場合に生じる温度変化
により、使用者の受話スピーカ１３への接触を検出する。また、赤外線センサや測距セン
サ等を検出センサとして用いることで、使用者の受話スピーカへの接近を検出することも
可能である。赤外線センサは、赤外線を照射し、その反射光を検出することにより、使用
者の受話スピーカ１３への接近を検出する。また、測距センサは、超音波やレーザ光等を
照射し、その反射光が返ってくるまでの時間に基づいて使用者と受話スピーカ１３との距
離を算出することで、使用者の受話スピーカ１３への接近を検出する。
【００３５】
　操作部１６は、使用者からの各種の入力操作を受け付ける。操作部１６は、例えば、テ
ンキーや操作キー、回転セレクタ、カーソル、十字キー、設定キー、完了キー、クリアキ
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ー、電源キーなどを含む。バイブレータ１７は、携帯端末装置１を振動させることで使用
者への報知を行う。ＬＣＤ１８は、文字や画像などを表示する表示部である。なお、表示
部は、必ずしもＬＣＤである必要はなく、例えば、有機ＥＬディスプレイや電子ペーパデ
ィスプレイ等であってもよい。
【００３６】
　記憶部２０は、制御部３０による各種処理の実行に必要なデータやプログラム等を格納
する。特に、本実施例と密接に関連するものとして、記憶部２０は、照合用データ記憶部
２０１を有する。照合用データ記憶部２０１は、通話継続意思を表す内容として、所定の
文字データを記憶する。具体的には、照合用データ記憶部２０１は、通話相手が、使用者
と終話で合意した後に、通話を継続させるため使用者に対して呼びかける発話の内容を文
字データとして記憶する。例えば、照合用データ記憶部２０１には、「もしもし」や「ち
ょっと待って」、「あっ」、「ちょっとちょっと」などの文字データが記憶されている。
【００３７】
　制御部３０は、携帯端末装置１を制御する制御部である。特に、本実施例と密接に関連
するものとして、制御部３０は、無線制御部３０１と、呼制御部３０２と、スピーカ制御
部３０３と、操作制御部３０４と、バイブレータ制御部３０５と、表示制御部３０６とを
備える。さらに、制御部３０は、状態判定部３０７と、音声認識部３０８と、判断部３０
９とを備える。
【００３８】
　無線制御部３０１は、電話や電子メール、インターネットなどの各種通信における無線
信号の送受信を制御する。特に、無線制御部３０１は、他の電話機との間で電話通信の接
続が確立されている状態（通話中）において、該他の電話機からの音声信号をアンテナお
よび無線部１１を介して受信し、マイク１２および呼制御部３０２を介して取得した音声
信号を無線部１１およびアンテナを介して他の電話機へ送信する。また、無線制御部３０
１は、アンテナおよび無線部１１を介して受信した音声信号を呼制御部３０２および音声
認識部３０８へと受け渡す。
【００３９】
　呼制御部３０２は、他の電話機との間の電話通信の確立や切断などの呼接続に関する制
御等を行う。また、呼制御部３０２は、通話中において、マイク１２を介して取得した使
用者の音声信号を無線制御部３０１へ受け渡す。また、呼制御部３０２は、通話中におい
て、無線制御部３０１から取得した音声信号をスピーカ制御部３０３へ受け渡す。また、
呼制御部３０２は、操作制御部３０４からの指示に基づき、通話切断処理を実行する。通
話切断処理については、後述する。
【００４０】
　スピーカ制御部３０３は、受話スピーカ１３や報知スピーカ１４への音声出力を制御す
る。具体的には、スピーカ制御部３０３は、呼制御部３０２から取得した音声信号を受話
スピーカ１３から出力させる。また、スピーカ制御部３０３は、後述する判断部３０９か
らの指示に基づき所定のアラーム音を報知スピーカ１４から出力させる。
【００４１】
　操作制御部３０４は、使用者によって操作部１６への操作が行われた場合に、該操作に
対応する処理の実行を該当する処理部に対して指示する。特に、操作制御部３０４は、使
用者による通話切断動作を操作部１６から取得した場合に、通話切断処理の実行を呼制御
部３０２に対して指示する。なお、使用者による通話切断動作とは、例えば、電源キーの
押下などである。
【００４２】
　ここで、本実施例にかかる操作制御部３０４は、後述する判断部３０９からの指示に応
じて、使用者による通話切断度動作を無効化する状態へ移行する。操作制御部３０４は、
通話切断動作の無効化状態へ移行した場合、使用者による通話切断度動作を操作部１６か
ら取得した場合であっても、通話切断処理の実行を呼制御部３０２に対して指示しない。
【００４３】
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　バイブレータ制御部３０５は、バイブレータ１７の振動を制御する。特にバイブレータ
制御部３０５は、後述する判断部３０９からの指示に応じて、バイブレータ１７を振動さ
せる。
【００４４】
　表示制御部３０６は、ＬＣＤ１８に対する表示制御を行う。特に、表示制御部３０６は
、後述する判断部３０９からの指示に応じて、通話相手から通話継続の呼びかけがなされ
た旨をＬＣＤ１８に表示させる。
【００４５】
　状態判定部３０７は、接触センサ１５の検出結果に基づき、使用者が受話スピーカ１３
から耳を離した状態にあるか否かを判定する。具体的には、状態判定部３０７は、使用者
の受話スピーカ１３への接触が接触センサ１５により検出されていない場合、すなわち、
接触センサ１５から所定の信号を取得していない場合に、使用者が受話スピーカ１３から
耳を離した状態にあると判定する。状態判定部３０７は、使用者が受話スピーカ１３から
耳を離した状態にあると判定した場合、所定の信号を判断部３０９に入力する。
【００４６】
　音声認識部３０８は、他の電話機から入力される音声信号に基づき、通話相手の発話内
容を認識する。具体的には、音声認識部３０８は、無線制御部３０１から取得した音声信
号を文字データに変換する。
【００４７】
　また、音声認識部３０８は、認識した通話相手の発話内容と予め決められた通話継続意
思を表す内容とを比較する。具体的には、音声認識部３０８は、他の電話機からの音声信
号から変換された文字データと照合用データ記憶部２０１に記憶された文字データとが一
致するか否かを比較する。例えば、変換した文字データの中に、照合用データ記憶部２０
１に記憶された文字データである「もしもし」が含まれる場合、音声認識部３０８は、通
話相手の発話内容と予め決められた通話継続意思を表す内容とが一致したと判定する。音
声認識部３０８は、通話相手の発話内容と予め決められた通話継続意思を表す内容とが一
致したと判定した場合、すなわち、通話相手による通話継続の呼びかけを検出した場合、
所定の信号を判断部３０９に入力する。
【００４８】
　このように、音声認識部３０８は、他の電話機から入力される音声信号の内容を認識す
る音声認識部として機能するとともに、認識した音声信号の内容と予め決められた通話継
続意思を表す内容とを比較する比較部として機能する。なお、本実施例において、音声認
識部３０８は、後述する判断部３０９からの指示によりその動作を開始または終了する。
【００４９】
　判断部３０９は、状態判定部３０７または音声認識部３０８からの入力信号に基づき、
各処理部への指示を行う。具体的には、判断部３０９は、使用者が受話スピーカ１３から
耳を離した状態を検出した旨の信号を状態判定部３０７から取得した場合、音声認識部３
０８に対して音声認識処理の実行開始を指示する。
【００５０】
　また、判断部３０９は、通話相手による通話継続の呼びかけを検出した旨の信号を音声
認識部３０８から取得した場合に、所定のアラーム音を報知スピーカ１４から出力するよ
うスピーカ制御部３０３に指示する。また、判断部３０９は、設定状況に応じて、スピー
カ制御部３０３への指示に代えて、又は、スピーカ制御部３０３への指示とともに、バイ
ブレータ１７を振動させるようバイブレータ制御部３０５に指示する。同様に、判断部３
０９は、設定状況に応じて、通話相手から通話継続の呼びかけがなされた旨をＬＣＤ１８
に表示させるよう表示制御部３０６に指示する。
【００５１】
　このように、判断部３０９、スピーカ制御部３０３および受話スピーカ１３は、使用者
に対して所定の情報を報知する報知部の一例に相当する。同様に、判断部３０９、バイブ
レータ制御部３０５およびバイブレータ１７は、報知部の一例に相当する。また、判断部
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３０９、表示制御部３０６およびＬＣＤ１８も同様に報知部の一例に相当する。
【００５２】
　また、判断部３０９は、通話相手による通話継続の呼びかけを検出した旨の信号を音声
認識部３０８から取得した場合に、使用者による通話切断動作の無効化状態を開始するよ
う操作制御部３０４に指示する。
【００５３】
　次に、本実施例にかかる携帯端末装置１の動作について説明する。先ず、通話相手から
の通話継続の呼びかけ音声に基づき使用者に通話の継続を促す場合における携帯端末装置
１の動作を図４を参照して説明する。図４は、通話相手からの通話継続の呼びかけ音声に
基づき使用者に通話の継続を促す場合における携帯端末装置の動作を説明するためのシー
ケンス図である。
【００５４】
　図４に示すように、携帯端末装置１と他の携帯端末装置２との間で電話通信の接続が確
立している状態（通話中）において、使用者と通話相手とが終話で合意し、通話切断動作
のために使用者が受話スピーカ１３から耳を離したとする（ステップＳ０１）。かかる場
合、携帯端末装置１は、使用者が受話スピーカ１３から耳を離した状態を検出し、音声認
識部３０８を動作させて、通話相手からの通話継続の呼びかけ音声のモニタリングを開始
する（ステップＳ０２）。
【００５５】
　続いて、通話相手が「もしもし」等の通話継続の呼びかけ音声を発話したとする（ステ
ップＳ０３）。かかる場合、他の携帯端末装置２は、該呼びかけ音声を交換局Ａ，Ｂを介
して携帯端末装置１へ送信する。そして、音声認識部３０８によるモニタリング中におい
て、該呼びかけ音声を他の携帯端末装置２から取得すると、携帯端末装置１は、所定のア
ラーム音声を報知スピーカ１４より出力する（ステップＳ０４）。
【００５６】
　また、携帯端末装置１は、通話切断動作の無効化状態を開始する（ステップＳ０５）。
かかる通話切断動作の無効化状態中において、使用者が通話切断動作を行った場合（ステ
ップＳ０６）、携帯端末装置１は、使用者による通話切断動作を無効化する（ステップＳ
０７）。これにより、携帯端末装置１は、使用者が誤って電源キー等を押下してしまった
場合であっても、他の携帯端末装置２との通話状態を維持することができる。
【００５７】
　続いて、使用者が、報知スピーカ１４から出力されたアラーム音により通話相手の通話
継続意思を認識し、受話スピーカ１３に耳を付けたとする（ステップＳ０８）。これによ
り使用者と通話相手との会話が再開されるため、通話相手は、終話直前に思い出した別の
用件等を使用者に伝えることができる。また、使用者が受話スピーカ１３に耳を付けると
、携帯端末装置１は、アラーム音を停止し（ステップＳ０９）、通話切断動作の無効化状
態を解除し（ステップＳ１０）、通話継続の呼びかけ音声のモニタリングを終了する（ス
テップＳ１１）。これにより、携帯端末装置１は、ステップＳ０１以前と同様の状態、す
なわち、通話継続の呼びかけのモニタリングおよび通話切断動作の無効化を行わない通常
の通話状態に戻る。
【００５８】
　続いて、通話相手からの通話継続の呼びかけ音声が検出されることなく通話が終了する
場合における携帯端末装置１の動作について図５を参照して説明する。図５は、通話相手
からの通話継続の呼びかけ音声が検出されることなく通話が終了する場合における携帯端
末装置１の動作を説明するためのシーケンス図である。なお、図５におけるステップＳ２
１，Ｓ２２は、図４におけるステップＳ０１，Ｓ０２と同様である。
【００５９】
　図５に示すように、通話相手の通話継続の呼びかけをモニタリングしている状態におい
て、使用者が通話切断動作を行ったとする（ステップＳ２３）。かかる場合、携帯端末装
置１は、通話継続の呼びかけのモニタリングを終了して（ステップＳ２４）、通話切断処
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理の実行を開始する（ステップＳ２５）。
【００６０】
　通話切断処理を開始すると、携帯端末装置１は、自装置が属する交換局Ａに対して通話
切断信号（ＤＩＳＣＣＯＮＥＣＴ信号：以下、「ＤＩＳＣ信号」とする）を送信する。交
換局Ａは、携帯端末装置１からＤＩＳＣ信号を受信すると、携帯端末装置１に対して解放
信号（ＲＥＬＥＡＳＥ信号：以下、「ＲＥＬ信号」とする）を送信する。また、交換局Ａ
は、携帯端末装置１からＤＩＳＣ信号を受信すると、他の携帯端末装置２が属する交換局
Ｂに対してＲＥＬ信号を送信する。交換局Ｂは、交換局ＡからＲＥＬ信号を受信すると、
他の携帯端末装置２に対してＤＩＳＣ信号を送信する。そして、他の携帯端末装置２は、
交換局ＢからＤＩＳＣ信号を受信すると、交換局Ｂに対してＲＥＬ信号を送信する。これ
により、携帯端末装置１と他の携帯端末装置２との間に確立されていた電話通信が切断さ
れる。
【００６１】
　このように、携帯端末装置１は、通話相手からの通話継続の呼びかけを検出していない
場合において、使用者により通話切断動作が行われた場合には、該動作を無効化すること
なく、通常通り通話切断処理を実行する。すなわち、使用者は、通話相手に通話継続の意
思がない場合には、通話相手と終話で合意した後に、通常通りの通話切断動作で通話を終
了させることができる。
【００６２】
　続いて、本実施例にかかる制御部３０の処理手順について説明する。図６は、本実施例
にかかる制御部の処理手順を示すフローチャートである。なお、図６においては、制御部
３０が実行する処理手順のうち、受話スピーカ１３から耳を離した使用者に対して通話相
手の通話継続意思を認識させる通話継続意思報知処理に関する処理手順のみを示す。
【００６３】
　図６に示すように、通話継続意思報知処理を開始すると、先ず、状態判定部３０７は、
使用者が受話スピーカ１３から耳を離した状態にあるか否かを判定する（ステップＳ１０
１）。具体的には、状態判定部３０７は、使用者の受話スピーカ１３への接触が接触セン
サ１５により検出されているか否かにより、使用者が受話スピーカ１３から耳を離した状
態にあるか否かを判定する。かかる処理において、使用者が受話スピーカ１３から耳を離
した状態にあると判定した場合（ステップＳ１０１肯定）、制御部３０は、処理をステッ
プＳ１０２へ移行する。
【００６４】
　ステップＳ１０２において、音声認識部３０８は、無線制御部３０１から取得した音声
信号に基づく音声認識処理を開始する。具体的には、音声認識部３０８は、無線制御部３
０１から取得した音声信号を文字データに変換するとともに、該変換した文字データと照
合用データ記憶部２０１に記憶された所定の文字データとを比較する。
【００６５】
　続いて、音声認識部３０８は、通話相手からの通話継続の呼びかけ音声を検出したか否
かを判定する（ステップＳ１０３）。具体的には、音声認識部３０８は、無線制御部３０
１からの音声信号を変換した文字データと照合用データ記憶部２０１に記憶された所定の
文字データとが一致したか否かにより、通話相手からの通話継続の呼びかけ音声を検出し
たか否かを判定する。かかる処理において、通話相手からの通話継続の呼びかけ音声を検
出していないとき（ステップＳ１０３否定）、制御部３０は、処理をステップＳ１０４へ
移行する。
【００６６】
　ステップＳ１０４において、操作制御部３０４は、使用者による通話切断動作を取得し
たか否かを判定する。具体的には、操作制御部３０４は、電源キーが使用者により押下さ
れたか否かにより、使用者による通話切断動作を取得したか否かを判定する。かかる処理
において、使用者による通話切断動作を取得したと判定した場合（ステップＳ１０４肯定
）、音声認識部３０８は、無線制御部３０１から取得した音声信号に基づく音声認識処理
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を終了する（ステップＳ１０５）。また、呼制御部３０２は、通話切断処理の実行を開始
する（ステップＳ１０６）。
【００６７】
　一方、ステップＳ１０４において通話切断動作を取得していない場合（ステップＳ１０
４否定）、状態判定部３０７は、使用者が受話スピーカ１３に耳を付けた状態にあるか否
かを判定する（ステップＳ１０７）。具体的には、状態判定部３０７は、使用者の受話ス
ピーカ１３への接触が接触センサ１５により検出されているか否かにより、使用者が受話
スピーカ１３に耳を付けた状態にあるか否かを判定する。かかる処理において、使用者が
受話スピーカ１３に耳を付けた状態にない場合（ステップＳ１０７否定）、制御部３０は
、処理をステップＳ１０３へ移行する。一方、使用者が受話スピーカ１３に耳を付けた状
態にあると判定した場合（ステップＳ１０７肯定）、音声認識部３０８は、無線制御部３
０１から取得した音声信号に基づく音声認識処理を終了する（ステップＳ１０８）。
【００６８】
　ステップＳ１０８の処理を終えたとき、あるいは、ステップＳ１０１において使用者が
受話スピーカ１３から耳を離した状態にない場合（ステップＳ１０１否定）、制御部３０
は、処理をステップＳ１０１へ移行する。
【００６９】
　一方、ステップＳ１０３において通話相手からの通話継続の呼びかけ音声を検出したと
判定した場合（ステップＳ１０３肯定）、スピーカ制御部３０３は、報知スピーカ１４か
らアラーム音を出力する（ステップＳ１０９）。また、操作制御部３０４は、通話切断動
作の無効化状態を開始する（ステップＳ１１０）。
【００７０】
　続いて、状態判定部３０７は、使用者が受話スピーカ１３に耳を付けた状態にあるか否
かを判定する（ステップＳ１１１）。かかる処理において、使用者が受話スピーカ１３に
耳を付けた状態にない場合（ステップＳ１１１否定）、操作制御部３０４は、使用者によ
る通話切断動作を取得したか否かを判定する（ステップＳ１１２）。
【００７１】
　かかる処理において、使用者による通話切断動作を取得したと判定した場合（ステップ
Ｓ１１２肯定）、操作制御部３０４は、取得した通話切断動作を無効化する（ステップＳ
１１３）。すなわち、操作制御部３０４は、ステップＳ１０３において音声認識部３０８
が通話相手からの通話継続の呼びかけ音声を検出した場合には、使用者による通話切断動
作を操作部１６から取得した場合であっても、通話切断処理の実行を呼制御部３０２に指
示しない。ステップＳ１１３の処理を終えたとき、或いは、ステップＳ１１２において使
用者による通話切断動作を取得していないとき（ステップＳ１１２否定）、制御部３０は
、処理をステップＳ１１１に移行する。
【００７２】
　一方、ステップＳ１１１において、使用者が受話スピーカ１３に耳を付けた状態にある
と判定した場合（ステップＳ１１１肯定）、スピーカ制御部３０３は、報知スピーカ１４
からのアラーム音の出力を停止する（ステップＳ１１４）。また、操作制御部３０４は、
通話切断動作の無効化状態を解除する（ステップＳ１１５）。また、音声認識部３０８は
、無線制御部３０１からの音声信号に基づく音声認識処理を終了する（ステップＳ１１６
）。
【００７３】
　ステップＳ１１６の処理を終えたとき、或いは、ステップＳ１０６の処理を終えたとき
、制御部３０は、通話継続意思報知処理に関する処理手順を終了する。
【００７４】
　次に、各処理部の動作についてより具体的に説明する。先ず、通話相手からの通話継続
の呼びかけ音声に基づき使用者に通話の継続を促す場合における各処理部の動作を説明す
る。図７は、通話相手からの通話継続の呼びかけ音声に基づき使用者に通話の継続を促す
場合における各処理部の動作を説明するためのシーケンス図である。
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【００７５】
　図７に示すように、状態判定部３０７は、通話中において、接触センサ１５の検出結果
に基づき使用者が受話スピーカ１３から耳を離した状態にあると判定すると（ステップＳ
２０１）、使用者が受話スピーカ１３から耳を離した状態にある旨の信号を判断部３０９
へ送信する。そして、判断部３０９は、該信号を状態判定部３０７から取得すると、音声
認識部３０８に対して動作の開始を指示する（ステップＳ２０２）。
【００７６】
　判断部３０９から動作の開始を指示されると、音声認識部３０８は、無線制御部３０１
からの音声信号に基づく音声認識処理を開始する（ステップＳ２０３）。そして、音声認
識部３０８が、通話相手からの通話継続の呼びかけ音声を検出したとする（ステップＳ２
０４）。すなわち、無線制御部３０１からの無線信号を変換して生成された文字データと
照合用データ記憶部２０１に記憶された所定の文字データとが一致したとする。かかる場
合、音声認識部３０８は、通話継続の呼びかけ音声を検出した旨の信号を判断部３０９に
対して送信する（ステップＳ２０５）。
【００７７】
　続いて、通話継続の呼びかけ音声を検出した旨の信号を音声認識部３０８から取得した
場合、判断部３０９は、アラーム音の出力をスピーカ制御部３０３に対して指示する（ス
テップＳ２０６）。これにより、該指示を受けたスピーカ制御部３０３は、報知スピーカ
１４からアラーム音を出力させる。
【００７８】
　また、判断部３０９は、通話切断動作の無効化状態の開始を操作制御部３０４に対して
指示する（ステップＳ２０７）。これにより、該指示を受けた操作制御部３０４は、通話
切断動作の無効化状態を開始する（ステップＳ２０８）。
【００７９】
　続いて、状態判定部３０７は、使用者が受話スピーカ１３に耳を付けた状態にあると判
定すると（ステップＳ２０９）、使用者が受話スピーカ１３に耳を付けた状態にある旨の
信号を判断部３０９へ送信する。そして、判断部３０９は、該信号を状態判定部３０７か
ら取得すると、アラーム音の停止をスピーカ制御部３０３に対して指示する（ステップＳ
２１０）。これにより、該指示を受けたスピーカ制御部３０３は、報知スピーカ１４から
のアラーム音の出力を停止する。
【００８０】
　また、判断部３０９は、通話切断動作の無効化状態の解除を操作制御部３０４に対して
指示する（ステップＳ２１１）。これにより、操作制御部３０４は、通話切断動作の無効
化状態を解除する（ステップＳ２１２）。
【００８１】
　また、判断部３０９は、音声認識部３０８に対して動作の終了を指示する（ステップＳ
２１３）。そして、判断部３０９から動作の終了を指示されると、音声認識部３０８は、
無線制御部３０１からの音声信号に基づく音声認識処理を終了する（ステップＳ２１４）
。
【００８２】
　続いて、通話相手からの通話継続の呼びかけ音声が検出されることなく通話が終了する
場合における各処理部の動作を説明する。図８は、通話相手からの通話継続の呼びかけ音
声が検出されることなく通話が終了する場合における各処理部の動作を説明するためのシ
ーケンス図である。なお、図８におけるステップＳ３０１～Ｓ３０３の処理は、図７にお
けるステップＳ２０１～Ｓ２０３までの処理と同様である。
【００８３】
　図８に示すように、操作制御部３０４は、音声認識部３０８が動作している状態におい
て、使用者による通話切断動作を取得したとする（ステップＳ３０４）。かかる場合、操
作制御部３０４は、通話切断動作が行われた旨の信号を判断部３０９へ送信する。そして
、該信号を取得した判断部３０９は、音声認識部３０８に対して動作の終了を指示する（
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ステップＳ３０５）。そして、判断部３０９から動作の終了を指示されると、音声認識部
３０８は、無線制御部３０１からの音声信号に基づく音声認識処理を終了する（ステップ
Ｓ３０６）。
【００８４】
　続いて、通話相手からの通話継続の呼びかけ音声が検出されることなく使用者が受話ス
ピーカに耳をつけた場合における各処理部の動作を説明する。図９は、通話相手からの通
話継続の呼びかけ音声が検出されることなく使用者が受話スピーカに耳をつけた場合にお
ける各処理部の動作を説明するためのシーケンス図である。なお、図９におけるステップ
Ｓ４０１～４０３の処理は、図７におけるステップＳ２０１～Ｓ２０３までの処理と同様
である。
【００８５】
　図９に示すように、状態判断部３０９は、音声認識部３０８が動作している状態におい
て、使用者が受話スピーカ１３に耳を付けた状態にあると判定したとする（ステップＳ４
０４）。かかる場合、状態判断部３０９は、使用者が受話スピーカ１３に耳を付けた状態
にある旨の信号を判断部３０９へ送信する。そして、該信号を取得した判断部３０９は、
音声認識部３０８に対して動作の終了を指示する（ステップＳ４０５）。そして、判断部
３０９から動作の終了を指示されると、音声認識部３０８は、無線制御部３０１からの音
声信号に基づく音声認識処理を終了する（ステップＳ４０６）。
【００８６】
　上述してきたように、本実施例では、使用者が通話切断動作のために受話スピーカ１３
から耳を離した後に、通話相手から通話継続意思を表す発話がなされた場合に、報知スピ
ーカ１４からアラーム音を出力することにより、通話相手の通話継続意思を使用者に認識
させる。これにより、通話相手は、使用者に通話を切断されることなく通話を継続するこ
とができる。しかも、本実施例では、通話相手に通話継続の意思がない場合には、使用者
あるいは通話相手の通話切断動作によって通常通り回線が切断されるため、余計な回線使
用料が発生することがない。
【００８７】
　また、本実施例では、使用者が通話切断動作のために受話スピーカ１３から耳を離した
後に、通話相手から通話継続意思を表す発話がなされた場合に、使用者による通話切断動
作を無効化する。これにより、終話直前において、使用者が通話相手の通話継続の呼びか
けに気付かずに通話を切断してしまう事態をより確実に防止することができる。
【実施例３】
【００８８】
　上述した実施例２では、通話相手からの終話直前の呼びかけを使用者に認識させるため
に、使用者が通話切断動作のために受話スピーカ１３から耳を離した後、通話相手から通
話継続意思を表す発話がなされた場合に、アラーム音を出力することとした。
【００８９】
　ところで、ある電話機から他の電話機への呼出し中において、呼出し中の状態が長く続
いた場合、使用者は、通話相手が不在であると判断して通話切断動作を行う場合がある。
このような場合において、使用者は、通話切断動作のために受話スピーカから耳を離した
場合、その後、通話相手が使用者からの呼出しに応答した場合であっても、通話相手から
の応答があったことに気付かずに、通話を切断してしまう場合がある。
【００９０】
　そこで、本実施例では、状態判定部３０７により使用者が受話スピーカ１３から耳を離
した状態を検出した後に、電話通信の接続が確立した場合に、報知スピーカ１４からアラ
ーム音を出力することにより、通話相手が呼出しに応答したことを使用者に認識させるこ
ととした。
【００９１】
　先ず、図１０を参照して、本実施例にかかる通話制御方法（以下、「通話応答報知方法
」とする）について説明する。図１０は、本実施例にかかる通話応答報知方法を説明する
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ための図である。
【００９２】
　図１０に示すように、本実施例にかかる携帯端末装置１'は、他の携帯端末装置２への
呼出状態、すなわち、他の携帯端末装置２との間で電話通信の接続が未だ確立されていな
い状態にあるとする。このような状態にある場合、携帯端末装置１'は、先ず、接触セン
サ１５および状態判定部３０７を用いて、使用者が受話スピーカから耳を離した状態を検
出する（Ａ）。
【００９３】
　続いて、使用者が受話スピーカ１３から耳を離した状態を検出した場合において、通話
相手が携帯端末装置１'からの呼出しに応答し、電話通信の接続が確立したとする。かか
る場合、携帯端末装置１'は、他の携帯端末装置２との間で電話通信の接続が確立したこ
とを検出する。すなわち、携帯端末装置１'は、他の携帯端末装置２との回線接続を検出
する（Ｂ）。
【００９４】
　そして、他の携帯端末装置２との回線接続を検出すると、携帯端末装置１'は、アラー
ム音を報知スピーカから出力する（Ｃ）。
【００９５】
　このように、本実施例にかかる通話応答報知方法によれば、使用者が通話切断動作のた
めに受話スピーカから耳を離した後に、電話通信の接続が確立した場合に、報知スピーカ
からアラーム音を出力することにより、通話相手から電話呼出しに対する応答があったこ
とを使用者に認識させることができる。
【００９６】
　さらに、携帯端末装置１'は、実施例２と同様、使用者が受話スピーカ１３から耳を離
した状態を検出した場合において電話通信の接続が確立した場合、使用者による通話切断
動作を無効化する（Ｄ）。すなわち、携帯端末装置１'は、使用者が電源キーの押下など
の操作部１６への所定の操作を通話切断動作として行った場合であっても、該操作を無効
化し、通話切断処理を行わない。これにより、通話相手から応答があったにもかかわらず
使用者が通話を切断してしまう事態をより確実に防止することができる。
【００９７】
　次に、本実施例にかかる携帯端末装置１'の構成について説明する。図１１は、実施例
３にかかる携帯端末装置の構成を示すブロック図である。なお、既に説明した構成と同じ
ものについては同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００９８】
　本実施例にかかる携帯端末装置１'において、無線制御部３０１'は、実施例２において
説明した機能に加え、他の電話機との間で電話通信の接続が確立したか否かを判定する通
信接続状態判定部として機能する。無線制御部３０１'は、他の電話機との間で電話通信
の接続が確立したと判定した場合、判断部３０９'に所定の信号を送信する。
【００９９】
　判断部３０９'は、状態判定部３０７により使用者が受話スピーカ１３から耳を離した
状態にあると判定された場合において、無線制御部３０１'から所定の信号を取得した場
合、アラーム音を報知スピーカ１４から出力するようスピーカ制御部３０３に対して指示
する。これにより、該指示を受けたスピーカ制御部３０３は、アラーム音を報知スピーカ
１４から出力する。このように、判断部３０９'、スピーカ制御部３０３および報知スピ
ーカ１４は、報知部の一例に相当する。
【０１００】
　次に、本実施例にかかる携帯端末装置１'の動作について説明する。先ず、通話相手か
らの応答がなく使用者が呼び出しを終了する場合について説明する。図１２は、通話相手
からの応答がなく使用者が呼び出しを終了する場合を説明するためのシーケンス図である
。
【０１０１】
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　図１２に示すように、使用者が他の携帯端末装置２への発信動作を行ったとする（ステ
ップＳ３１）。かかる場合、携帯端末装置１'は、交換局Ａに対して呼設定信号（ＳＥＴ
ＵＰ信号）を送信する。交換局Ａは、携帯端末装置１'からＳＥＴＵＰ信号を受信すると
、その応答として、呼設定受付信号（ＣＡＬＬ　ＰＲＯＣＥＤＩＮＧ信号：以下、「ＣＡ
ＬＬＰＲＯＣ信号」とする）を携帯端末装置１'に対して送信する。また、交換局Ａは、
携帯端末装置１'からＳＥＴＵＰ信号を受信すると、交換局Ｂに対して、ＩＮＩＴＩＡＬ
ＡＤＤＲＥＳＳ　ＭＥＳＳＡＧＥ信号（以下、「ＩＡＭ信号」とする）を送信する。
【０１０２】
　交換局Ｂは、交換局ＡからＩＡＭ信号を受信すると、他の携帯端末装置２に対してＳＥ
ＴＵＰ信号を送信する。他の携帯端末装置２は、交換局ＢからＳＥＴＵＰ信号を受信する
と、呼び出し動作として、例えば、着信音を鳴らしたりバイブレータを振動させたりする
。また、他の携帯端末装置２は、交換局ＢからＳＥＴＵＰ信号を受信すると、交換局Ｂに
対して呼出し信号（ＡＬＥＲＴＩＮＧ信号：以下、「ＡＬＥＲＴ信号」とする）を送信す
る。
【０１０３】
　交換局Ｂは、他の携帯端末装置２からＡＬＥＲＴ信号を受信すると、交換局Ａに対して
、ＡＤＤＲＥＳＳ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＭＥＳＳＡＧＥ信号（以下、「ＡＣＭ信号とする
」）を送信する。交換局Ａは、交換局ＢからＡＣＭ信号を受信すると、携帯端末装置１'
に対してＡＬＥＲＴ信号を送信する。そして、携帯端末装置１'は、交換局ＡからＡＬＥ
ＲＴ信号を受信すると、呼び出し動作として、例えば、呼出中音（リングバックトーン）
を受話スピーカ１３から出力する。これにより、携帯端末装置１'は、他の携帯端末装置
２に対する呼出し状態となる。
【０１０４】
　続いて、例えば、呼出状態が長く続いた場合において、使用者は、通話相手が不在であ
ると判断し、通話切断動作のために受話スピーカ１３から耳を離したとする（ステップＳ
３２）。かかる場合、携帯端末装置１'は、回線接続確立待ち状態を開始する（ステップ
Ｓ３３）。具体的には、携帯端末装置１'は、無線制御部３０１'による、他の携帯端末装
置２との電話通信の接続が確立したか否かの判定処理を開始する。
【０１０５】
　続いて、回線が接続することなく、使用者が通話切断動作を行ったとする（ステップＳ
３４）。かかる場合、携帯端末装置１'は、回線接続確立待ち状態を終了し（ステップＳ
３５）、通話切断処理の実行を開始する（ステップＳ３６）。
【０１０６】
　具体的には、携帯端末装置１'は、通話切断処理を開始すると、自装置が属する交換局
Ａに対してＤＩＳＣ信号を送信する。交換局Ａは、携帯端末装置１'からＤＩＳＣ信号を
受信すると、携帯端末装置１'に対してＲＥＬ信号を送信する。また、交換局Ａは、携帯
端末装置１'からＤＩＳＣ信号を受信すると、他の携帯端末装置２が属する交換局Ｂに対
してＲＥＬ信号を送信する。交換局Ｂは、交換局ＡからＲＥＬ信号を受信すると、他の携
帯端末装置２に対してＤＩＳＣ信号を送信する。そして、他の携帯端末装置２は、交換局
ＢからＤＩＳＣ信号を受信すると、交換局Ｂに対してＲＥＬ信号を送信する。これにより
、携帯端末装置１'の携帯端末装置２に対する呼び出しが終了する。
【０１０７】
　このように、携帯端末装置１'は、他の携帯端末装置２の呼出し中において、他の携帯
端末装置２との回線接続が確立される前に、使用者により通話切断動作が行われた場合に
は、通常通り通話切断処理を実行する。
【０１０８】
　続いて、回線接続の確立に基づき使用者に通話相手からの応答があったことを報知する
場合における携帯端末装置１'の動作について説明する。図１３は、回線接続の確立に基
づき使用者に通話相手からの応答があったことを報知する場合における携帯端末装置の動
作を説明するためのシーケンス図である。なお、図１３におけるステップＳ４１～Ｓ４３
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の処理は、図１２におけるステップＳ３１～Ｓ３３までの処理と同様である。
【０１０９】
　図１３に示すように、携帯端末装置１'が回線接続確立待ち状態中に、通話相手が、携
帯端末装置１'からの呼出しに応答するためにオンフック動作を行ったとする（ステップ
Ｓ４４）。かかる場合、他の携帯端末装置２は、交換局Ｂに対して、ＣＯＮＮＥＣＴ信号
を送信する。交換局Ｂは、他の携帯端末装置２からＣＯＮＮＥＣＴ信号を受信すると、交
換局Ａに対して、ＡＮＳＷＥＲ　ＭＥＳＳＡＧＥ信号（以下、ＡＮＭ信号とする）を送信
する。交換局ＢからＡＮＭ信号を受信すると、交換局Ａは、携帯端末装置１'に対してＣ
ＯＮＮＥＣＴ信号を送信する。これにより、携帯端末装置１'と他の携帯端末装置２との
回線が接続する、すなわち、携帯端末装置１'と他の携帯端末装置２との電話通信の接続
が確立する。
【０１１０】
　使用者が受話スピーカ１３から耳を離した状態において、他の携帯端末装置２との回線
が接続した場合、携帯端末装置１'は、アラーム音を報知スピーカ１４から出力する（ス
テップＳ４５）。また、携帯端末装置１'は、通話切断動作の無効化状態を開始する（ス
テップＳ４６）。そして、かかる通話切断動作の無効化状態中に、使用者が通話切断動作
を行った場合（ステップＳ４７）、携帯端末装置１'は、該通話切断動作を無効化する（
ステップＳ４８）。すなわち、携帯端末装置１'は、通話切断動作の無効化状態において
使用者から通話切断動作を取得した場合であっても、通話切断処理を実行しない。
【０１１１】
　一方、ステップＳ４５において出力されたアラーム音により、使用者が、通話相手が呼
出しに応答したことに気付き、受話スピーカ１３に耳を付けたとする（ステップＳ４９）
。これにより、使用者と通話相手との会話が開始される。また、使用者が受話スピーカ１
３に耳を付けると、携帯端末装置１'は、アラーム音を停止し（ステップＳ５０）、通話
切断動作の無効化状態を解除し（ステップＳ５１）、回線接続確立待ち状態を終了する（
ステップＳ５２）。
【０１１２】
　続いて、本実施例にかかる制御部３０'の処理手順について説明する。図１４は、本実
施例にかかる制御部３０'の処理手順を示すフローチャートである。なお、図１４におい
ては、制御部３０'が実行する処理手順のうち、他の携帯端末装置２に対して呼出状態に
ある場合において、受話スピーカ１３から耳を離した使用者に対して通話相手が呼出しに
応答したことを認識させる通話応答報知処理に関する処理手順のみを示す。
【０１１３】
　図１４に示すように、通話応答報知処理を開始すると、先ず、状態判定部３０７は、使
用者が受話スピーカ１３から耳を離した状態にあるか否かを判定する（ステップＳ５０１
）。具体的には、状態判定部３０７は、使用者の受話スピーカ１３への接触が接触センサ
１５により検出されているか否かにより、使用者が受話スピーカ１３から耳を離した状態
にあるか否かを判定する。かかる処理において、使用者が受話スピーカ１３から耳を離し
た状態にあると判定した場合（ステップＳ５０１肯定）、制御部３０'は、処理をステッ
プＳ５０２へ移行する。
【０１１４】
　ステップＳ５０２において、無線制御部３０１'は、回線接続確立待ち状態を開始する
。続いて、無線制御部３０１'は、回線接続が確立したか否か、すなわち、他の携帯端末
装置２との間で電話通信の接続が確立したか否かを判定する（ステップＳ５０３）。かか
る処理において、他の携帯端末装置２との間で電話通信の接続が確立していないとき（ス
テップＳ５０３否定）、すなわち、引き続き他の携帯端末装置２の呼出し状態にあるとき
、制御部３０'は、処理をステップＳ５０４へ移行する。
【０１１５】
　ステップＳ５０４において、操作制御部３０４は、使用者による通話切断動作を取得し
たか否かを判定する。具体的には、操作制御部３０４は、電源キーが使用者により押下さ
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れたか否かにより、使用者による通話切断動作を取得したか否かを判定する。かかる処理
において、使用者による通話切断動作を取得したと判定した場合（ステップＳ５０４肯定
）、無線制御部３０１'は、回線接続待ち状態を終了する（ステップＳ５０５）。また、
呼制御部３０２は、通話切断処理の実行を開始する（ステップＳ５０６）。
【０１１６】
　一方、ステップＳ５０４において通話切断動作を取得していない場合（ステップＳ５０
４否定）、状態判定部３０７は、使用者が受話スピーカ１３に耳を付けた状態にあるか否
かを判定する（ステップＳ５０７）。具体的には、状態判定部３０７は、使用者の受話ス
ピーカ１３への接触が接触センサ１５により検出されているか否かにより、使用者が受話
スピーカ１３に耳を付けた状態にあるか否かを判定する。かかる処理において、ステップ
Ｓ５０７において使用者が受話スピーカ１３に耳を付けた状態にない場合（ステップＳ５
０７否定）、制御部３０は、処理をステップＳ５０３へ移行する。一方、使用者が受話ス
ピーカ１３に耳を付けた状態にあると判定した場合（ステップＳ５０７肯定）、音声認識
部３０８は、回線接続待ち状態を終了する（ステップＳ５０８）。
【０１１７】
　ステップＳ５０８の処理を終えたとき、あるいは、ステップＳ５０１において使用者が
受話スピーカ１３から耳を離した状態にない場合（ステップＳ５０１否定）、制御部３０
'は、処理をステップＳ５０１へ移行する。
【０１１８】
　一方、ステップＳ５０３において回線接続が確立したと判定した場合（ステップＳ５０
３肯定）、スピーカ制御部３０３は、報知スピーカ１４からアラーム音を出力する（ステ
ップＳ５０９）。また、操作制御部３０４は、通話切断動作の無効化状態を開始する（ス
テップＳ５１０）。
【０１１９】
　続いて、状態判定部３０７は、使用者が受話スピーカ１３に耳を付けた状態にあるか否
かを判定する（ステップＳ５１１）。かかる処理において、使用者が受話スピーカ１３に
耳を付けた状態にない場合（ステップＳ５１１否定）、操作制御部３０４は、使用者によ
る通話切断動作を取得したか否かを判定する（ステップＳ５１２）。
【０１２０】
　かかる処理において、使用者による通話切断動作を取得したと判定した場合（ステップ
Ｓ５１２肯定）、操作制御部３０４は、取得した通話切断動作を無効化する（ステップＳ
５１３）。すなわち、操作制御部３０４は、ステップＳ５０３において回線が接続したこ
とが検出された場合、使用者による通話切断動作を操作部１６から取得した場合であって
も、電話通信の切断処理の実行を呼制御部３０２に指示しない。ステップＳ５１３の処理
を終えたとき、或いは、ステップＳ５１２において使用者による通話切断動作を取得して
いないとき（ステップＳ５１２否定）、制御部３０'は、処理をステップＳ５１１に移行
する。
【０１２１】
　一方、ステップＳ５１１において、使用者が受話スピーカ１３に耳を付けた状態にある
と判定した場合（ステップＳ５１１肯定）、スピーカ制御部３０３は、報知スピーカ１４
からのアラーム音の出力を停止する（ステップＳ５１４）。また、操作制御部３０４は、
通話切断動作の無効化状態を解除する（ステップＳ５１５）。また、無線制御部３０１'
は、回線接続確立待ち状態を終了する（ステップＳ５１６）。
【０１２２】
　ステップＳ５１６の処理を終えたとき、或いは、ステップＳ５０６の処理を終えたとき
、制御部３０'は、通話応答報知処理に関する処理手順を終了する。
【０１２３】
　次に、各処理部の動作についてより具体的に説明する。回線接続の確立に基づき使用者
に通話相手からの応答があったことを報知する場合における各処理部の動作を説明する。
図１５は、回線接続の確立に基づき使用者に通話相手からの応答があったことを報知する



(19) JP 5369937 B2 2013.12.18

10

20

30

40

50

場合における各処理部の動作を説明するためのシーケンス図である。
【０１２４】
　図１５に示すように、状態判定部３０７は、先ず、接触センサ１５の検出結果に基づき
、使用者が受話スピーカ１３から耳を離した状態にあると判定すると（ステップＳ６０１
）、使用者が受話スピーカ１３から耳を離した状態にある旨の信号を判断部３０９'へ送
信する。そして、判断部３０９'は、該信号を状態判定部３０７から取得すると、無線制
御部３０１'に対して回線接続確立待ち状態の開始を指示する（ステップＳ６０２）。
【０１２５】
　判断部３０９'から回線接続確立待ち状態の開始を指示されると、無線制御部３０１'は
、回線接続確立待ち状態を開始する（ステップＳ６０３）。そして、無線制御部３０１'
が、回線接続の確立を検出したとする（ステップＳ６０４）。具体的には、無線制御部３
０１'は、交換局ＡからＣＯＮＮＥＣＴ信号を受信した場合に、該ＣＯＮＮＥＣＴ信号を
検出することにより、携帯端末装置１'と他の携帯端末装置２との電話通信の接続が確立
したと判定する。かかる場合、無線制御部３０１'は、回線接続の確立を検出した旨の信
号を判断部３０９'に対して送信する（ステップＳ６０５）。
【０１２６】
　続いて、回線接続の確立を検出した旨の信号を無線制御部３０１'から取得した場合、
判断部３０９'は、アラーム音の出力をスピーカ制御部３０３に対して指示する（ステッ
プＳ６０６）。これにより、該指示を受けたスピーカ制御部３０３は、報知スピーカ１４
からアラーム音を出力させる。
【０１２７】
　また、判断部３０９'は、通話切断動作の無効化状態の開始を操作制御部３０４に対し
て指示する（ステップＳ６０７）。これにより、該指示を受けた操作制御部３０４は、通
話切断動作の無効化状態を開始する（ステップＳ６０８）。
【０１２８】
　続いて、状態判定部３０７は、使用者が受話スピーカ１３に耳を付けた状態にあると判
定すると（ステップＳ６０９）、使用者が受話スピーカ１３に耳を付けた状態にある旨の
信号を判断部３０９'へ送信する。そして、判断部３０９'は、該信号を状態判定部３０７
から取得すると、アラーム音の停止をスピーカ制御部３０３に対して指示する（ステップ
Ｓ６１０）。これにより、該指示を受けたスピーカ制御部３０３は、報知スピーカ１４か
らのアラーム音の出力を停止する。
【０１２９】
　また、判断部３０９'は、通話切断動作の無効化状態の解除を操作制御部３０４に対し
て指示する（ステップＳ６１１）。これにより、操作制御部３０４は、通話切断動作の無
効化状態を解除する（ステップＳ６１２）。
【０１３０】
　また、判断部３０９'は、無線制御部３０１'に対して回線接続確立待ち状態の終了を指
示する（ステップＳ６１３）。そして、判断部３０９'から回線接続確立待ち状態の終了
を指示されると、無線制御部３０１'は、回線接続確立待ち状態を終了する（ステップＳ
６１４）。
【０１３１】
　上述してきたように、本実施例では、他の携帯端末装置２への呼出し中において、使用
者が通話切断動作のために受話スピーカから耳を離した後に、電話通信の接続が確立した
場合に、報知スピーカからアラーム音を出力することにより、通話相手から電話呼出しに
対する応答があったことを使用者に認識させることができる。
【０１３２】
　さらに、携帯端末装置１'では、他の携帯端末装置２への呼出し中において、使用者が
通話切断動作のために受話スピーカから耳を離した後に、電話通信の接続が確立した場合
に、使用者による通話切断動作を無効化する。これにより、通話相手から応答があったに
もかかわらず使用者が通話を切断してしまう事態をより確実に防止することができる。
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【０１３３】
　ところで、実施例２における携帯端末装置１の機能をソフトウェアとして実装し、該ソ
フトウェアを電話機で実行することにより、携帯端末装置１と同等の機能を実現すること
もできる。以下に、携帯端末装置１の機能をソフトウェアとして実装した通話制御プログ
ラムを実行する電話機の一例を示す。図１６は、通話制御プログラムを実行する電話機を
示すブロック図である。
【０１３４】
　図１６に示すように、電話機６００は、無線部６０１と、マイク６０２と、受話スピー
カ６０３と、報知スピーカ６０４と、接触センサ６０５と、操作部６０６と、バイブレー
タ６０７と、ＬＣＤ６０８とを備える。これらは、図３に示す無線部１１、マイク１２、
受話スピーカ１３、報知スピーカ１４、接触センサ１５、操作部１６、バイブレータ１７
、ＬＣＤ１８に対応する。また、電話機６００は、各種演算処理を実行するＣＰＵ（Cent
ral Processing Unit）６１０と、各種情報を記憶する不揮発メモリ６２０及びＲＡＭ（R
andom Access Memory）６３０とを備える。また、電話機６００は、これらをバス６４０
により相互に接続する。
【０１３５】
　そして、不揮発メモリ６２０には、本実施例と同様の機能を発揮する通話制御プログラ
ム、すなわち、状態判定プログラム６２１と、音声認識プログラム６２２と、比較プログ
ラム６２３と、報知プログラム６２４とが記憶される。
【０１３６】
　そして、ＣＰＵ６１０が、状態判定プログラム６２１、音声認識プログラム６２２、比
較プログラム６２３、報知プログラム６２４を不揮発メモリ６２０から読み出してＲＡＭ
６３０に展開することにより、各プログラム６２１～６２４は、それぞれ状態判定プロセ
ス６３１、音声認識プロセス６３２、比較プロセス６３３、報知プロセス６３４として機
能する。このように、ＣＰＵ６１０は、図３に示す制御部３０に相当する。
【０１３７】
　また、不揮発メモリ６２０は、照合用データ記憶部６２５を有する。ＣＰＵ６１０は、
照合用データ記憶部６２５に記憶された情報を読み出して、ＲＡＭ６３０に格納し、プロ
セス６３１～６３４が、ＲＡＭ６３０に格納されたデータを利用して各種処理を実行する
。
【０１３８】
　なお、上記と同様に、実施例３における携帯端末装置１'の機能をソフトウェアとして
実装し、該ソフトウェアを電話機で実行することにより、携帯端末装置１'と同等の機能
を実現することもできる。
【０１３９】
　以上、本発明の実施の形態のいくつかを図面に基づいて詳細に説明したが、これらは例
示であり、発明の開示の欄に記載の態様を始めとして、当業者の知識に基づいて種々の変
形、改良を施した他の形態で本発明を実施することが可能である。
【０１４０】
　例えば、実施例２では、通話相手の発話内容と照合用データ記憶部２０１に記憶された
所定の発話内容とを比較することにより、通話相手が通話継続の呼びかけを行っているか
否かを判断することとしたが、これに限ったものではない。例えば、音声認識部３０８は
、通話相手からの何かしらの発話を認識した時点で、通話相手からの通話継続の呼びかけ
がなされたと判定してもよい。具体的には、音声認識部３０８は、他の電話機から入力さ
れた音声信号を文字データに変換した場合に、通話相手からの通話継続の呼びかけを検出
したと判定し、所定の信号を判断部３０９に入力する。
【０１４１】
　また、実施例２では、通話相手の発話に基づいて、通話相手の通話継続意思の有無を判
断したが、これに限ったものではない。例えば、携帯端末装置１は、他の電話機との通話
中において、通話相手により操作部への所定の操作が行われたことを他の電話機から通知
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された場合に、通話相手に通話継続の意思があると判断してもよい。これにより、例えば
、通話相手は、終話直前に別の用件を思い出した場合、所定のキーを長押しすることによ
り、使用者に対して通話継続の意思を示すことができる。
【０１４２】
　また、実施例２および実施例３において、操作制御部３０４は、判断部３０９，３０９
'から通話切断動作の無効化状態の解除が指示されるまで、通話切断動作の無効化状態を
維持することとしたが、これに限ったものではない。例えば、操作制御部３０４は、通話
切断動作を開始して一定時間が経過した場合に、通話切断動作の無効化状態を解除しても
よい。かかる場合、通話切断動作の無効化状態の継続時間は、設定により任意に変更でき
るようにしてもよい。
【０１４３】
　また、実施例３では、携帯端末装置１'は、他の携帯端末装置２への呼出し中において
、状態判定部３０７により使用者が受話スピーカ１３から耳を離した状態を検出した後に
、電話通信の接続が確立した場合に、使用者による通話切断動作を無効化することとした
。ところが、他の携帯端末装置２にいわゆる留守録機能が搭載されている場合、他の携帯
端末装置２が携帯端末装置１'からの呼出しに自動的に応答して、携帯端末装置１'と他の
携帯端末装置２との間で回線が接続される場合がある。かかる場合、携帯端末装置１'は
、報知スピーカ１４からアラーム音を出力することにより、通話相手にメッセージを残し
たいと思っている使用者に対して、他の携帯端末装置２の留守録機能が作動中であること
を認識させることができる。
【０１４４】
　一方で、使用者は、通話相手にメッセージを残す必要がないと考える場合もある。この
ような場合には、使用者が通話を終えようとしても通話切断動作が無効化されてしまうた
め、回線接続状態が無用に維持されるおそれがある。そこで、このような状況を回避する
ために、例えば、音声認識部３０８を利用することができる。
【０１４５】
　具体的には、図１５のステップＳ６０５において、回線接続の確立を検出した旨の信号
を取得した場合、判断部３０９'は、音声認識部３０８に対して動作の開始を指示する。
続いて、音声認識部３０８は、他の携帯端末装置２から入力された音声信号の内容を認識
することにより、該音声信号の内容が、留守録機能の動作時に流れるメッセージであるか
否かを判定する。そして、音声認識部３０８が、他の携帯端末装置２から入力された音声
信号の内容が、留守録機能の動作時に流れるメッセージであると判定した場合、判断部３
０９'は、通話切断動作の無効化状態の解除を操作制御部３０４に対して指示する。これ
により、使用者が回線を切断したくても切断できない状況を回避することができる。なお
、かかる場合、照合用データ記憶部２０１には、留守録機能の動作時に流れるメッセージ
に対応する文字データが記憶される。
【０１４６】
　また、他の携帯端末装置２との間で電話通信の接続が確立した場合に、通話相手が呼び
出しに応答したのか、或いは、他の携帯端末装置２が留守録機能により自動的に応答した
のかを判断することにより、通話切断動作の無効化状態を開始するか否かを判断してもよ
い。具体的には、例えば、他の携帯端末装置２から交換局Ｂへ送信されるＣＯＮＮＥＣＴ
信号に、通話相手のオンフック動作により応答したのか、或いは、留守録機能により応答
したのかを識別する情報を含ませる。無線制御部３０１'は、交換局ＡからＣＯＮＮＥＣ
Ｔ信号を取得した場合に、かかる情報を参照することにより、通話相手のオンフック動作
による応答であるか、或いは、留守録機能による応答であるかを判定する。そして、留守
録機能による応答であると判定した場合、判断部３０９'は、操作制御部３０４に対して
通話切断動作の無効化状態の開始を指示しない。これによっても、使用者が回線を切断し
たくても切断できない状況を回避することができる。
【０１４７】
　以上の各実施例を含む実施形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
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【０１４８】
（付記１）他の電話機との間で電話通信の接続が確立されている状態において、使用者が
受話スピーカから耳を離した状態にあるか否かを判定する状態判定部と、
　前記他の電話機から入力される音声信号の内容を認識する音声認識部と、
　前記状態判定部により前記使用者が受話スピーカから耳を離した状態にあると判定され
た場合に、前記音声認識部により認識された前記音声信号の内容と予め決められた通話継
続意思を表す内容とを比較する比較部と、
　前記比較部による比較の結果、前記音声信号の内容と予め決められた通話継続意思を表
す内容とが一致した場合に、前記使用者に対して所定の情報を報知する報知部と
　を備えることを特徴とする電話機。
【０１４９】
（付記２）前記使用者の前記受話スピーカへの接触または接近を検出する検出センサをさ
らに備え、
　前記状態判定部は、他の電話機との間で電話通信の接続が確立されている状態において
、前記検出センサにより前記使用者の前記受話スピーカへの接触または接近が検出されて
いない場合に、前記使用者が受話スピーカから耳を離した状態にあると判定する
　ことを特徴とする付記１に記載の電話機。
【０１５０】
（付記３）所定の文字データを記憶する照合用データ記憶部をさらに備え、
　前記音声認識部は、前記他の電話機から入力された音声信号を文字データに変換し、
　前記比較部は、前記状態判定部により前記使用者が受話スピーカから耳を離した状態に
あると判定された場合に、前記音声認識部により変換された文字データと前記照合用デー
タ記憶部に記憶された文字データとが一致するか否かを比較する
　ことを特徴とする付記１または２に記載の電話機。
【０１５１】
（付記４）前記報知部は、前記比較部による比較の結果、前記音声信号の内容と予め決め
られた通話継続意思を表す内容とが一致した場合に、報知用のスピーカから所定の報知音
を出力することを特徴とする付記１～３のいずれか１項に記載の電話機。
【０１５２】
（付記５）振動を発生させるバイブレータをさらに備え、
　前記報知部は、前記比較部による比較の結果、前記音声信号の内容と予め決められた通
話継続意思を表す内容とが一致した場合に、前記バイブレータを振動させることを特徴と
する付記１～４のいずれか１項に記載の電話機。
【０１５３】
（付記６）情報を表示する表示部をさらに備え、
　前記報知部は、前記比較部による比較の結果、前記音声信号の内容と予め決められた通
話継続意思を表す内容とが一致した場合に、前記表示部に所定の情報を表示することを特
徴とする付記１～５のいずれか１項に記載の電話機。
【０１５４】
（付記７）前記使用者による所定の操作を操作部から取得した場合に、電話通信の切断処
理の実行を所定の処理部に指示する操作制御部をさらに備え、
　前記操作制御部は、前記比較部による比較の結果、前記音声信号の内容と予め決められ
た通話継続意思を表す内容とが一致した場合に、前記使用者による所定の操作を前記操作
部から取得した場合であっても、電話通信の切断処理の実行を前記所定の処理部に指示し
ない
　ことを特徴とする付記１～６のいずれか１項に記載の電話機。
【０１５５】
（付記８）他の電話機に対して呼出状態にある場合に、使用者が受話スピーカから耳を離
した状態にあるか否かを判定する状態判定部と、
　前記他の電話機との間で電話通信の接続が確立したか否かを判定する通信接続状態判定
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部と、
　前記状態判定部により前記使用者が受話スピーカから耳を離した状態にあると判定され
た場合において、前記通信接続状態判定部により前記他の電話機との間で電話通信の接続
が確立したと判定された場合に、前記使用者に対して所定の情報を報知する報知部と
　を備えることを特徴とする電話機。
【０１５６】
（付記９）他の電話機との間で電話通信の接続が確立されている状態において、使用者が
受話スピーカから耳を離した状態にあるか否かを判定する状態判定ステップと、
　該他の電話機から入力される音声信号の内容を認識する音声認識ステップと、
　前記状態判定ステップにおいて前記使用者が受話スピーカから耳を離した状態にあると
判定した場合に、前記音声認識ステップにおいて認識した前記音声信号の内容と予め決め
られた通話継続意思を表す内容とを比較する比較ステップと、
　前記比較ステップにおける比較の結果、前記音声信号の内容と予め決められた通話継続
意思を表す内容とが一致した場合に、前記使用者に対して所定の情報を報知する報知ステ
ップと
　を含んだことを特徴とする通話制御方法。
【０１５７】
（付記１０）他の電話機に対して呼出状態にある場合に、使用者が受話スピーカから耳を
離した状態にあるか否かを判定する状態判定ステップと、
　前記他の電話機との間で電話通信の接続が確立したか否かを判定する通信接続状態判定
ステップと、
　前記状態判定ステップにおいて前記使用者が受話スピーカから耳を離した状態にあると
判定した場合において、前記通信接続状態判定ステップにより前記他の電話機との間で電
話通信の接続が確立したと判定された場合に、前記使用者に対して所定の情報を報知する
報知ステップと
　を含んだことを特徴とする通話制御方法。
【０１５８】
（付記１１）他の電話機との間で電話通信の接続が確立されている状態において、使用者
が受話スピーカから耳を離した状態にあるか否かを判定する状態判定手順と、
　該他の電話機から入力される音声信号の内容を認識する音声認識手順と、
　前記状態判定手順により前記使用者が受話スピーカから耳を離した状態にあると判定さ
れた場合に、前記音声認識手順により認識された前記音声信号の内容と予め決められた通
話継続意思を表す内容とを比較する比較手順と、
　前記比較手順による比較の結果、前記音声信号の内容と予め決められた通話継続意思を
表す内容とが一致した場合に、前記使用者に対して所定の情報を報知する報知手順と
　を電話機に実行させることを特徴とする通話制御プログラム。
【０１５９】
（付記１２）他の電話機に対して呼出状態にある場合に、使用者が受話スピーカから耳を
離した状態にあるか否かを判定する状態判定手順と、
　前記他の電話機との間で電話通信の接続が確立したか否かを判定する通信接続状態判定
手順と、
　前記状態判定手順により前記使用者が受話スピーカから耳を離した状態にあると判定さ
れた場合において、前記通信接続状態判定手順により前記他の電話機との間で電話通信の
接続が確立したと判定された場合に、前記使用者に対して所定の情報を報知する報知手順
と
　を電話機に実行させることを特徴とする通話制御プログラム。
【符号の説明】
【０１６０】
　　１，１'　携帯端末装置
　　２　他の携帯端末装置
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　１１　無線部
　１２　マイク
　１３　受話スピーカ
　１４　報知スピーカ
　１５　接触センサ
　１６　操作部
　１７　バイブレータ
　１８　ＬＣＤ
　２０　記憶部
　３０，３０'　制御部
３０１，３０１'　無線制御部
３０２　呼制御部
３０３　スピーカ制御部
３０４　操作制御部
３０５　バイブレータ制御部
３０６　表示制御部
３０７　状態判定部
３０８　音声認識部
３０９，３０９'　判断部
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