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(57)【要約】
【課題】特定の発信者のメッセージを録音し、さらに、
特定の発信者と気軽にコミュニケーションをとること。
【解決手段】音声録音機能を有する通信装置において、
予め決められた発信元の第一の識別情報と、音声を録音
するか否かを判断する音声録音フラグと、及び発信元に
通知をするための通知先情報と、を記憶する記憶部と、
通信により受信した発信元の第二の識別情報を取得する
発信元情報取得部と、前記発信元情報取得部が取得した
第二の識別情報と前記記憶部が記憶する第一の識別情報
を照合し、第一の識別情報に対応する音声録音フラグに
基づき発信元から着信した音声を録音するか否かを判断
する音声録音制御部と、前記音声録音制御部の判断に従
って録音された発信元からの音声の再生中又は再生後に
、前記記憶部が記憶する該発信元の通知先に通知をする
再生通知処理部とを備える
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声録音機能を有する通信装置において、
　予め決められた発信元の第一の識別情報と、音声を録音するか否かを判断する音声録音
フラグと、及び発信元に通知をするための通知先情報と、を記憶する記憶部と、
　通信により受信した発信元の第二の識別情報を取得する発信元情報取得部と、
　前記発信元情報取得部が取得した第二の識別情報と前記記憶部が記憶する第一の識別情
報を照合し、第一の識別情報に対応する音声録音フラグに基づき発信元から着信した音声
を録音するか否かを判断する音声録音制御部と、
　前記音声録音制御部の判断に従って録音された発信元からの音声の再生中又は再生後に
、前記記憶部が記憶する該発信元の通知先に通知をする再生通知処理部と
を備える通信装置。
【請求項２】
　前記再生通知処理部が通知先に通知する電子メール機能を有し、
　前記記憶部は、さらに、電子メール内容を予め記憶し、
　前記再生通知処理部は、前記記憶部に記憶が記憶する電子メールアドレスに、前記記憶
部が記憶する電子メール内容を通知することを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記記憶部は、少なくとも一つの電子メールアドレスに対して電子メール内容を予め記
憶でき、
　前記再生通知処理部は、前記記憶部が記憶する該発信元の電子メールアドレスに、前記
記憶部が複数記憶する時は電子メール内容を選択して電子メール内容として通知すること
を特徴とする請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記記憶部は、一つの発信元の識別情報に対して複数の通知先を記憶でき、
　前記再生通知処理部は、前記記憶部が記憶する複数の通知先から選択された通知先に通
知をすることを特徴とする請求項１乃至請求項３に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記記憶部は、さらに、着信日時と該着信をした発信元の識別情報とを記憶し、
　前記着信日時、前記着信をした発信元の識別情報、及び前記再生通知処理部の通知の有
無を、着信履歴として表示する着信履歴表示処理部を備えることを特徴とする請求項１乃
至４に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記着信履歴表示処理部は、前記通知の有無を画像で表示することを特徴とする請求項
５に記載の通信装置。
【請求項７】
　さらに、前記着信履歴表示処理部が表示した着信履歴の一覧から１の着信履歴を選択す
ると、対応する前記音声録音制御部が録音した発信元からの音声を再生する録音再生処理
部を備える請求項５又は請求項６に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記発信元の識別情報は発信元の電話番号であり、
　前記録音再生処理部は、前記音声録音制御部が録音した発信元からの音声を再生中に、
該再生が中止されると、対応する前記記憶部が記憶する発信元の電話番号または電子メー
ルアドレス先に通知することを特徴とする請求項７に記載の通信装置。
【請求項９】
　前記録音再生処理部は、前記音声録音制御部が録音した発信元からの音声を再生中に、
オフフックされると該再生は中止され、対応する前記記憶部が記憶する発信元の電話番号
に発信通知することを特徴とする請求項７乃至８に記載の通信装置。
【請求項１０】
　音声録音機能を有する通信装置を制御する通信装置制御方法において、
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　発信元の識別情報を取得する第１の過程と、
　前記取得した発信元の識別情報と記憶する発信元の識別情報を照合し、該発信元の識別
情報に対応する録音フラグによって発信元からの音声を録音するか否かを判断する第２の
過程と、
　前記判断に従って録音された発信元からの音声の再生中又は再生後に、該発信元の通知
先に通知をする第３の過程と
を有する通信装置制御方法。
【請求項１１】
　音声録音機能を有する通信装置のコンピュータに、
　予め決められた発信元の識別情報、音声を録音するか否かを判断する音声録音フラグ、
及び発信元に通知をするための通知先を記憶する手段と、
　発信元の識別情報を取得する手段と、
　前記取得した発信元の識別情報と記憶する発信元の識別情報を照合し、該発信元の識別
情報に対応する録音フラグに基づき発信元からの音声を録音するか否かを判断する手段と
、
　前記判断に従って録音された発信元からの音声の再生中又は再生後に、記憶する該発信
元の通知先に通知をする手段と
を実行させる通信装置制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信装置、通信装置制御方法、及び通信装置制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機を代表とする携帯通信機器が普及しており、携帯電話機には、その持
ち主の居場所に関係なく電話の着信が発生する。しかし、携帯電話機の持ち主は、会議中
や電車の車内にいる時、車を運転している時等の着信に対し、直ぐに電話に応答できない
場合が多々ある。このような場合、携帯電話機の持ち主は、携帯電話機が備える留守番電
話録音機能、又は、留守番電話サービスを利用して発信者からのメッセージを録音する。
そして、携帯電話機の持ち主は、携帯電話機が利用できる状況になってから、録音された
メッセージを聞き、必要に応じて該メッセージを録音した発信者に電話をする。特許文献
１には、メッセージを録音する際に発信者が該メッセージの確認通知の条件を選択し、携
帯電話機の持ち主が該メッセージを確認すると、携帯電話機が前記発信者に対し前記選択
された条件に基づき前記確認通知をする留守番電話ステータス通知システムが記載されて
いる。
　また、携帯電話機が備えるメモリには、録音するメッセージを記憶する容量に限界があ
る。特許文献２には、記憶容量の大きい携帯電話センタのメモリに発信者からのメッセー
ジを録音し、発信者から録音があった旨を携帯電話機に通知する携帯電話センタについて
記載されている。
　一方、近年の携帯電話機は、電話機能に加えてメール機能等の技術を用いたコミュニケ
ーション手段を有し、さらに、持ち運びの利便性から携帯電話機のサイズは、小さくなる
傾向にある。
【特許文献１】特開２００７－１５８６２２号公報
【特許文献２】特開２００５－２６０８５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、携帯電話機の持ち主は、商品販売目的や迷惑電話など、メッセージの録音をさ
せたくない発信者にメッセージを録音されてしまい、録音メッセージの確認や消去作業に
時間がかかるという欠点がある。また、携帯電話機は、前記録音をさせたくない発信者の
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メッセージを記憶することにより、メッセージの記憶容量が増大してしまうという欠点も
ある。さらに、携帯電話機の持ち主は、メッセージを確認したことを通知したくない発信
者に対しても、確認通知をしてしまい、例えば、電子メールによる確認通知では、不特定
の第三者に電子メールアドレスを知られてしまうという欠点がある。
　一方、携帯電話機はその携帯性から、入力インターフェイスが少なく、画面も小さいの
で、操作が煩雑になり易い。携帯電話機の操作が不得手な者は、メール等の入力操作が多
い携帯電話機の機能を利用して、気軽にコミュニケーションをとることが困難であるとい
う問題がある。
【０００４】
　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、特定の発信者のメッセー
ジを録音し、さらに、特定の発信者と気軽にコミュニケーションをとることができる通信
装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　（１）音声録音機能を有する通信装置において、予め決められた発信元の第一の識別情
報と、音声を録音するか否かを判断する音声録音フラグと、及び発信元に通知をするため
の通知先情報と、を記憶する記憶部と、通信により受信した発信元の第二の識別情報を取
得する発信元情報取得部と、前記発信元情報取得部が取得した第二の識別情報と前記記憶
部が記憶する第一の識別情報を照合し、第一の識別情報に対応する音声録音フラグに基づ
き発信元から着信した音声を録音するか否かを判断する音声録音制御部と、前記音声録音
制御部の判断に従って録音された発信元からの音声の再生中又は再生後に、前記記憶部が
記憶する該発信元の通知先に通知をする再生通知処理部とを備える。
　上記構成によると、予め決めた発信者からの音声のみを録音することができるので、商
品販売目的や迷惑電話など、音声録音をさせたくない発信者については、音声録音される
ことはなく、携帯電話の持ち主は、録音メッセージの確認や消去作業に時間がかかること
はない。そして、携帯電話機は、前記録音をさせたくない発信者のメッセージを記憶しな
いので、メッセージの記憶容量が増大しない。また、上記構成によると、発信者と携帯電
話の持ち主は、時間のかかる通話を要さない簡易な伝言により、利便性の高いコミュニケ
ーションをすることができる。
【０００６】
　（２）本発明の一態様は、前記再生通知処理部が通知先に通知する電子メール機能を有
し、前記記憶部は、さらに、電子メール内容を予め記憶し、前記再生通知処理部は、前記
記憶部に記憶が記憶する電子メールアドレスに、前記記憶部が記憶する電子メール内容を
通知する。
【０００７】
　（３）本発明の一態様は、前記記憶部は、少なくとも一つの電子メールアドレスに対し
て電子メール内容を予め記憶でき、前記再生通知処理部は、前記記憶部が記憶する該発信
元の電子メールアドレスに、前記記憶部が複数記憶する時は電子メール内容を選択して電
子メール内容として通知する。
【０００８】
　（４）本発明の一態様は、前記記憶部は、一つの発信元の識別情報に対して複数の通知
先を記憶でき、前記再生通知処理部は、前記記憶部が記憶する複数の通知先から選択され
た通知先に通知をする。
【０００９】
　（５）本発明の一態様は、前記記憶部は、さらに、着信日時と該着信をした発信元の識
別情報とを記憶し、前記着信日時、前記着信をした発信元の識別情報、及び前記再生通知
処理部の通知の有無を、着信履歴として表示する着信履歴表示処理部を備える。
【００１０】
　（６）本発明の一態様は、前記着信履歴表示処理部は、前記通知の有無を画像で表示す
ることを特徴とする。
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　上記構成によると、複数の通知先に確認通知をすることができるので、家族等のグルー
プで録音メッセージの録音メッセージの確認の有無について情報を共有することができる
。
【００１１】
　（７）本発明の一態様は、前記記憶部は、さらに、前記着信履歴表示処理部が表示した
着信履歴の一覧から１の着信履歴を選択すると、対応する前記音声録音制御部が録音した
発信元からの音声を再生する録音再生処理部を備える。
【００１２】
　（８）本発明の一態様は、前記発信元の識別情報は発信元の電話番号であり、前記録音
再生処理部は、前記音声録音制御部が録音した発信元からの音声を再生中に、該再生が中
止されると、対応する前記記憶部が記憶する発信元の電話番号または電子メールアドレス
先に通知する。
【００１３】
　（９）本発明の一態様は、前記録音再生処理部は、前記音声録音制御部が録音した発信
元からの音声を再生中に、オフフックされると該再生は中止され、対応する前記記憶部が
記憶する発信元の電話番号に発信通知する。
【００１４】
　（１０）本発明の一態様は、音声録音機能を有する通信装置を制御する通信装置制御方
法において、発信元の識別情報を取得する第１の過程と、前記取得した発信元の識別情報
と記憶する発信元の識別情報を照合し、該発信元の識別情報に対応する録音フラグによっ
て発信元からの音声を録音するか否かを判断する第２の過程と、前記判断に従って録音さ
れた発信元からの音声の再生中又は再生後に、該発信元の通知先に通知をする第３の過程
とを有する。
【００１５】
　（１１）本発明の一態様は、音声録音機能を有する通信装置のコンピュータに、予め決
められた発信元の識別情報、音声を録音するか否かを判断する音声録音フラグ、及び発信
元に通知をするための通知先を記憶する手段と、発信元の識別情報を取得する手段と、　
前記取得した発信元の識別情報と記憶する発信元の識別情報を照合し、該発信元の識別情
報に対応する録音フラグに基づき発信元からの音声を録音するか否かを判断する手段と、
　前記判断に従って録音された発信元からの音声の再生中又は再生後に、記憶する該発信
元の通知先に通知をする手段とを実行させる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、予め決めた発信者であれば音声録音をし、該伝言の確認後、簡単に確
認通知をすることができるので、特定の発信者のメッセージを録音し、さらに、特定の発
信者と気軽にコミュニケーションをとることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
（実施形態）
　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、本実施形態における通信装置である携帯電話機１００を具備する通信システム
のシステム構成を示す概略図である。携帯電話機１００と発信元端末２００は、通信をす
る。具体的には携帯電話機１００は、基地局装置１とは無線通信をし、基地局装置１と基
地局装置２は携帯電話網を介して通信をし、基地局装置２と発信元端末とは無線通信をす
る。
　なお、携帯電話網に接続される端末以外に、発信元端末は固定電話端末やＩＰ（Ｉｎｔ
ｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）電話端末あってもよいし、Ｗ－ＬＡＮ（無線ＬＡＮ、ワ
イヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク）や、近接通信により通信回線と接続される
ものであってもよい。
【００１８】
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　次に、図２を参照して携帯電話機１００の外観を説明した後、図３を参照して携帯電話
機１００の構成を説明する。
　図２は、携帯端末の外観図である。本実施形態における携帯電話機の機能をクラムシェ
ルタイプ（折り畳み構造）の携帯電話機に実装した例を説明する。図２（ａ）は、この携
帯電話機を開いた状態で入力操作用のキーが設けられている側を表わし、図２（ｂ）は、
その背面を表わす。
【００１９】
　図２（ａ）の上部のスピーカ１３１、下部のマイク１３２は通話に用いられる。
　図２（ａ）の操作部１５１には、カーソルキー１５１１、決定ボタン１５１２、オンフ
ックボタン１５１３、オフフックボタン１５１４、テンキー１５１５、メールボタン１５
１６が含まれる。これらのキーは、通話先の電話番号入力、電話の発信、電子メール機能
の呼び出し、電子メールの文字入力、メニュー選択、機能選択等に使用される。
　図２（ａ）の主表示部１４１、図２（ｂ）の副表示部１４２は、画像、文字等を表示す
る表示装置である。主表示部１４１は、操作部１５１による操作に応じて電子メール、画
像、メニュー画面、機能設定画面等を表示する。
　副表示部１４２は主表示部１４１の背面に設けられ、主表示部１４１より表示領域が小
さいが、携帯電話機１００を折り畳んだ状態でもユーザが見ることができる位置に設けら
れており、折り畳んだ状態でユーザに情報を通知する表示装置として用いられる。
　　図２（ａ）の副カメラ１７２はテレビ電話機能のためのカメラであり、図２（ｂ）の
主カメラ１７１はデジタルカメラ機能のためのカメラである。図２（ｂ）のフラッシュ１
７１１は、主カメラ１７１を用いて暗い所等で撮像する場合に使用される。
【００２０】
　次に、図３を参照して携帯電話機１００の構成を説明する。図３は、実施形態による携
帯端末の構成を示す概略ブロック図である。
　　携帯電話機１００は、アンテナ１０１、通信部１０２、通信制御部１０３、制御部１
１、汎用メモリ１２、音声処理部１３０、音声出力部１３１、音声入力部１３２、表示処
理部１４０、主表示部１４１、副表示部１４２、操作部１５１、プログラムメモリ１６０
、ワークメモリ１６１、主カメラ１７１、及び副カメラ１７２を備える。
　制御部１１は、発信元情報取得部１１１、音声録音制御部１１２、録音処理部１１３、
着信履歴処理部１１４、時計部１１５、録音再生処理部１１６、再生通知処理部１１７、
及び着信履歴表示処理部１１８を備える。
【００２１】
　通信部１０２は、アンテナ１０１が受信する受信信号をベースバンドの受信信号に変換
して通信制御部１０３に出力する。また、通信部１０２は通信制御部１０３から入力する
送信信号を送信周波数の信号に変換し、アンテナ１０１へ出力して送信する。
　　通信制御部１０３は、通信部１０２から入力した受信信号の復調処理と、制御部１１
から入力した送信信号の変調処理とを行う。これらアンテナ１０１、通信部１０２、及び
通信制御部１０３は、携帯通信網やＷ－ＬＡＮ（無線ＬＡＮ、ワイヤレス・ローカル・エ
リア・ネットワーク）などによる通信を行なう。
【００２２】
　表示処理部１４０は、制御部１１から入力される信号を、画像や文字等を表示する信号
に変換をする。
　主表示部１４１、副表示部１４２は、表示処理部１４０から入力する表示用の信号に基
づいて画像、文字等を表示する液晶ディスプレイである。しかし、これに限定されず、例
えば、有機ＥＬ（エレクトロルミネセンス）ディスプレイあってもよい。
　　音声処理部１３０は、音声入力部１３２（マイク）から入力される音声信号をデジタ
ル信号に変換して制御部１１に出力し、また、制御部１１からデジタルの音声信号を入力
してアナログの音声信号に変換し、音声出力部１３１（スピーカ）に出力して発音させる
。
　　操作部１５１は、図２を参照して説明した通りであり、操作に応じた信号を制御部１
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１に出力する。
　　主カメラ１７１、副カメラ１７２は、光学素子、撮像部、映像信号処理部を備え、被
写体の像をデジタル信号に変換して制御部１１に出力する。
　　なお、以下で説明する実施形態においては、主カメラ１７１と副カメラ１７２とは、
音声と関連づけて通信に使用することもあるが、本発明の説明では、特に使用しない。
【００２３】
　汎用メモリ１２は、Ｆｌａｓｈ　ＲＯＭなどの不揮発性メモリで構成され、アドレス帳
データ１２１、録音データ１２２、着信履歴データ１２３を記憶する。
　図４は、本実施形態におけるアドレス帳データ１２１の一例を示す説明図である。アド
レス帳データ１２１は、名前、ヨミ、電話番号１、電話番号２、電子メールアドレス（ｅ
ｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ｍａｉｌ：Ｅメール）に加え、音声を録音するか否かを判断する音
声録音フラグ、通知先１、通知メール１－１、通知メール１－２、通知先２、通知メール
２－１、及び通知メール２－２のデータを有する。ここで、電話番号１と電話番号２とに
は識別情報である電話番号（第一の識別情報）が記憶される。
　なお、図４において、＊は、任意の１文字であり、－－－は、データがないことを示す
。
　図５は、本実施形態である着信履歴データ１２３の一例を示す説明図である。着信履歴
データ１２３は、少なくとも着信ごとに一意に定まる着信時刻、発信電話番号を有する。
【００２４】
録音データ１２２は、録音制御データと音声データから構成される。
 図６は、録音データ１２２の録音制御データの一例を示す説明図である。録音データ１
２２の録音制御データには、着信時刻、電話番号、音声データのファイル名、再生フラグ
、削除・保存フラグ、通知フラグを有する。再生フラグ、削除・保存フラグ、通知フラグ
の値は、音声データの再生状況、確認通知の通知状況等の状態を表わすものである。
以上、図４～６に示した汎用メモリ１２が有する各データの内容と、制御部１１が有する
機能の詳細は、携帯電話機１００の動作と併せて後述する。
【００２５】
　制御部１１は、Ｐ－ＲＯＭ，Ｆｌａｓｈ　ＲＯＭなどの不揮発性メモリで構成されるプ
ログラムメモリ１６０に記憶されているプログラムと汎用メモリ１２に記憶されている情
報に基づき、通信制御部１０３、表示処理部１４０、音声処理部１３０、操作部１５１等
の各部を制御する。また、制御部１１は、着呼に対し、予め設定された着信モードに基づ
き応答をする。具体的には、携帯電話機の持ち主は、着信モードとして、マナーモードや
着信拒否設定を設定する。例えば、制御部１１は、マナーモードの場合には、音声出力部
１３１から呼出音を出さず、設定された呼出時間が経過するとメッセージを録音する制御
をする。また、制御部１１は、着信拒否設定がされた電話番号から着信があると応答せず
に通信を切断する制御をする。
【００２６】
　発信元情報取得部１１１は、着信に対し、発信元の識別情報である電話番号（第二の識
別情報）を取得し、時計部１１５から現在時刻である着信時刻を取得する。発信元情報取
得部１１１は、取得した電話番号と着信時刻を音声録音制御部１１２と着信履歴処理部１
１４に出力する。
【００２７】
　音声録音制御部１１２は、発信者の電話番号と汎用メモリ１２が記憶するアドレス帳デ
ータ１２１の電話番号とを照合する。音声録音制御部１１２は、前記照合をした発信者の
電話番号と同一のレコードの音声録音フラグを参照し、該音声録音フラグの値に基づき発
信者からの音声を録音する可否を判断する。
　具体的には、音声録音制御部１１２は、音声録音フラグの値が「１」の場合、留守番メ
ッセージの音声データを出力し、発信者からの音声によるメッセージの録音（以下、音声
録音という）を許可し、録音処理部１１３に発信元情報取得部１１１から入力された電話
番号と着信時刻を出力する。音声録音制御部１１２は、音声録音フラグの値が「０」の場
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合、発信者からの音声録音を許可せず、該発信者の音声を録音する処理はしない。
【００２８】
　録音処理部１１３は、音声録音制御部１１２から電話番号と着信時刻が入力されると、
発信者からの音声を録音し、該録音した音声（以下、録音メッセージという）を録音デー
タ１２２として汎用メモリ１２に記憶する。
　着信履歴処理部１１４は、発信元情報取得部１１１から電話番号と着信時刻が入力され
ると、入力された電話番号と着信時刻を着信履歴データ１２３として汎用メモリ１２に記
憶する。
【００２９】
　着信履歴表示処理部１１８は、操作部１５１からの入力に基づき、汎用メモリ１２から
アドレス帳データ１２１、録音データ１２２、及び着信履歴データ１２３を取得する。着
信履歴表示処理部１１８は、着信履歴データ１２３のレコード一覧を表示処理部１４０に
出力する。また、着信履歴表示処理部１１８は、該各レコードに対応する録音データ１２
２の再生フラグ、削除・保存フラグ、及び通知フラグの値に対応した画像データと、アド
レス帳データ１２１の名前等を表示処理部１４０に出力する。着信履歴表示処理部１１８
から表示処理部１４０に出力された前記データは、着信日時、名前、画像を１の履歴とし
た着信履歴画面として、主表示部１４１に表示される（図１１）。
【００３０】
　録音再生処理部１１６は、主表示部１４１に表示された前記着信履歴画面で、１の履歴
が選択されると、該選択された履歴の着信時刻を検索キーとして録音データ１２２を検索
する。録音再生処理部１１６は、該検索の結果、前記着信時刻に対応する録音データ１２
２を取得し、該録音データ１２２の音声データを音声処理部１３０に出力する。録音再生
処理部１１６から音声処理部１３０に出力された音声データは、音声出力部１３１から録
音メッセージとして再生される。
【００３１】
　また、録音再生処理部１１６は、前記録音メッセージの再生中に、操作部１５１から再
生を中止する信号が入力されると、音声データの出力を中止し、該録音メッセージの該音
声データに対応する通知先に「電話で連絡を行う」、「メールで連絡を行う」、または「
連絡を行わない」を、携帯電話の操作者に選択させるメッセージを表示する。「電話で連
絡を行う」が選択されたとき、録音再生処理部１１６は、該録音メッセージの音声データ
に対応する電話番号への発呼データを生成する。録音再生処理部１１６は、発呼データを
通信制御部１０３に出力する。該発呼データは、通信部１０２とアンテナ１０１とを介し
て基地局装置に送信され、携帯電話機網を通して前記電話番号の通信装置に発信される。
「メールで連絡を行う」が選択されたとき、録音再生処理部１１６は、該録音メッセージ
の音声データに対応する電話番号を再生通知処理部１１７に出力する。
　また、録音再生処理部１１６は、前記音声データの出力が完了すると、該録音メッセー
ジの音声データに対応する電話番号を再生通知処理部１１７に出力する。
【００３２】
　再生通知処理部１１７は、録音再生処理部１１６から入力された電話番号を検索キーと
してアドレス帳データ１２１を検索する。再生通知処理部１１７は、該検索の結果、前記
出力が完了した音声データに対応する通知先１、通知メール１－１、通知メール１－２、
通知先２、通知メール２－１、及び通知メール２－２（以下、通知先情報という）を取得
する。再生通知処理部１１７は、該通知先情報を表示処理部１４０に出力し、主表示部１
４１に通知の確認画面を表示する。再生通知処理部１１７は、前記表示した確認画面で選
択された通知先に対し通知を行う（以下、確認通知という）。具体的には、前記表示した
確認画面で通知先１と通知メール１－２が選択された場合、通知先１の電子メールアドレ
スに対し、通知メール１－２の内容を本文とした電子メールを送信する。前記確認画面の
詳細と具体的なデータの値との関係については、携帯電話機１００の動作と併せて後述す
る
【００３３】
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　以下、本実施形態における携帯電話機１００の動作について説明をする。
　図７は、本実施形態におけるアドレス帳データ１２１の音声録音フラグを登録する、つ
まり、発信元の識別情報、録音フラグ、及び通知先を予め決める動作を示すフロー図であ
る。
　制御部１１は、汎用メモリ１２からアドレス帳データ１２１を取得し、表示処理部１４
０に出力する。表示処理部１４０は、制御部１１から入力されたアドレス帳データ１２１
の登録先の一覧である名前の一覧を主表示部１４１に表示する（Ｓ１０１）。
　携帯電話機の操作者は、主表示部１４１に表示された前記名前の一覧を参照し、カーソ
ルキー１５１１を押下することで、音声録音フラグを登録する名前を選択する。携帯電話
機の操作者は、音声フラグを登録する名前を決定し、決定ボタン１５１２を押下する（Ｓ
１０２）。
【００３４】
　操作部１５１から決定ボタン１５１２の押下に基づく信号が入力されると、制御部１１
は、前記選択された名前に対応するアドレス帳データ１２１のレコードを表示処理部１４
０に出力し、主表示部１４１に表示する。例えば、制御部１１は、主表示部１４１に表示
されるアドレス帳データ１２１の音声録音フラグに対応する項目の入力欄に、「音声録音
を行う」又は「音声録音を行わない」の選択肢をプルダウンメニューで表示する（図８）
。携帯電話機の操作者は、音声録音を行うか否かを判断し、前記音声録音フラグの入力値
を選択する（Ｓ１０３）。
　音声録音を行わない場合、携帯電話機の操作者は、カーソルキー１５１１を操作して前
記表示されたプルダウンメニューで「音声録音を行わない」を選択し、決定ボタン１５１
２を押下する。制御部１１は、前記選択した名前に対応するアドレス帳データ１２１の音
声フラグとして、「０」を登録する（Ｓ１０４）。
【００３５】
　音声録音を行う場合、携帯電話機の操作者は、カーソルキー１５１１を操作して前記表
示されたプルダウンメニューで「音声録音を行う」を選択し、決定ボタン１５１２を押下
する。制御部１１は、前記選択した名前に対応するアドレス帳データ１２１の音声フラグ
として、「１」を登録する（Ｓ１０５）。
　続いて、制御部１１は、主表示部１４１に通信先１を入力する画面を表示する。携帯電
話機の操作者は、カーソルキー１５１１とテンキー１５１５を操作して通信先１に通知を
希望する電子メールアドレスを入力し、決定ボタン１５１２を押下する。制御部１１は、
前記選択した名前に対応するアドレス帳データ１２１の通信先１として、前記入力された
電子メールアドレスを登録する（Ｓ１０６）。通知を希望する電子メールアドレスが、既
にアドレス帳に登録されている電子メールアドレスと同じ場合は、電子メールアドレスを
入力せず、決定ボタン１５１２を押下することにより、登録されている電子メールアドレ
スを通知先１に登録してもよい。なお、制御部１１は、既に通知先１に登録がある場合は
、主表示部１４１に通知先１の登録をするか否か選択する画面を表示し、携帯電話機の操
作者が通知先１を登録するか否かを選択してもよい。
【００３６】
　続いて、制御部１１は、主表示部１４１に通知メール１－１を入力して登録するか否か
を選択する画面を表示する。通知メール１－１とは、前記通知先１に通知する電子メール
の本文の内容である。例えば、主表示部１４１は、「登録する」と「登録しない」のボタ
ンを表示する。携帯電話機の操作者は、通知メール１－１を登録するか否かを判断し、「
登録する」又は「登録しない」のボタンを選択する（Ｓ１０７）。
【００３７】
　通知メール１－１を入力して登録を行わない場合、携帯電話機の操作者は、カーソルキ
ー１５１１を操作して前記表示された「登録しない」ボタンを選択し、決定ボタン１５１
２を押下する。制御部１１は、前記選択した名前に対応するアドレス帳データ１２１の通
知メール１－１として、定型文である「録音メッセージ確認しました。」を登録する（Ｓ
１０８）。
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【００３８】
　通知メール１－１の登録を行う場合、携帯電話機の操作者は、カーソルキー１５１１を
操作して前記表示された「登録する」ボタンを選択し、決定ボタン１５１２を押下する。
制御部１１は、主表示部１４１に通知メール１を入力する画面を表示する。携帯電話機の
操作者は、カーソルキー１５１１とテンキー１５１５を操作して通知メール１にメール本
文の内容を入力し、決定ボタン１５１２を押下する。制御部１１は、前記選択した名前に
対応するアドレス帳データ１２１の通知メール１－１として、前記操作者が入力した内容
を登録する（Ｓ１０９）。なお、通知メールは、メール本文だけでなく、メールの件名ま
たは、メールの件名と本文を登録してもよい。
　制御部１１は、通知メール１－１の登録と同様にして、通知メール１－２の登録をして
もよい。
【００３９】
　続いて、制御部１１は、主表示部１４１に別の通知先を登録するか否かを選択する画面
を表示する。例えば、主表示部１４１は、「登録する」と「登録しない」のボタンを表示
する。携帯電話機の操作者は、別の通知先を登録するか否かを判断し、「登録する」又は
「登録しない」のボタンを選択する（Ｓ１１０）。
【００４０】
　別の通知メールの登録を行わない場合、制御部１１は、通知先登録処理を終了する（Ｓ
１１１）。
　別の通知メールの登録を行う場合、制御部１１は、主表示部１４１に通信先２を入力す
る画面を表示し（Ｓ１０６）する。そして、制御部１１は、通知先１、通知メール１－１
、及び通知メール１－２の前記登録方法と同様にして、通知先２、通知メール２－１、通
知メール２－２を登録する。
【００４１】
　具体的に、図４中の名前が田中さんのデータの登録方法について説明をする。携帯電話
機の操作者は、主表示部１４１に表示された名前の一覧から、田中さんを選択する。携帯
電話機の操作者は、「音声録音を行う」を選択し、通知先１に「ｒ－ｔａｎａｋａ＠ｅｆ
ｇ＊＊．ｃｏ．ｊｐ」を入力し、通知メール１－１を登録しないと選択する。
　これにより、制御部１１は、アドレス帳１２１の名前が田中さんのレコードに対し、音
声録音フラグに「１」、通知先１に「ｒ－ｔａｎａｋａ＠ｅｆｇ＊＊．ｃｏ．ｊｐ」、通
知メール１－１に「録音メッセージ確認しました。」を登録する。
【００４２】
　続いて、携帯電話機の操作者は、別の通知先を「登録する」を選択する。次に携帯電話
機の操作者は、通知先２「ｓａｔｏｕ＠ｅｆｇ＊＊．ｃｏ．ｊｐ」を入力し、通知メール
２－１を「登録する」を選択し、通知メール２－１に「子供会の連絡、確認しました。」
を入力する。さらに、次に携帯電話機の操作者は、通知メール２－２を「登録する」を選
択し、通知メール２－２に「町内会の連絡、確認しました。」を入力する。
　これにより、制御部１１は、アドレス帳１２１の名前が田中さんのレコードに対し、通
知先２に「ｓａｔｏｕ＠ｅｆｇ＊＊．ｃｏ．ｊｐ」、通知メール２－１に「子供会の連絡
、確認しました。」、通知メール２－２に「町内会の連絡、確認しました。」を登録する
。
【００４３】
　本実施形態における音声録音フラグ登録画面の説明をする。図８は、本実施形態におけ
る音声録音フラグを登録する画面を示す説明図である。
　図８は、制御部１１が、主表示部１４１に表示されるアドレス帳データ１２１の音声録
音フラグに対応する項目（音声録音）の入力欄に、「音声録音を行う」又は「音声録音を
行わない」の選択肢をプルダウンメニューで表示していることを示す。
【００４４】
　次に、本実施形態における発信者からの音声録音をする動作について説明をする。図９
は、本実施形態における発信者からの音声録音をする動作を示すフロー図である。
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　まず、携帯電話機１００は、着呼待ち状態であり、着呼があったか否かを判断する（Ｓ
２０１）。携帯電話機１００に着呼があると、発信元情報取得部１１１は、アンテナ１０
１、通信部１０２、通信制御部１０３を介し入力された通信データから、発信元の識別情
報を取得する。本実施形態では、発信元情報取得部１１１は、発信元の電話番号を取得す
る（Ｓ２０２）。発信元情報取得部１１１は、さらに時計部１１５より現在時刻である着
信時刻を取得し、前記取得した電話番号と着信時刻を音声録音制御部１１２と着信履歴処
理部１１４とに出力する。
　着信履歴処理部１１４は、発信元情報取得部１１１から入力された前記電話番号と前記
着信時刻を着信履歴データ１２３として汎用メモリ１２に記憶する（Ｓ２０３）。
【００４５】
　音声録音制御部１１２は、発信元情報取得部１１１から入力された電話番号を検索キー
としてアドレス帳データ１２１の電話番号を検索し、照合する。音声録音制御部１１２は
、発信元情報取得部１１１から入力された電話番号と一致するレコードについて音声録音
フラグを参照する（Ｓ２０４）。音声録音制御部１１２は、該取得した音声録音フラグが
「音声録音を行う」を意味する「１」であるか否かを判断する（Ｓ２０５）。
【００４６】
　音声録音フラグが「１」の場合、音声録音制御部１１２は、録音処理部１１３に発信元
情報取得部１１１から入力された電話番号と着信時刻を出力する。また、制御部１１は、
通信制御部１０３に対し、携帯回線網の接続応答を行い留守番メッセージの音声データを
出力する。携帯回線網の接続応答を行うことにより、通信制御部１０３、通信部１０２、
アンテナ１０１を介し基地局装置を経由し、携帯電話機１００と発信元端末は通話状態を
開始する（Ｓ２０６）。
 なお、留守番メッセージは、入力された電話番号に電話帳で個々に関連づけられた留守
番メッセージであってもよい。また、留守番メッセージは、時間帯や曜日に応じて変更し
てもよい。
【００４７】
　基地局装置を介して前記留守番メッセージを受信した発信元の電話は、前記留守番メッ
セージをスピーカから出力する。前記発信元の電話を操作する発信者は、留守番メッセー
ジを聞き、録音メッセージを発声する。該録音メッセージは、音声データに変換され、基
地局装置を介し、携帯電話機１００に送信される。携帯電話機１００の録音処理部１１３
は、前記録音メッセージの音声データを汎用メモリ１２に記憶する（Ｓ２０７）。
【００４８】
　録音処理部１１３は、予め設定可能な所定の時間経過後または、発信元からの録音終了
を知らせる特定音により録音終了を知らせる音声データを前記発信元向けに出力し、その
後、切断要求を出力することで、前記発信元との通話状態を終了する（Ｓ２０８）。該通
話状態の終了後、録音処理部１１３は、前記汎用メモリ１２に記憶している録音メッセー
ジの音声データを音声ファイルとする。そして、録音処理部１１３は、前記音声ファイル
と、該音声ファイルのファイル名、及び音声録音制御部１１２から入力された電話番号と
着信時刻を録音データ１２２のレコードとして、汎用メモリ１２に記憶する（Ｓ２０９）
。このとき、録音処理部１１３は、該レコードの他のデータ項目である再生フラグ、削除
・保存フラグ、通知フラグについては、値を「０」とする。
【００４９】
　一方、音声録音フラグが「０」の場合、制御部１１は、携帯電話機１００の持ち主に着
信を知らせ、着信に応答する信号が操作部１５１から入力されたか否かを判断する。（Ｓ
２１１）。例えば、音声処理部１３０と音声出力部１３１とを介し、着信音を出力する。
　携帯電話機の操作者がオフフックボタン１５１４を押下するなど、着信に応答する信号
が入力された場合、制御部１１は、携帯回線網の接続応答を行い、発信元と通話状態を開
始する（Ｓ２１２）。携帯電話機の操作者と発信者は、携帯電話機１００と発信元装置を
介して、会話をする（Ｓ２１３）。会話が終了すると、オンフックボタン１５１３を押下
する。制御部１１は、切断要求を出力し、通話状態は終了する（Ｓ２１４）。
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【００５０】
　着信に応答する信号がない場合、制御部１１は、回線を切断するか否かを判断する（Ｓ
２２１）。例えば、制御部１１は、汎用メモリ１２に所定の時間を記憶しておき、着呼か
ら該所定の時間が経過したか否かを判断する。そして、制御部１１は、着呼から所定の時
間が経過していれば、切断要求を出力し、着信応答待ち状態を終了する（Ｓ２２２）。
【００５１】
　次に、本実施形態における録音メッセージの再生動作について説明をする。図１０は、
本実施形態における録音メッセージを再生する動作を示すフロー図である。
　携帯電話機の操作者は、操作部１５１の操作により、着信履歴の表示を選択する（Ｓ３
０１）。該着信履歴の表示要求は、操作部１５１から制御部１１に入力される。
【００５２】
　制御部１１の着信履歴表示処理部１１８は、操作部１５１から入力された前記表示要求
に基づき、汎用メモリ１２からアドレス帳データ１２１と着信履歴データ１２３とを取得
する。着信履歴表示処理部１１８は、前記取得した着信履歴データ１２３の着信時刻が１
番新しいレコードを選択し、着信時刻、及び発信電話番号を特定する。また、着信履歴表
示処理部１１８は、該特定した発信電話番号に対応する名前と音声録音フラグとをアドレ
ス帳データ１２１から特定する。そして、着信履歴表示処理部１１８は、前記特定した着
信時刻、及び名前を表示処理部１４０に出力する。アドレス帳データ１２１に該当する発
信電話番号が登録されていない場合は、名前の代わりに電話番号を表示処理部１４０に出
力する。表示処理部１４０は、着信履歴表示処理部１１８から入力された着信時刻、名前
、または電話番号を主表示部１４１に表示する（Ｓ３０２）。
【００５３】
　着信履歴表示処理部１１８は、さらに、該特定した音声録音フラグが「１」であるか否
かを判断する（Ｓ３０３）。
　着信履歴表示処理部１１８は、前記特定した音声録音フラグが「１」である場合、前記
特定した着信時刻について録音データ１２２を検索する。着信履歴表示処理部１１８は、
該検索の結果、前記特定した着信時刻に対応するレコードが存在する場合は、音声録音の
状態を示す画像（以下、音声録音アイコンという）データを表示処理部１４０に出力する
。表示処理部１４０は、着信履歴表示処理部１１８から入力された音声録音アイコンを主
表示部１４１に表示する（Ｓ３０４）。該音声アイコンについての詳細は、後述する。
【００５４】
　着信履歴表示処理部１１８は、以上で着信履歴の１レコード分、つまり、１の履歴の表
示処理を終了する。このとき、着信履歴表示処理部１１８は、前記表示処理をしたレコー
ドの数を１つ加え、予め決められたレコード数に達したか否か、つまり、主表示部１４１
に表示することができる最終行か否かを判断する（Ｓ３０５）。
　着信履歴表示処理部１１８は、表示処理をしたレコード数が予め決められたレコード数
に達していない場合、前記取得した着信履歴データ１２３の次に新しいレコードがあるか
否かを判断する（Ｓ３０６）。
　着信履歴表示処理部１１８は、次に新しいレコードが存在する場合は、前記着信時刻、
発信電話番号、及び音声録音アイコンの表示処理を繰り返す。
　着信履歴表示処理部１１８は、表示処理をしたレコード数が予め決められたレコード数
に達した場合は、前記表示処理を終了する。
【００５５】
　携帯電話機の操作者は、カーソルキー１５１１を操作して前記表示された履歴の一覧か
ら１の履歴にカーソルを合わせて選択し、決定ボタン１５１２を押下する。操作部１５１
は、該決定ボタン１５１２が押下された信号を制御部１１に出力する。
　制御部１１の録音再生処理部１１６は、操作部１５１から入力された信号に基づき前記
選択された履歴の着信時刻を特定する。録音再生処理部１１６は、該着信時刻に対応する
音声ファイル名を特定する。録音再生処理部１１６は、該特定した音声ファイル名の音声
ファイルを音声処理部１３０に出力する。音声処理部１３０は、該入力された音声ファイ
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ルの音声データを音声信号に復調し、音声出力部１３１を介して、録音メッセージを再生
する（Ｓ３０８）。このとき、制御部１１は、汎用メモリ１２の録音データ１２２中の該
再生をしている音声ファイルに対応するレコードについて、再生フラグを録音メッセージ
を再生したことを表わす「１」に更新する。
【００５６】
　携帯電話機の操作者は、携帯電話機１００が前記録音メッセージを再生中に該録音メッ
セージを停止する場合は、決定ボタン１５１２を押下する。
　録音再生処理部１１６は、録音メッセージ再生中に決定ボタン１５１２の押下があった
か否かを判断する（Ｓ３０９）。
【００５７】
　録音メッセージ再生中に決定ボタン１５１２の押下があった場合、操作部１５１は該決
定ボタン１５１２の押下に基づく信号を制御部１１に出力する。制御部１１の録音再生処
理部１１６は、操作部１５１から前記信号が入力されると、音声データの出力を中止し、
該音声データに対応する電話番号を特定する。
　録音再生処理部１１６は、該音声データに対応する通知先に「電話で連絡を行う」、「
メールで連絡を行う」、または「連絡を行わない」を、携帯電話の操作者に選択させるメ
ッセージを、表示処理部１４０を介して主表示部１４１に表示する。
　携帯電話機の操作者は、カーソルキー１５１１を操作して、主表示部１４１に表示され
た「電話で連絡を行う」、「メールで連絡を行う」、または「連絡を行わない」を選択す
る。そして、携帯電話機の操作者は、「決定」ボタンを選択し、決定ボタン１５１２を押
下する。
【００５８】
　次に、録音再生処理部１１６は、「メールで連絡を行う」が選択されたか否かを判断す
る（Ｓ３２０）。Ｓ３２０の判断で「メールで連絡を行う」が選択されたと判断した場合
、録音再生処理部１１６は、再生通知処理部１１７に特定した電話番号を出力し、Ｓ３１
１の処理をする。一方、Ｓ３２０の判断で「メールで連絡を行う」が選択されなかったと
判断した場合、録音再生処理部１１６は、Ｓ３２１の判断をする。
　次に、録音再生処理部１１６は、「電話で連絡を行う」が選択されたか否かを判断する
（Ｓ３２１）
【００５９】
　Ｓ３２１の判断で、「電話で連絡を行う」が選択されたと判断した場合、録音再生処理
部１１６は、前記特定した電話番号への発呼データを生成する。録音再生処理部１１６は
、発呼データを通信制御部１０３に出力する。該発呼データは、通信部１０２とアンテナ
１０１とを介して基地局装置に送信され、携帯電話機網を通して前記電話番号の通信装置
に発信される（Ｓ３２２）。
　このとき、制御部１１は、汎用メモリ１２の録音データ１２２に対し、該再生を停止し
た音声ファイルに対応するレコードについて、通知フラグを、電話で通知したことを表わ
す「２」に更新する。
　一方、Ｓ３２１の判断で、「電話で連絡を行う」が選択されなかったと判断した場合、
録音再生処理部１１６は、Ｓ３１４の処理をする。
　Ｓ３０９の判断で、録音メッセージ再生中にオフフックキー１５１４が押下されたとき
、音声データの出力を中止し、該音声データに対応する電話番号を特定し、Ｓ３２２へ進
み前記特定した電話番号への発呼を行ってもよい。
　また、Ｓ３０９の判断で、録音メッセージ再生中にメールキー１５１６が押下されたと
き、音声データの出力を中止し、該音声データに対応する電話番号を特定し、Ｓ３１１へ
進み前記特定した電話番号に関連づけられた通知先へのメール通知を行ってもよい。
【００６０】
　一方、録音メッセージ再生中に決定ボタン１５１２の押下がない場合、録音再生処理部
１１６は、録音メッセージの再生が終了したか否かを判断する（Ｓ３１０）。
　録音再生処理部１１６は、録音メッセージの再生が終了した場合、再生通知処理部１１
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７に該録音メッセージに対応する電話番号と着信時刻を出力する。
【００６１】
　再生通知処理部１１７は、録音再生処理部１１６から入力された電話番号を検索キーと
して汎用メモリ１２のアドレス帳データ１２１を検索する。再生通知処理部１１７は、該
検索の結果、録音再生処理部１１６から入力された電話番号に対応するレコードについて
、通知先１、通知メール１－１、通知メール１－２、通知先２、通知メール２－１、通知
メール２－２を特定する。
　再生通知処理部１１７は、まず、該特定した通知先１と通知先２とを表示処理部１４０
に出力する。表示処理部１４０は、通知先１と通知先２とを表示し、それぞれの通知先に
対応する「通知する」と「通知しない」を選択するラジオボタンを表示し、また、「決定
」ボタンを表示する。
　携帯電話機の操作者は、カーソルキー１５１１を操作して前記表示された「通知する」
又は「通知しない」を選択する。そして、携帯電話機の操作者は、「決定」ボタンを選択
し、決定ボタン１５１２を押下する（Ｓ３１１）。
【００６２】
　決定ボタン１５１２が押下されると、再生通知処理部１１７は、「通知する」が選択さ
れた通知先に対応する通知メールの内容を表示処理部１４０に表示する。複数の通知メー
ルが登録されている場合、携帯電話機の操作者は、表示された通知メールを選択し、決定
ボタン１５１２を押下する（Ｓ３１２）。
　具体的には、図４中の名前が「田中さん」のレコードについて、通知先２の「satou@ef
g**.co.jp」について「通知する」が選択された場合、再生通知処理部１１７は、通知メ
ール２－１である「子供会の連絡、確認しました。」と通知メール２－２である「町内会
の連絡、確認しました。」とをプルダウンメニューで表示する。携帯電話機の操作者は、
カーソルキー１５１１を操作して前記表示された「子供会の連絡、確認しました。」又は
「町内会の連絡、確認しました。」を選択し、決定ボタン１５１２を押下する。
　なお、再生通知処理部１１７は、通知メール２－１又は通知メール２－２を選択する際
、あわせて入力欄を表示し、該入力欄に入力された内容を追加または変更してメールの本
文としてもよい。通知メールが登録されていないときは、入力欄のみを表示し、該入力欄
に入力された内容をメールの本文としてもよい。また、通知メール及び入力欄に入力する
内容は、メールの本文にかぎらず、メールの件名またはメールの件名と本文であってもよ
い。
【００６３】
　再生通知処理部１１７は、前記「通知する」が選択された通知先に対し、選択された通
知メールの内容を本文としてメールデータを生成し、通信制御部１０３に出力する。通信
制御部１０３に入力されたメールデータは、通信部１０２、アンテナ１０１を介して、基
地局装置に送信され、該基地局装置から携帯電話機網を通じて通知先に通知される（Ｓ３
１３）。
　このとき、制御部１１は、前記再生通知処理部１１７が通知を行った着信時刻を特定す
る。そして、制御部１１は、汎用メモリ１２の録音データ１２２中の該特定した着信時刻
に対応するレコードについて、通知フラグを、メールで通知したことを表わす「１」に更
新する。
【００６４】
　前記再生通知処理部１１７が前記通知処理を完了すると、録音再生処理部１１６は、表
示処理部１４０を介し、主表示部１４１に録音メッセージを「削除する」ボタンと「保存
する」ボタンとを表示する。携帯電話機の操作者は、録音メッセージを削除するか否かを
判断する（Ｓ３１４）。
【００６５】
　携帯電話機の操作者は、録音メッセージを削除する場合、カーソルキー１５１１を操作
して前記表示された「削除する」を選択し、決定ボタン１５１２を押下する。録音再生処
理部１１６は、該決定ボタン１５１２の押下に基づき、再生をした録音メッセージの音声
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ファイルを削除する（Ｓ３１５）。
　このとき、制御部１１は、前記前記再生通知処理部１１７が削除する録音メッセージの
着信時刻を特定する。そして、制御部１１は、汎用メモリ１２の録音データ１２２中の該
特定した着信時刻に対応するレコードについて、削除・保存フラグを、録音メッセージを
削除したことを表わす「１」に更新をする。
【００６６】
　一方、携帯電話機の操作者は、録音メッセージを保存する場合、カーソルキー１５１１
を操作して前記表示された「保存する」を選択し、決定ボタン１５１２を押下する。
　このとき、制御部１１は、前記前記再生通知処理部１１７が保存する録音メッセージの
着信時刻を特定する。そして、制御部１１は、汎用メモリ１２の録音データ１２２中の該
特定した着信時刻に対応するレコードについて、削除・保存フラグを、録音メッセージを
削除したことを表わす「２」に更新をする（Ｓ３１６）。
【００６７】
　以下、本実施形態における着信履歴画面の説明をする。図１１は、本実施形態における
着信履歴の表示をした画面を示す説明図である。
　着信履歴表示処理部１１８は、汎用メモリ１２から図４のアドレス帳データ１２１、図
６の録音データ１２２、及び図５の着信履歴データ１２３を取得し、主表示部１４１に図
１１のような表示をする。
【００６８】
　ここで、画像２１～２４は録音メッセージの再生状態を表わす。
　具体的には、画像２１は、再生フラグが「０」かつ、削除・保存フラグが「０」の場合
に表示する画像であり、録音メッセージを再生していないことを表わしている。画像２２
は、再生フラグが「１」かつ、削除・保存フラグが「０」の場合に表示する画像であり、
録音メッセージを再生したことを表わしている。画像２３は、再生フラグが「１」かつ、
削除・保存フラグが「１」の場合に表示する画像であり、録音メッセージを再生し、録音
メッセージを削除したことを表わしている。画像２４は、再生フラグが「１」かつ、削除
・保存フラグが「２」の場合に表示する画像であり、録音メッセージを再生し、録音メッ
セージを保存したことを表わしている。
【００６９】
　また、画像２５、２６は、前記確認通知の状態を表わす。
　具体的には、画像２５は、通知フラグが「１」の場合に表示する画像であり、メールで
確認通知をしたことを表わしている。画像２６は、通知フラグが「２」の場合に表示する
画像であり、録音メッセージを再生開始後、電話をしたことを表わしている。
【００７０】
　このように、本実施形態によれば、発信元の電話番号を特定し、該特定をした電話番号
に対応する音声録音フラグに基づいて、予め決めた発信者からの音声のみを録音すること
ができる。これにより、商品販売目的や迷惑電話など、音声録音をさせたくない発信者に
ついては、音声録音されることはなく、携帯電話の持ち主は、録音メッセージの確認や消
去作業に時間がかかることはない。そして、携帯電話機は、前記録音をさせたくない発信
者のメッセージを記憶しないので、メッセージの記憶容量が増大しない。　
　また、本実施形態によれば、録音メッセージを再生したら、予め決めた発信者のみに電
子メールによる確認通知を送信する。これにより、不特定の第三者に電子メールアドレス
を知られることはない。
【００７１】
　さらに、本実施形態は、予め決めた発信者であれば音声録音をし、該伝言の確認後、簡
単に確認通知をすることができる。携帯電話の持ち主は、特定の発信者に予め音声録音を
することを伝えておくと、該発信者は、時間のかかる通話を要することなく、録音メッセ
ージを残せることが分かるので、気軽に発信をすることができる。また、回答が必要ない
録音メッセージについては、該録音メッセージを確認したか否かを発信者等に伝えればよ
く、携帯電話の持ち主は前記確認通知により、時間のかかる通話を要することなく、簡単
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に録音メッセージの確認の有無を発信者等に知らせることができる。これにより、本発明
は、発信者と携帯電話の持ち主は、時間のかかる通話を要さない簡易な伝言により、利便
性の高いコミュニケーションをすることができる。
　また、本実施形態では、発信者と携帯電話の持ち主は、決定ボタンとカーソルキーを数
回押下することで、録音メッセージを残し、該録音メッセージに対する返答をすることが
できる。これにより、携帯電話機の操作が不得手な者であっても、入力操作を少なくする
ことができ、気軽にコミュニケーションをとることができる。
【００７２】
　また、本実施形態は、回答が必要な伝言については、録音メッセージの再生中に決定ボ
タンを押下することにより、発信元への発呼をすることができる。これにより、携帯電話
の持ち主は、伝言への回答が必要か否かを判断し、回答が必要な場合は、該発信元の電話
番号を入力することなく、簡易な操作で発信者に電話を発信することができる。
　また、本実施形態は、予め通知先を登録し、選択した該通知先に録音メッセージの確認
通知をすることができる。これにより、発信者以外の者にも録音メッセージの確認の有無
を伝えることができる。また、複数の通知先に確認通知をすることができるので、家族等
のグループで録音メッセージの録音メッセージの確認の有無について情報を共有すること
ができる。
【００７３】
　前記実施形態において、携帯電話機の操作者が通知を選択する際、複数の通知先、複数
の通知メールから選択をしているが、本実施形態はこれに限られず、１つの通知先、１つ
の通知メールであっても、複数の通知先、１つの通知メールであっても、また、通知を選
択できなくてもよい。
【００７４】
　また、前記実施形態において、音声録音制御部１１２は、着信モードごとに音声録音を
するか否かを判断してもよい。例えば、通常は「音声録音をしない」としている電話番号
であっても、前記マナーモードの場合は、「音声録音をする」とする。この場合、制御部
１１は、アドレス帳データ１２１の登録の際に着信モードの識別情報を記憶する。そして
、音声録音制御部１１２は、着信の際に着信モードの設定を特定し、該識別情報と照合す
ることで、着信モードごとに音声録音をするか否かを判断する。
　さらに、音声録音制御部１１２は、スケジュール管理機能と連動し、会議の有無や休日
か否かを判断し、音声録音をするか否かを判断してもよい。
【００７５】
　また、前記実施形態において、通信装置を携帯電話としているが、他の携帯型端末でも
よい。さらに、通信装置は、固定電話やＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）電
話等でもよい。この場合、通信部１０２、通信制御部１０３は、各プロトコルに適用した
通信データを生成し、アンテナ１０１は、公衆交換電話網やインターネットと接続するイ
ンターフェイスとなる。
【００７６】
　なお、上述した実施形態における携帯電話機の一部、例えば、制御部１１の機能をコン
ピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログ
ラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプロ
グラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。な
お、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含む
ものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディス
ク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵
されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な
記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプロ
グラムを送信する場合の通信線のように、短時刻の間、動的にプログラムを保持するもの
、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのよ
うに、一定時刻プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、
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ュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであ
っても良い。
【００７７】
　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。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の実施形態に係るシステム構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係る携帯電話機の外観図である。
【図３】本発明の実施形態に係る携帯電話機のブロック図である。
【図４】本発明の実施形態に係るアドレス帳データの説明図である。
【図５】本発明の実施形態に係る録音データの説明図である。
【図６】本発明の実施形態に係る着信履歴データの説明図である。
【図７】本発明の実施形態に係る音声録音フラグ登録の動作を示すフロー図である。
【図８】本発明の実施形態に係る音声録音フラグ登録画面の説明図である。
【図９】本発明の実施形態に係る音声録音の動作を示すフロー図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る音声再生の動作を示すフロー図である。
【図１１】本発明の実施形態に係る着信履歴画面の説明図である。
【符号の説明】
【００７９】
　１００・・・携帯電話機、１０１・・・アンテナ、１０２・・・通信部、１０３・・・
通信制御部、１１・・・制御部、１１１・・・発信元情報取得部、１１２・・・音声録音
制御部、１１３・・・録音処理部、１１４・・・着信履歴処理部、１１５・・・時計部、
１１６・・・録音再生処理部、１１７・・・再生通知処理部、１１８・・・着信履歴表示
処理部、１２・・・汎用メモリ、１２１・・・アドレス帳データ、１２２・・・録音デー
タ１２２・・・着信履歴データ、１３０・・・音声処理部、１３１・・・音声出力部、１
３２・・・音声入力部、１４０・・・表示処理部、１４１・・・主表示部、１４２・・・
副表示部、１５１・・・操作部、１６０・・・プログラムメモリ、１６１・・・ワークメ
モリ、１７１・・・主カメラ、１７２・・・副カメラ
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