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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１識別情報による発着信と第２識別情報による発着信とが可能な移動体端末装置であ
って、
　前記第１識別情報を使用して発着信する第１モード、前記第２識別情報を使用して発着
信する第２モード及び前記第１識別情報と前記第２識別情報との間の使い分けが可能な共
通モードのうちいずれかのモードを変更するモード変更手段と、
　前記第１モードにおいて前記第１識別情報に着信があったときと、前記第２モードにお
いて前記第１識別情報に着信があったときとは、表示手段の表示態様が異なるように制御
する制御手段とを具備することを特徴とする移動体端末装置。
【請求項２】
　前記第１識別情報用の第１アドレス帳と、前記第２識別情報用の第２アドレス帳とを更
に具備し、
　前記制御手段は、前記第１モードにおいて前記第１識別情報に着信があったとき、前記
第１アドレス帳に関する情報を前記表示手段に表示させるように制御し、前記第２モード
において前記第１識別情報に着信があったとき、前記第１アドレス帳に関する情報を前記
表示手段に表示させないように或いは前記第１アドレス帳に関する情報を最小限情報に制
限して前記表示手段に表示させるように制御することを特徴とする請求項１に記載の移動
体端末装置。
【請求項３】
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　前記制御手段は、前記第１モードではなく前記第２モードにおいて前記第１識別情報に
着信があったことが識別できるように、前記最小限情報を表示させるように制御すること
を特徴とする請求項２に記載の移動体端末装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記第１モードで前記第１識別情報に着信があったときとは、前記最
小限情報の表示色を変更することを特徴とする請求項３に記載の移動体端末装置。
【請求項５】
　前記最小限情報は、前記第１識別情報に対する発信側の電話番号であることを特徴とす
る請求項２乃至４のいずれかに記載の移動体端末装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記第１モードにおいて前記第１識別情報に着信があったとき、不在
表示を前記表示手段に行うように制御し、前記第２モードにおいて前記第１識別情報に着
信があったとき、前記不在表示を前記表示手段に行わないように制御することを特徴とす
る請求項１に記載の移動体端末装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記第１モードにおいて前記第１識別情報に着信があったとき、前記
第１モード用の着信履歴として該着信を前記表示手段に表示させるように制御し、前記第
２モードにおいて前記第１識別情報に着信があったとき、前記第２モード用の着信履歴と
して該着信を前記表示手段に表示させないように制御することを特徴とする請求項１に記
載の移動体端末装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記第１モードにおいて前記第１識別情報に留守番電話があったとき
、前記第１識別情報宛ての留守電件数通知を前記表示手段に表示させるように制御し、前
記第２モードにおいて前記第１識別情報に留守番電話があったとき、前記第１識別情報宛
ての留守電件数通知を表示せずに、前記第２識別情報宛ての留守電件数通知を前記表示手
段に表示させないように制御することを特徴とする請求項１に記載の移動体端末装置。
【請求項９】
　第１識別情報による発着信と第２識別情報による発着信とが可能な移動体端末装置であ
って、
　前記第１識別情報又は前記第２識別情報の着信に対して電源ＯＦＦモードを設定するよ
うに、移動通信網を介して移動通信センターに要求する電源制御手段を具備し、
　前記電源ＯＦＦモードでは、該電源ＯＦＦモードが設定された識別情報に発信する移動
体端末装置に対して、該識別情報で識別される移動体端末装置の電源がＯＦＦであるか圏
外である旨が通知されることを特徴とする移動体端末装置。
【請求項１０】
　前記第１識別情報を使用する第１モード、前記第２識別情報を使用する第２モード及び
前記第１識別情報と前記第２識別情報との間の使い分けが可能な共通モードのうちいずれ
かのモードを変更するモード変更手段を更に具備し、
　前記電源制御手段は、前記第２モードにおける前記第１識別情報の着信に対して前記電
源ＯＦＦモードを設定するように、前記移動通信センターに要求することを特徴とする請
求項９に記載の移動体端末装置。
【請求項１１】
　第１識別情報による発着信と第２識別情報による発着信とが可能な移動体端末装置であ
って、
　前記第１識別情報を使用する第１モード、前記第２識別情報を使用する第２モード及び
前記第１識別情報と前記第２識別情報との間の使い分けが可能な共通モードのうちいずれ
かのモードを変更するモード変更手段と、
　前記第１モード用の待ち受け画面と、前記第２モード用の待ち受け画面と、前記共通モ
ード用の待ち受け画面とを設定する設定手段と、
　前記モード変更手段による前記モードの変更に応じて、変更後のモード用に設定された
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待ち受け画面を表示手段に表示させるように制御する制御手段と、を具備することを特徴
とする移動体端末装置。
【請求項１２】
　前記第１モードにおいて前記第１識別情報による発信を行い、前記第２モードにおいて
前記第２識別情報による発信を行い、前記共通モードにおいて前記第１識別情報又は前記
第２識別情報のいずれかによる発信を行う発信時制御手段と、を更に具備することを特徴
とする請求項１乃至１１のいずれか記載の移動体端末装置。
【請求項１３】
　前記発信時制御手段は、前記共通モードにおいてアドレス帳から発信する際には、前記
アドレス帳の種別に対応する識別情報による発信を行うことを特徴とする請求項１２に記
載の移動体端末装置。
【請求項１４】
　前記発信時制御手段は、前記共通モードにおいて発着信履歴から発信する際には、前記
発着信履歴の内容に対応する識別情報による発信を行うことを特徴とする請求項１２に記
載の移動体端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は移動体端末装置に関し、特に、２つの電話番号を有する移動体端末装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、携帯電話などの移動体端末装置においては、高機能化、多機能化が図られて
おり、複数の端末識別情報を有して、これらの端末識別情報を使い分けることが行われて
いる。例えば、特許文献１には、複数の端末識別情報を備え、端末識別情報に合わせた最
適な設定を行うことができる通信端末装置が開示されている。
【特許文献１】特開２００６－１４３５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　携帯電話などの移動体端末装置のユーザの多くは、１台の移動体端末装置を仕事とプラ
イベートとで共用している。このようなユーザにおいては、仕事とプライベートとで電話
番号を使い分けたいという要望がある。また、プライベートでの用途の他に、イベントの
連絡用番号やサークルの代表番号など一時的な用途で使用することも考えられ、このよう
な場合に一時的な用途専用の番号を別に設定したいという要望もある。
【０００４】
　上記従来技術においては、例えば、外線番号と内線番号とを区別して設定することを想
定しており、仕事とプライベートとの間の使い分けや、通常用途と一時的な用途との間の
使い分けを想定していない。したがって、このような使い分けに適した機能を有する移動
体端末装置は存在していないのが現状である。
【０００５】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、仕事とプライベートとの間の使い分け
や、通常用途と一時的な用途との間の使い分けなどに適した機能を有する移動体端末装置
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の移動体端末装置は、第１識別情報による発着信と第２識別情報による発着信と
が可能な移動体端末装置であって、前記第１識別情報を使用して発着信する第１モード、
前記第２識別情報を使用して発着信する第２モード及び前記第１識別情報と前記第２識別
情報との間の使い分けが可能な共通モードのうちいずれかのモードを変更するモード変更
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手段と、前記第１モードにおいて前記第１識別情報に着信があったときと、前記第２モー
ドにおいて前記第１識別情報に着信があったときとは、表示手段の表示態様が異なるよう
に制御する制御手段とを具備することを特徴とする。
【０００７】
　この構成によれば、２つの識別情報、例えば通常モード用の通常電話番号及び付加モー
ド用の付加電話番号を有するので、仕事とプライベートとの間の使い分けや、通常用途と
一時的な用途との間の使い分けなどに適した機能を発揮することができる。また、両方の
識別情報を使用できる共通モードも有するので、使い分けが必要のない場合においても適
用することができる。
【０００８】
　本発明の移動体端末装置においては、前記第１識別情報用の第１アドレス帳と、前記第
２識別情報用の第２アドレス帳とを更に具備し、前記制御手段は、前記第１モードにおい
て前記第１識別情報に着信があったとき、前記第１アドレス帳に関する情報を前記表示手
段に表示させるように制御し、前記第２モードにおいて前記第１識別情報に着信があった
とき、前記第１アドレス帳に関する情報を前記表示手段に表示させないように或いは前記
第１アドレス帳に関する情報を最小限情報に制限して前記表示手段に表示させるように制
御することが好ましい。また、前記制御手段は、前記第１モードではなく前記第２モード
において前記第１の識別情報に着信があったことが識別できるように、前記最小限情報を
表示させるように制御することを特徴とする。また、前記制御手段は、前記第１モードで
前記第１の識別情報に着信があったときとは、前記最小限情報の表示色を変更する。また
、前記最小限情報は、前記第１識別情報に対する発信側の電話番号であることが好ましい
。
【０００９】
　本発明の移動体端末装置においては、前記制御手段は、前記第１モードにおいて前記第
１識別情報に着信があったとき、不在表示を前記表示手段に行うように制御し、前記第２
モードにおいて前記第１識別情報に着信があったとき、前記不在表示を前記表示手段に行
わないように制御することが好ましい。また、前記制御手段は、前記第１モードにおいて
前記第１識別情報に着信があったとき、前記第１モード用の着信履歴として該着信を前記
表示手段に表示させるように制御し、前記第２モードにおいて前記第１識別情報に着信が
あったとき、前記第２モード用の着信履歴として該着信を前記表示手段に表示させないよ
うに制御することが好ましい。また、前記制御手段は、前記第１モードにおいて前記第１
識別情報に留守番電話があったとき、前記第１識別情報宛ての留守電件数通知を前記表示
手段に表示させるように制御し、前記第２モードにおいて前記第１識別情報に留守番電話
があったとき、前記第１識別情報宛ての留守電件数通知を表示せずに、前記第２識別情報
宛ての留守電件数通知を前記表示手段に表示させるように制御することが好ましい。
【００１０】
　本発明の移動体端末装置は、第１識別情報による発着信と第２識別情報による発着信と
が可能な移動体端末装置であって、前記第１識別情報又は前記第２識別情報の着信に対し
て電源ＯＦＦモードを設定するように、移動通信網を介して移動通信センターに要求する
電源制御手段を具備し、前記電源ＯＦＦモードでは、該電源ＯＦＦモードが設定された識
別情報に発信する移動体端末装置に対して、該識別情報で識別される移動体端末装置の電
源がＯＦＦであるか圏外である旨が通知されることを特徴とする。また、本発明の移動体
端末装置においては、前記第１識別情報を使用する第１モード、前記第２識別情報を使用
する第２モード及び前記第１識別情報と前記第２識別情報との間の使い分けが可能な共通
モードのうちいずれかのモードを変更するモード変更手段を更に具備し、前記電源制御手
段は、前記第２モードにおける前記第１識別情報の着信に対して前記電源ＯＦＦモードを
設定するように、前記移動通信センターに要求することが好ましい。
【００１１】
　本発明の移動体端末装置においては、前記第１モードにおいて前記第１識別情報による
発信を行い、前記第２モードにおいて前記第２識別情報による発信を行い、前記共通モー
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ドにおいて前記第１識別情報又は前記第２識別情報のいずれかによる発信を行う発信時制
御手段と、を更に具備することが好ましい。また、本発明の移動体端末装置においては、
前記発信時制御手段は、共通モードにおいてアドレス帳から発信する際には、前記アドレ
ス帳の種別に対応する識別情報による発信を行うことが好ましい。
【００１２】
　本発明の移動体端末装置においては、前記発信時制御手段は、共通モードにおいて発着
信履歴から発信する際には、前記発着信履歴の内容に対応する識別情報による発信を行う
ことが好ましい。
【００１３】
　本発明の移動体端末装置は、第１識別情報による発着信と第２識別情報による発着信と
が可能な移動体端末装置であって、前記第１識別情報を使用する第１モード、前記第２識
別情報を使用する第２モード及び前記第１識別情報と前記第２識別情報との間の使い分け
が可能な共通モードのうちいずれかのモードを変更するモード変更手段と、前記第１モー
ド用の待ち受け画面と、前記第２モード用の待ち受け画面と、前記共通モード用の待ち受
け画面とを設定する設定手段と、前記モード変更手段による前記モードの変更に応じて、
変更後のモード用に設定された待ち受け画面を表示手段に表示させるように制御する制御
手段と、を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の移動体端末装置においては、第１識別情報による発着信と第２識別情報による
発着信とが可能な移動体端末装置であって、第１モード、第２モード及び共通モードのう
ちいずれかのモードを変更するモード変更手段と、前記第１モードにおいて前記第１識別
情報による発信を行い、前記第２モードにおいて前記第２識別情報による発信を行い、前
記共通モードにおいて前記第１識別情報又は前記第２識別情報のいずれかによる発信を行
う発信時制御手段と、を具備するので、仕事とプライベートとの間の使い分けや、通常用
途と一時的な用途との間の使い分けなどに適した機能を発揮することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施の形態に係る移動体端末装置を用いたシステムの概略構成を示す
図である。図１に示すシステムは、移動体端末１と、この移動体端末１と移動通信網２を
介して接続された移動通信センター３と、移動通信センター３とインターネット４のよう
なネットワークを介して接続されたＷｅｂサーバ５とから主に構成されている。
【００１７】
　移動体端末１は、通常モード、付加モード及び共通モードを有し、第１識別情報である
通常モード用の通常電話番号及び第２識別情報である付加モード用の付加電話番号を有し
、さらに通常モード用の通常メールアドレス及び付加モード用の付加メールアドレスを有
する。この移動体端末１は、第１識別情報である通常電話番号による発着信と、第２識別
情報である付加電話番号による発着信とが可能である。また、移動体端末１は、オペレー
ティングシステム（移動機ＯＳ）を有しており、移動機ＯＳ上でブラウザ機能、ビューワ
機能、ＪＡＭ（Java Application Manager）その他の機能が動作する。
【００１８】
　移動通信網２は、移動体端末１と移動通信センター３との間のネットワークである。こ
の移動通信網２には、通常の移動通信網に加えて移動パケット通信網も含まれる。移動通
信網センターは、例えばｉモード（登録商標）サーバなどを有すると共に、移動通信網２
とインターネット４とを結ぶゲートウェイ機能を担っており、具体的には、情報配信機能
、メール送受信機能、メール蓄積機能、契約顧客管理機能、情報提供者（Information Pr
ovider）管理機能、及び情報料課金機能を有する。ネットワークには、インターネット４
をはじめその他のネットワーク、例えばＬＡＮやＷＡＮなども含まれる。
【００１９】
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　図２は、図１に示すシステムにおける移動体端末の概略構成を示すブロック図である。
なお、図２に示す構成は、本発明を説明するために簡略化したものであり、通常の移動体
端末に搭載される構成要素は備えているものとする。
【００２０】
　移動体端末１は、装置全体を制御する制御部１１と、アンテナを介して無線通信の制御
を行う通信制御部１２と、種々の情報やデータを入力する入力部１３と、ディスプレイ１
５に対して種々の情報やデータの表示制御を行う表示制御部１４と、モードに対応して所
定の格納場所にデータを振り分ける振り分け部１６と、種々のデータを格納する格納部１
７と、モードに対応して電源をＯＮ／ＯＦＦする電源制御部１８と、移動体端末１におい
て第１モードである通常モード、第２モードである付加モード及び共通モードのうちいず
れかのモードを変更するモード変更部１９と、種々のアプリケーションの起動を制御する
アプリ制御部２０と、から主に構成されている。
【００２１】
　通信制御部１２は、他の移動体端末や別の通信機器との間の無線通信の制御などを行う
。例えば、通信制御部１２は、他の移動体端末や別の通信機器との間で発着信を行ったり
、他の移動体端末や別の通信機器との間でメールの送受信を行う。通信制御部１２は、モ
ードに対応する電話番号から発信を行う。例えば、通常モードにおいて通常電話番号によ
る発信を行い、付加モードにおいて付加電話番号による発信を行い、共通モードにおいて
通常電話番号又は付加電話番号のいずれかによる発信を行う発信時制御を行う。
【００２２】
　通信制御部１２は、通常メールアドレスについては移動体端末１からメール送信を行い
、付加メールアドレスについてはＷｅｂメールサイトにアクセスしてメール送信を行う。
また、通信制御部１２は、付加メールアドレスにＷｅｂメールが受信されたときに受信通
知を受信する。さらに、通信制御部１２は、付加メールアドレスで受信したＷｅｂメール
を通常メールアドレスに転送する指示を行う。
【００２３】
　通信制御部１２は、共通モードにおいてアドレス帳から発信する際には、アドレス帳の
種別に対応する識別情報による発信を行う発信時制御を行う。すなわち、共通モードにお
いてアドレス帳をディスプレイ１５に表示させた状態から発信を行う場合には、表示させ
ているアドレス帳の種別（通常アドレス帳、付加アドレス帳、設定なしアドレス帳）に対
応する識別情報により発信を行う。例えば、通常アドレス帳や設定なしアドレス帳から発
信する場合には通常電話番号による発信を行い、付加アドレス帳から発信する場合には付
加電話番号による発信を行う。
【００２４】
　また、通信制御部１２は、共通モードにおいて発着信履歴から発信する際には、発着信
履歴の内容に対応する識別情報による発信を行う発信時制御を行う。すなわち、共通モー
ドにおいて発着信履歴をディスプレイ１５に表示させた状態から発信を行う場合には、表
示させている発着信履歴の内容（発信先名、発信先電話番号、発信元名、発信元電話番号
）に対応する識別情報により発信を行う。例えば、発着信履歴の発信元名から発信する場
合には発信元名が登録されているアドレス帳に対応する電話番号による発信を行う。
【００２５】
　入力部１３は、ユーザが移動体端末１に対して種々の入力を行う部分である。入力部１
３により、種々のデータを入力したり、電源のＯＮ／ＯＦＦやモード変更などの操作を行
うことができる。
【００２６】
　表示制御部１４は、ビューワ機能を備えており、種々のデータや情報をディスプレイ１
５に表示させる。また、表示制御部１４は、データや情報を所定の表示形式にフォーマッ
トして表示させる。また、表示制御部１４は、移動体端末１の各モードに対応して選択し
たデータや情報、例えばアドレス帳の情報をディスプレイに表示させる。例えば、モード
に応じて、着信時の表示、発着信履歴、メール送受信履歴、未読ピクトなどを表示制限す
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る。すなわち、表示制御部１４は、通常モードにおいて着信があったときに通常アドレス
帳に関する情報のみを表示させ、付加モードにおいて着信があったときに付加アドレス帳
に関する情報のみを表示させ、共通モードにおいて着信があったときに通常アドレス帳及
び付加アドレス帳に関する情報を表示させる。
【００２７】
　具体的には、移動体端末１があるモード（例えば通常モード）に設定されている場合に
は、そのモード若しくは共通のモードで登録されているアドレス帳の情報をディスプレイ
１５に表示させる。すなわち、あるモードに設定されている場合には、別のモード（例え
ば付加モード）のアドレス帳の情報をディスプレイ１５に表示させない、あるいは表示態
様を変えて最小限の情報に制限して表示させる。例えば、表示制御部１４は、通常モード
において、付加電話番号に着信があったときに、通常電話番号への着信時とは異なる表示
態様で着信情報をディスプレイ１５に表示させる。
【００２８】
　振り分け部１６は、移動体端末１で受信したメールをモード毎に格納部１７のフォルダ
Ａ１７ｄ，Ｂ１７ｅに振り分ける。振り分け部１６は、例えば、通常モード用のアドレス
宛に送られたメールをフォルダＡ１７ｄに振り分け、付加モード用のアドレス宛に送られ
たメールをフォルダＢ１７ｅに振り分ける。なお、本実施の形態においては、付加モード
用のアドレス宛のメールは、Ｗｅｂメールの受信通知又はＳＭＳメール（ショートメール
）である。
【００２９】
　格納部１７は、通常モード用に設定された対象を登録した通常モードアドレス帳１７ａ
と、付加モード用に設定された対象を登録した付加モードアドレス帳１７ｂと、設定なし
の対象を登録した設定なしアドレス帳１７ｃと、通常モード用に設定されたアドレスに対
して送られたメールを格納するフォルダＡ１７ｄと、付加モード用に設定されたアドレス
に対して送られたメールを格納するフォルダＢ１７ｅとを含む。
【００３０】
　電源制御部１８は、通常識別情報又は付加識別情報の着信に対して個別に電源ＯＦＦモ
ードにする。ここで、電源ＯＦＦモードとは、電源ＯＦＦモードとして仮想的に電源をＯ
ＦＦ状態とし電源ＯＦＦ用の応答を行うことをいう。例えば、通常電話番号に電源ＯＦＦ
モードが設定された場合には、電源制御部１８は、通常電話番号の着信に対して電源をＯ
ＦＦモードにする。この電源ＯＦＦモードは、例えば既存の公共モードやドライブモード
の設定にすることにより実現することができる。この状態においては、通常電話番号に発
信しても、移動体端末１で圏外動作（例えば、電源がＯＦＦか圏外である旨のアナウンス
が流れる）が行われ、通話することができない。
【００３１】
　電源制御部１８は、通常モード、付加モード及び共通モードの切り替えに応じて電源Ｏ
ＦＦモードを設定する。この電源ＯＦＦモードを各モードで設定すると、電源ＯＦＦモー
ドを画面上で確認することができる。通常モードでは、通常電話番号についての電源ＯＦ
Ｆモードが確認でき、付加モードでは、付加電話番号についての電源ＯＦＦモードが確認
でき、共通モードでは、通常電話番号及び付加電話番号についての電源ＯＦＦモードが確
認できる。したがって、この場合には、表示制御部１４は、電源ＯＦＦモードの表示（例
えば圏外を示す表示）をモードに対応してディスプレイ１５に表示させる。
【００３２】
　モード変更部１９は、ユーザの入力により、通常モード、付加モード及び共通モードを
変更する。なお、複数の電話番号を利用するモードの設定や電源ＯＦＦモードの設定につ
いては、ネットワーク側で行うので、移動体端末１から移動通信網２を介して移動通信セ
ンター３に設定要求を行い、移動通信センター３でモード設定を行う。
【００３３】
　アプリ制御部２０は、制御部１１の指示に応じてアプリケーション言語（例えばＪａｖ
ａ（登録商標）言語）で作成されたアプリケーションプログラムを実行する。アプリ制御
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部２０は、必要に応じて移動通信センター３との間でアプリケーションを起動する。
【００３４】
　次に、上記構成を有する移動体端末１の機能について説明する。
　上記移動体端末１を用いたサービス、すなわち複数の電話番号を利用できるサービス（
ここでは複数番号サービスと呼ぶ）においては、ネットワーク側でサービス有効／サービ
ス無効の設定が行われる。したがって、サービス有効の設定がなされた場合にのみ複数番
号サービスに関する機能が有効となる。
【００３５】
　複数番号サービスの設定（設定ＯＮ）を行う場合には、例えば、図３（ａ）に示す移動
体端末１のメニュー画面からネットワークサービス（ＮＷサービス）を選択する。ＮＷサ
ービスを選択すると、通信制御部１２を介して移動体端末１と移動通信センター３との間
で通信が行われる。そして、図３（ｂ）に示すような画面が表示される。この画面上で複
数番号サービスを選択すると、図３（ｃ）に示すような画面が表示される。なお、複数番
号にアクセスする場合には、暗証番号の入力が求められ、暗証番号の照合が行われる。
【００３６】
　図３（ｃ）に示す画面上で「はい」を選択すると、図３（ｄ）に示す画面を経て、本サ
ービスについての契約があれば図３（ｆ）の画面に遷移し、本サービスについての契約が
なければ図３（ｅ）の画面に遷移する。また、図３（ｃ）に示す画面上で「いいえ」を選
択すると、図３（ｂ）に示す画面に戻る。また、すでに複数番号サービスの設定がなされ
ている場合には、図３（ｂ）に示す画面上で複数番号サービスを選択すると、図３（ｆ）
に示す画面に遷移する。
【００３７】
　本サービスが設定されていない時に、本サービス特有のサービスコードが付加された着
信を受けた場合は、その通話が終了した後に、「複数番号サービス未設定です。設定をＯ
Ｎにしますか？」とポップアップ表示を行う。また、本サービスが設定されている時に、
本サービスに未契約の着信、すなわち本サービス特有のサービスコードが付加されていな
い着信があった場合には、「複数番号サービス未契約のため複数番号サービス設定をＯＦ
Ｆにします」とポップアップ表示を行い、設定をＯＦＦにする。なお、設定をＯＦＦにし
た場合、事前に行われていたフォルダ分け、グループ分けについてはそのままの状態に残
す。また、端末用カード、例えばＦＯＭＡ（登録商標）カードを本体に対して着脱した場
合にも従前の設定情報はそのまま引き継ぐことができる。
【００３８】
　複数番号サービスの設定がＯＮになると、仕事とプライベートとの間の使い分けや、通
常用途と一時的な用途との間の使い分けなどに適した機能を発揮することができる。例え
ば、用途に応じて２つの電話番号、メールアドレスを使い分けたり、一つの電話番号、メ
ールアドレスの存在を隠したいなどの要求を満足することができる。
【００３９】
　本サービスにおいては、移動体端末１は、共通モード、通常モード、付加モードの３つ
のモードを有する。共通モードとは、通常電話番号（通常メールアドレス）と、付加電話
番号（付加メールアドレス）との間の使い分けが可能なモードである。通常モードとは、
通常電話番号（通常メールアドレス）で使用するモードである。この通常モードにおいて
は、画面上では複数番号サービスの設定がＯＦＦモードであることが分からないようにな
る。すなわち、付加モードの存在が分からないように、表示制御部１４は付加モードに関
連する情報をディスプレイ１５上に表示させない。付加モードとは、付加電話番号（付加
メールアドレス）で使用するモードである。
【００４０】
　移動体端末１において、モード変更を行う場合、すなわちユーザが入力部１３でモード
変更の操作を行うと、モード変更部１９により上記共通モード、通常モード、付加モード
の間のモード変更が行われる。この場合、表示制御部１４は、どのモードに移行するかの
ポップアップをディスプレイ１５上に表示させる。また、モード変更操作については、他
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人に操作方法を知られないために、ユーザが任意に登録することができる。
【００４１】
　アドレス帳については、少なくとも通常電話番号用の通常アドレス帳と、前記付加番号
用の付加アドレス帳とを有する。本実施の形態では、格納部１７に通常アドレス帳１７ａ
、付加アドレス帳１７ｂ及び設定なしアドレス帳１７ｃを有する。通常アドレス帳１７ａ
には、通常電話番号で発着信を行う対象が登録されており、付加アドレス帳１７ｂには、
付加電話番号で発着信を行う対象が登録されており、設定なしアドレス帳１７ｃには、通
常電話番号を使うか付加電話番号を使うかの設定を行っていない対象が登録されている。
【００４２】
　これらのアドレス帳１７ａ～１７ｃの表示は、表示制御部１４によりモードに対応して
、図４に示すように行われる。すなわち、共通モードにおいては、図４（ａ）に示すよう
に、設定なしアドレス帳、通常アドレス帳（図４においてＡ表示）、付加アドレス帳（図
４においてＢ表示）すべてが表示される。通常モードにおいては、図４（ｂ）に示すよう
に、設定なしアドレス帳、通常アドレス帳が表示される。付加モードにおいては、図４（
ｃ）に示すように、設定なしアドレス帳、付加アドレス帳が表示される。
【００４３】
　移動体端末１は、上記のような共通モード、通常モード、付加モードを有しており、通
常モードにおいて着信があったときに通常アドレス帳に関する情報のみを表示させ、付加
モードにおいて着信があったときに付加アドレス帳に関する情報のみを表示させ、共通モ
ードにおいて着信があったときに通常アドレス帳及び付加アドレス帳に関する情報を表示
させる。例えば、通常モードに設定されている場合において、付加モードのアドレス帳の
情報をディスプレイ１５に表示させない。これにより、特定の相手を発着信履歴に表示さ
せないようにすることができる。あるいは、通常モードに設定されている場合において、
付加モードのアドレス帳の情報を、表示態様を変えて最小限の情報に制限して表示させる
。これにより、現在のモードと異なるモードに対応する電話番号宛の着信であることを（
他のモードに対応するアドレス帳に存在することを）分かるようにすることができる。
【００４４】
　図５は、本発明の実施の形態に係る移動体端末装置における着信の際の表示態様を説明
するためのフロー図である。複数番号サービスが設定されている状態で移動体端末１に着
信があると（ＳＴ１１）、移動体端末１が現在どのモードに設定されているかを判断する
（ＳＴ１２）。共通モードであれば、制御部１１が格納部１７のアドレス帳を参照する（
ＳＴ１３）。このとき、共通モードであるので、通常アドレス帳１７ａ、付加アドレス帳
１７ｂ及び設定なしアドレス帳１７ｃすべてを参照する。そして、アドレス帳に発信側の
電話番号側の電話番号が登録されていれば、その電話番号を逆引きして氏名や名称を抽出
し、表示制御部１４で表示態様を変えずに（ＳＴ１４）、電話番号と氏名や名称とをディ
スプレイ１５に表示する（ＳＴ１５）。例えば、共通モードにおいて、付加モードで発着
信する対象から着信があると、図６（ａ）に示すように、付加アドレス帳から逆引きした
氏名と電話番号とがディスプレイ１５に表示される。このとき、付加モードである旨（図
６（ａ）において「付加番号」）が併せてディスプレイ１５に表示される。
【００４５】
　通常モードであれば、電話番号を判断し（ＳＴ１６）、通常電話番号宛の着信であれば
、制御部１１が格納部１７のアドレス帳を参照する（ＳＴ１７）。このとき、通常モード
であるので、通常アドレス帳１７ａ及び設定なしアドレス帳１７ｃを参照する。そして、
通常アドレス帳に発信側の電話番号側の電話番号が登録されていれば、その電話番号を逆
引きして氏名や名称を抽出し、表示制御部１４で表示態様を変えずに（ＳＴ１８）、電話
番号と氏名や名称とをディスプレイ１５に表示する。一方、付加電話番号宛の着信であれ
ば、同様に制御部１１が格納部１７のアドレス帳を参照する（ＳＴ１７）。このとき、通
常モードであるので、通常アドレス帳１７ａ及び設定なしアドレス帳１７ｃを参照する。
この場合は、通常モードにおいて付加モードの電話番号に着信があったので、表示制御部
１４が付加電話番号の表示態様を変えて（例えば、色を変える）（ＳＴ２０）、電話番号
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のみをディスプレイ１５に表示する（ＳＴ２１）。例えば、通常モードにおいて、付加モ
ードで発着信する対象から着信があると、図６（ｂ）に示すように、電話番号が表示態様
を変えてディスプレイ１５に表示される。
【００４６】
　付加モードであれば、電話番号を判断し（ＳＴ２２）、通常電話番号宛の着信であれば
、制御部１１が格納部１７のアドレス帳を参照する（ＳＴ２３）。このとき、付加モード
であるので、付加アドレス帳１７ｂ及び設定なしアドレス帳１７ｃを参照する。この場合
は、付加モードにおいて通常モードの電話番号に着信があったので、表示制御部１４が通
常電話番号の表示態様を変えて（例えば、色を変える）（ＳＴ２４）、電話番号のみをデ
ィスプレイ１５に表示する（ＳＴ２５）。一方、付加電話番号宛の着信であれば、同様に
制御部１１が格納部１７のアドレス帳を参照する（ＳＴ２３）。このとき、通常モードで
あるので、付加アドレス帳１７ｂ及び設定なしアドレス帳１７ｃを参照する。そして、付
加アドレス帳に発信側の電話番号側の電話番号が登録されていれば、その電話番号を逆引
きして氏名や名称を抽出し、表示制御部１４で表示態様を変えずに（ＳＴ２６）、電話番
号と氏名や名称とをディスプレイ１５に表示する（ＳＴ２７）。例えば、付加モードにお
いて、付加モードで発着信する対象から着信があると、図６（ｃ）に示すように、電話番
号が表示態様を変えずに、電話番号と氏名や名称とをディスプレイ１５に表示する。
【００４７】
　上述したように、共通モード以外のあるモードにおいて、共通モード以外の別のモード
用の電話番号に着信があった場合には、アドレス帳の情報を表示せず、不在表示を行わず
、着信履歴も記録しない。一方、共通モード以外のあるモードにおいて、共通モード以外
の同じモード用の電話番号に着信があった場合には、アドレス帳の情報を含めて表示し、
不在表示を行い、着信履歴も記録する。例えば、図７に示すように、移動体端末１が通常
モードに設定されている場合において、付加電話番号に着信があったときは、図７（ａ）
に示すように、着信鳴動はするが、アドレス帳の情報は表示しない。その代わりに電話番
号の表示色を変えるなどの表示態様の変更を行う。そして、図７（ｂ）に示すように、不
在表示を行わず、図７（ｃ）に示すように、着信履歴にも記録しない。一方、移動体端末
１が通常モードに設定されている場合において、付加電話番号に着信があったときは、着
信鳴動の際にアドレス帳の情報を表示する。そして、図７（ｄ）に示すように、不在表示
を行い、図７（ｅ）に示すように、着信履歴を記録する。
【００４８】
　すなわち、着信履歴については、共通モードであれば、図８（ａ）に示すように、通常
電話番号に着信があったもの、及び付加電話番号に着信があったものをいずれもディスプ
レイ１５に表示させる。この場合、付加電話番号の着信については、識別できるような表
示を行う（「付加」表示）。通常モードにおいては、図８（ｂ）に示すように、通常電話
番号に着信があったもののみを表示させ、付加電話番号に着信があったものを表示しない
。付加モードにおいては、図８（ｃ）に示すように、付加電話番号に着信があったものの
みを表示させ、通常電話番号に着信があったものを表示しない。この場合、付加電話番号
の着信については、識別できるような表示を行う（「付加」表示）。
【００４９】
　複数番号サービスにおいて、アドレス帳に登録されている人に発信する場合、すなわち
アドレス帳を表示させ、表示された対象を選択して発信する場合は、アドレス帳に紐付い
た電話番号で発信を行う。すなわち、設定なしの場合にはモードにしたがい、通常モード
の場合には通常電話番号で発信し、付加モードの場合には付加電話番号で発信する。なお
、直に入力部１３からダイヤル入力を行って発信する場合については、共通モードでは発
信毎に電話番号を選択することができ、通常モードでは通常電話番号を用いて発信し、付
加モードでは付加電話番号を用いて発信する。また、発着信履歴からの発信については、
発信した（着信があった）電話番号（通常電話番号又は付加電話番号）を用いて発信する
。
【００５０】
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　複数番号サービスにおいては、通常メールアドレスの他に、付加メールアドレスが付与
される。この付加メールアドレスは、Ｗｅｂメール用のメールアドレスである。この付加
メールアドレス宛にメールが送信されると、Ｗｅｂサーバ５から移動通信センター３経由
で受信通知がｉモード（登録商標）メールで送信される。また、付加メールアドレスに対
してはＳＭＳ（ショートメール）の受信は可能である。
【００５１】
　図９は、複数番号サービスにおけるメール受信を説明するためのフロー図である。受信
通知のメール及び付加電話番号宛のＳＭＳを受信すると（ＳＴ３１）、移動体端末１が現
在どのモードであるか判断する。例えば、付加モードであるかどうかを判断する（ＳＴ３
２）。そして、移動体端末１が付加モードに設定されている場合には、受信通知のメール
及びＳＭＳは、格納部１７のフォルダＢ１７ｅに振り分けがなされる（ＳＴ３３）。そし
て、Ｗｅｂメールをディスプレイ１５に表示する時に、ブラウザ上で表示されているメー
ルアドレスについて付加アドレス帳を参照し（ＳＴ３４）、照合できた場合はブラウザ上
でアドレス帳の名前や名称、履歴などを表示する(ＳＴ３５)。なお、参照するアドレス帳
は、共通モードではすべてのアドレス帳１７ａ，１７ｂ，１７ｃであり、付加モードでは
、設定なしアドレス帳１７ｃ及び付加アドレス帳１７ｂである。
【００５２】
　移動体端末１が通常モードに設定されている場合には、受信通知のメール及びＳＭＳは
、格納部１７のフォルダＢ１７ｅに振り分けがなされる（ＳＴ３６）。この場合において
は、表示制御部１４は、フォルダＢ１７ｅをディスプレイ１５に表示させない。また、表
示制御部１４は、受信したことを分からないようにするために未読メールピクトは表示し
ない（ＳＴ３７）。
【００５３】
　Ｗｅｂメールについては、図１０（ａ）～（ｅ）に示す表示がなされる。すなわち、図
１０（ａ）に示す画面でＷｅｂメールを選択すると、図１０（ｂ）に示す画面になり、そ
の画面上でパスワードを入力してログインすると、図１０（ｃ）に示す画面が表示される
。そして、この画面上で、例えば受信メール一覧を選択すると、図１０（ｄ）に示す画面
が表示され、送信メール一覧を選択すると、図１０（ｅ）に示す画面が表示される。
【００５４】
　また、メール送信においては、通常メールアドレスについては移動体端末１から送信が
可能であるが、付加メールアドレスについてはＷｅｂメールであるため、通信制御部１２
から移動通信センター３を介してＷｅｂサーバにアクセスして送信を行う。したがって、
移動体端末１のメニュー画面には、Ｗｅｂメールサイトへのアクセスをできるメニューを
共通モード及び付加モードにおいて設ける。このメニューは、ＵＲＬを埋め込む形で構成
される。ＳＭＳについては、付加電話番号宛にも送信可能であるため、共通モードではア
ドレス帳に関連づけて送信が可能であり、通常モードでは通常電話番号で送信が可能であ
り、付加モードでは付加電話番号で送信が可能である。
【００５５】
　移動体端末１において、Ｗｅｂメールを完全に表示できない場合には、Ｗｅｂメールで
受信したときに、ｉモードメールを使用するモードの電話番号宛にＷｅｂメール転送する
。これにより、Ｗｅｂメールを完全に表示できないときであっても、ｉモードメールとし
て完全に表示することが可能となる。また、このような手順によれば、複数のメールアド
レスを利用しているときに、いずれかのメールアドレスに利用制限がある場合でも、機能
制限に拘らず両方のメールアドレスを活用することができる。
【００５６】
　図１１は、Ｗｅｂメールをｉモードメールに転送する手順を示すフロー図である。移動
体端末１がｉモードメールで受信通知を受け取って、Ｗｅｂメールを閲覧する（ＳＴ４１
）。Ｗｅｂメールを閲覧したときに、完全に表示がなされていないときには（ＳＴ４２）
、通常メールアドレスに転送する。すなわち、「基本アドレス（通常メールアドレス）へ
転送」をアクティブにして（ＳＴ４３）、転送指示を行う（ＳＴ４４、ＳＴ４５）。これ
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により、Ｗｅｂサーバ５において、Ｗｅｂメールをｉモードメールの通常メールアドレス
に転送する（ＳＴ４６）。移動体端末１は、ｉモードメールとしてＷｅｂメールを受信す
る（ＳＴ４７）。そして、このＷｅｂメールは、ディスプレイ１５に完全な形で表示され
る。
【００５７】
　複数番号サービスにおいては、共通モードに設定されている場合に、電源制御部１８に
よりどちらか一方の電話番号を電源ＯＦＦモードに設定することが可能である。また、通
常モードにおいて付加電話番号を電源ＯＦＦモードに設定することが可能であり、付加モ
ードにおいて通常電話番号を電源ＯＦＦモードに設定することが可能である。このように
、モードに関連づけて電源ＯＦＦモードの動作を行うので、現在のモードと異なるモード
向けの着信に応答したくないときなどに対応することができる。例えば、仕事とプライベ
ートとで電話番号を使い分けする場合、プライベートの時間には仕事の電話はかかってこ
ないようにすることができる。なお、この電源ＯＦＦモードについては、公共モード（ド
ライブモード）と同様に、個々の電話番号毎に移動体端末１で簡易に設定することができ
る。電源ＯＦＦモードは、例えば、「圏外」のような表示を行うことにより、ディスプレ
イ１５で確認できる。この場合、共通モードでは、通常電話番号（基本番号）及び付加電
話番号について確認することができ、通常モードでは、通常電話番号（基本番号）につい
て確認することができ、付加モードでは、付加電話番号について確認することができる。
【００５８】
　図１２は、本発明の実施の形態に係る移動体端末の電源ＯＦＦモードでの動作を説明す
るためのフロー図である。共通モードにおいて移動体端末１に着信があると（ＳＴ５１）
、電源ＯＦＦモードであるかを判断する（ＳＴ５２）。付加モード（付加番号モード）の
付加電話番号について電源ＯＦＦモードであると、移動体端末１の現在のモードを判断す
る（ＳＴ５３）。そして、付加モードであれば、電源ＯＦＦ動作を行う（ＳＴ５５）。す
なわち、ディスプレイ１５に圏外の表示を行う。通常モード（基本番号モード）であれば
、基本番号（通常電話番号）への着信であるかどうかを判断する（ＳＴ５４）。基本番号
への着信でなければ、付加番号への着信であるので、電源ＯＦＦ動作を行う（ＳＴ５５）
。この場合は、ディスプレイ１５に圏外の表示を行わない。一方、基本番号への着信であ
れば、着信動作を行う（ＳＴ５６）。また、移動体端末１が共通モードであれば、着信動
作を行う（ＳＴ５６）。
【００５９】
　通常モード（基本番号モード）の通常電話番号について電源ＯＦＦモードであると、移
動体端末１の現在のモードを判断する（ＳＴ５７）。そして、通常モードであれば、電源
ＯＦＦ動作を行う（ＳＴ５５）。すなわち、ディスプレイ１５に圏外の表示を行う。付加
モード（付加番号モード）であれば、付加番号（付加電話番号）への着信であるかどうか
を判断する（ＳＴ５８）。付加番号への着信でなければ、基本番号への着信であるので、
電源ＯＦＦ動作を行う（ＳＴ５５）。この場合は、ディスプレイ１５に圏外の表示を行わ
ない。一方、付加番号への着信であれば、着信動作を行う（ＳＴ５６）。また、移動体端
末１が共通モードであれば、着信動作を行う（ＳＴ５６）。
【００６０】
　このように、本実施の形態に係る移動体端末装置は、通常モード、付加モード及び共通
モードを有し、前記通常モード用の通常電話番号及び前記付加モード用の付加電話番号を
有し、前記通常電話番号用の通常アドレス帳と、前記付加番号用の付加アドレス帳と、前
記移動体端末装置における情報を表示する表示手段と、前記移動体端末装置におけるモー
ドに対応してアドレス帳の情報を前記表示手段に表示させる制御手段と、を具備するので
、仕事とプライベートとの間の使い分けや、通常用途と一時的な用途との間の使い分けな
どに適した機能を発揮することができる。
【００６１】
　また、この移動体端末１においては、共通モードにおいて共通モード用の待ち受け画面
を設定することができ、通常モードにおいて通常モード用の待ち受け画面を設定すること
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ができ、付加モードにおいて付加モード用の待ち受け画面の設定することができる。また
、この移動体端末１においては、通常電話番号の着信及び付加電話番号の着信それぞれに
ついて、着信音、着信画像、バイブ鳴動パターンなどの着信設定をすることができる。す
なわち、共通モードにおいて通常モード用及び付加モード用のそれぞれの着信設定を行う
ことができ、通常モードにおいて通常モード用の着信設定を行うことができ、付加モード
において付加モード用の着信設定を行うことができる。
【００６２】
　さらに、この移動体端末１においては、留守番電話、転送電話を、通常電話番号及び付
加電話番号それぞれに対して設定することができる。共通モードにおいては、通常電話番
号及び付加電話番号の両方に設定することができ、通常モードにおいては通常電話番号に
設定することができ、付加モードにおいては付加電話番号に設定することができる。なお
、留守番電話通知アイコンの表示については、例えば共通モードにおいては通常電話番号
及び付加電話番号それぞれの留守電件数通知をアイコン上識別できるよう表示し、通常モ
ードにおいては通常電話番号宛の留守電件数通知のみを表示し、付加モードにおいては付
加電話番号宛の留守電件数通知のみを表示する。
【００６３】
　また、メニューの内容としては、付加電話番号や付加メールアドレスについても設定す
ることができる。共通モードにおいては、図１３（ａ）に示すように、両方の電話番号、
メールアドレスをディスプレイ１５に表示し、通常モードにおいては、図１３（ｂ）に示
すように、通常電話番号、通常メールアドレスをディスプレイ１５に表示し、付加モード
においては、図１３（ｃ）に示すように、付加電話番号、付加メールアドレスをディスプ
レイ１５に表示する。
【００６４】
　上記実施の形態で説明した構成に限定されず、本発明の範囲を逸脱しない限りにおいて
画面における表示態様などについて適宜変更して実施することが可能である。上記実施の
形態においては、アドレス帳を複数個別に設定した場合について説明しているが、本発明
においては、一つのアドレス帳に通常モードに対する対象と付加モードに対する対象とを
登録しておき、通常モード対象と付加モード対象とを区別する識別子を付与し、実質的に
通常モード用のアドレス帳と付加モード用のアドレス帳とを作成することができるように
構成しても良い。その他、本発明の範囲を逸脱しないで適宜変更して実施することが可能
である。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の実施の形態に係る移動体端末装置を含むシステムの概略構成を示す図で
ある。
【図２】図１に示すシステムにおける移動体端末の概略構成を示すブロック図である。
【図３】（ａ）～（ｆ）は、複数番号サービスの設定を行う際の画面遷移を説明するため
の図である。
【図４】（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施の形態に係る移動体端末装置におけるアドレス
帳の表示態様を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る移動体端末装置における着信の際の表示態様を説明す
るためのフロー図である。
【図６】（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施の形態に係る移動体端末装置における着信の際
の表示態様を示す図である。
【図７】（ａ）～（ｅ）は、本発明の実施の形態に係る移動体端末装置における着信の際
の表示態様を示す図である。
【図８】（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施の形態に係る移動体端末装置における着信履歴
の表示態様を示す図である。
【図９】複数番号サービスにおけるメール受信を説明するためのフロー図である。
【図１０】（ａ）～（ｅ）は、本発明の実施の形態に係る移動体端末装置におけるＷｅｂ
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【図１１】本発明の実施の形態に係る移動体端末装置において、Ｗｅｂメールをｉモード
メールに転送する手順を示すフロー図である。
【図１２】本発明の実施の形態に係る移動体端末装置における電源ＯＦＦモードでの動作
を説明するためのフロー図である。
【図１３】（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施の形態に係る移動体端末装置におけるメニュ
ー内容を示す図である。
【符号の説明】
【００６６】
　１　移動体端末
　２　移動通信網
　３　移動通信センター
　４　インターネット
　５　Ｗｅｂサーバ
　１１　制御部
　１２　通信制御部
　１３　入力部
　１４　表示制御部
　１５　ディスプレイ
　１６　振り分け部
　１７　格納部
　１７ａ　通常モードアドレス帳
　１７ｂ　付加モードアドレス帳
　１７ｃ　設定なしアドレス帳
　１７ｄ　フォルダＡ
　１７ｅ　フォルダＢ
　１８　電源制御部
　１９　モード変更部
　２０　アプリ制御部
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