
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着信があった場合に、

発信や着信応答のためのキー操作部
着信があった場合に、該着信の発信者 特定するための を着信信号と共に受取るＩＤ
受信手段と、
発信者の と発信者を認識できる名称と発信者を認識できる画像データを関連付けて保
存できる と、
上記ＩＤ受信手段によって受けとられたＩＤと上記第１記憶手段に保存されているＩＤを
比較するＩＤ比較手段と、
着信に未応答であった場合に、上記ＩＤ受信手段によって受取られたＩＤを保存できる第
2記憶手段と、
着信に未応答のまま終了又は切断されると、上記第２記憶手段に記憶されたＩＤに基づく
上記ＩＤ比較手段による比較の結果、上記ＩＤ受信手段によって受取られたＩＤが第１記
憶手段に保存されているＩＤの少なくとも一部に一致した場合に、上記表示部によって該
ＩＤに関連付けられた情報と共に表示部に表示できる未応答着信報知手段と
を有する通信機器。
【請求項２】
　時計手段を有し、上記第 2記憶手段において、上記ＩＤ受信手段によって受取られたＩ
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着信の報知が可能な着信報知手段と、
画像を表示可能な表示部と、

と、
を ＩＤ

ＩＤ
第 1記憶手段



Ｄと共に着信時間を保存でき、上記未応答着信報知手段によって最新の未応答着信のＩＤ
に関連する情報が表示部に表示される事を特徴とする請求項 1に記載の通信機器。
【請求項３】
　 、画像デー
タを表示しない事を特徴とする請求項 1及び２に記載の通信機器。
【請求項４】
　上記ＩＤ比較手段による比較の結果、上記ＩＤ受信手段によって受取られたＩＤが、第
１記憶手段に保存されているＩＤのいずれとも一致しない場合、若しくは上記ＩＤ受信手
段によって受取られたＩＤが、第１記憶手段に保存されているＩＤの一部と一致するが、
該ＩＤに関連する名称が第１記憶部に保存されていない場合に、発信者のＩＤを表示部に
表示することを特徴とする請求項１乃至３の通信機器。
【請求項５】
　上記 が電話番号又はアドレス、又は個々の通信機器が唯一有している識別番号であ
る事を特徴とする請求項 1乃至４に記載の通信機器。
【請求項６】
　着信があった場合に、予め定められた所定の時間の間に未応答であった場合に、着信を
受取った通信機器が通信を行っている中継機器により着信が終了される事を特徴とする請
求項 1乃至５に記載の通信機器。
【請求項７】
　着信があった場合に、予め定められた所定に時間の間に未応答であった場合に、着信を
自動的に終了させる事を特徴とする請求項 1乃至６に記載の通信機器。
【請求項８】
　上記未応答着信報知手段による表示中に、

の表示に切替
える事を特徴とする請求項 1乃至７に記載の通信機器。
【請求項９】
　上記 各未応答の着信に対して着信時間及び名称又はＩＤが
表示される事を特徴とする請求項 1乃至８に記載の通信機器。
【請求項１０】
　電波を発する操作を無効するスリープモードが されている場合、 上
記未応答着信報知手段による表示後すぐに、

に切替り、 することにより、
未応答着信報知手段による表示に戻る事を特徴とする請求項 1乃至９に記載の通信機器。
【請求項１１】
　予め定められたコードを入力することによってのみ操作が可能となるロックモードが

されている場合、
、未応答着信リストの画面に切替る事を特徴とする請求項 1乃至１０に

記載の通信機器。
【請求項１２】
　 、１つの未応答着信を
選択し、ある特定のキー操作を行うことによって該未応答着信の発信者に発信する事を特
徴とする請求項 1乃至１１に記載の通信機器。
【請求項１３】
　

発信者のＩＤと発信者を認識できる名称と発信者を認識できる画像データを関連付けて保
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上記第１記憶手段において、関連する画像データが保存されていない場合は

ＩＤ

何らかの不特定の操作をすることにより、上
記第二記憶手段に保存されている複数の未応答着信を示す未応答着信リスト

未応答着信リストにおいて、

オン設定 表示部は、
スリープモードであることを示すスリープモ

ード表示 スリープモード表示時に、何らかの不特定の操作を

オ
ン設定 未応答着信報知手段による表示がなされているときに該ロックモ
ードを解除すると

未応答着信報知手段による表示中又は未応答着信リスト表示中に

第１の通信相手と通信中に、第２の通信相手からの着信が可能な受信部と、
第２の通信相手からの着信があった場合に、聴覚的及び /又は視覚的に該着信を報知する
着信報知手段と、
発信及び着信応答のためのキー操作部と、
着信があった場合に、該着信の発信者を特定するためのＩＤを着信信号と共に受取るＩＤ
受信手段と、



存できる第 1記憶手段と、
上記ＩＤ受信手段によって受けとられたＩＤと上記第１記憶手段に保存されているＩＤを
比較するＩＤ比較手段と、
着信に未応答であった場合に、上記ＩＤ受信手段によって受取られたＩＤと上記第１記憶
手段に保存されているＩＤを比較するＩＤ比較手段と、
着信に未応答であった場合に、上記ＩＤ受信手段によって受取られらたＩＤを保存できる
第２記憶手段と、
上記第２の通信相手からの着信に未応答のまま終了又は切断されると、上記第２記憶手段
に記憶されたＩＤに基づく上記ＩＤ比較手段による比較の結果、上記ＩＤ受信手段によっ
て受取られた第２の通信相手のＩＤが第１記憶手段に保存されているＩＤの少なくとも一
部に一致した場合に、上記表示部によって該ＩＤに関連付けられた情報と共に表示部に表
示できる未応答コールウェイティング報知手段と

【請求項１４】
　

【請求項１５】
　

【請求項１６】
　上記ＩＤ比較手段による比較の結果、上記ＩＤ受信手段によって受取られたＩＤが、第
１記憶手段に保存されているＩＤのいずれとも一致しない場合、若しくは上記ＩＤ受信手
段によって受取られたＩＤが、第１記憶手段に保存されているＩＤの一部と一致するが、
該ＩＤに関連する名称が第１記憶部に保存されていない場合に、発信者のＩＤを表示部に
表示することを特徴とする請求項１３乃至１５の通信機器。
【請求項１７】
　

【請求項１８】
　

【請求項１９】
　

。
【請求項２０】
　

【請求項２１】
　

【請求項２２】
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を有する通信機器。

時計手段を有し、上記第２記憶手段において、上記ＩＤ受信手段によって受取られたＩ
Ｄと共に着信時間を保存でき、上記未応答コールウェイティング報知手段によって最新の
未応答着信のＩＤに関連する情報が表示部に表示される事を特徴とする請求項１３に記載
の通信機器。

上記第１記憶手段において、関連する画像データが保存されていない場合は、画像デー
タを表示しない事を特徴とする請求項１３及び１４に記載の通信機器。

上記ＩＤが電話番号又はアドレス、又は個々の通信機器が唯一有している識別番号であ
る事を特徴とする請求項１３乃至１６に記載の通信機器。

第２の通信相手から着信があった場合に、予め定められた所定の時間の間に未応答であ
った場合に、第２の通信相手からの着信を受取った通信機器が通信を行っている中継機器
により第 2の通信相手との着信が終了される事を特徴とする請求項１３乃至１７に記載の
通信機器。

第２の通信相手から着信があった場合に、予め定められた所定に時間の間に未応答であ
った場合に、第２の通信相手との着信を自動的に終了させる事を特徴とする請求項１３乃
至１８に記載の通信機器

第２の通信相手から着信が有った場合、特定のキー操作をすることにより、第２に通信
相手との通信を開始し、第１の通信相手との通信を保留にし、再び同じキー操作をするこ
とにより、第１の通信相手との通信を再開し、第２の通信相手との通信を保留にする事を
特徴とする請求項１３乃至１９に記載の通信機器。

上記未応答コールウェイティング報知手段による表示中に、何らかの不特定の操作をす
ることにより、複数の未応答着信を示す未応答着信リストの表示に切替える事を特徴とす
る請求項１３乃至２０に記載の通信機器。

未応答着信リストにおいて、各未応答の着信に対して着信時間及び名称又はＩＤが表示



。
【請求項２３】
　

【請求項２４】
　予め定められたコードを入力することによってのみ操作が可能となるロックモードがオ
ン設定されている場合、未応答コールウェイティング報知手段による表示がなされている
ときに該ロックモードを解除すると、未応答着信リストの画面に切替る事を特徴とする請
求項１３乃至２３に記載の通信機器。
【請求項２５】
　未応答コールウェイティング報知手段による表示中又は未応答着信リスト表示中に、１
つの未応答着信を選択し、ある特定のキー操作を行うことによって該未応答着信の発信者
に発信する事を特徴とする請求項１３乃至２４に記載の通信機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、通信機器の未応答の着信に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の携帯電話の外観は、図９のようになっている。図９に示すように、主に表示部（９
）と操作部（１０）より構成されており、操作部（１０）は、テンキーの他に、 TALKキー
（１３）や電源キー（１４）、及び種々の機能を設定する MENUキー（１２）が含まれてい
る。
【０００３】
次に、従来の携帯電話のブロック構成を図１０に示す。図１０に示すように、無線送受信
を行うためのアンテナ（１）、送受信を切り換えるためのデュプレクサ（２）、受信信号
を復調処理するための送信部（３）、送信信号を変調処理するための受信部（４）、ユー
ザが操作を行うためのキー入力部である操作部（１０）、メッセージの表示や発着呼の情
報などの表示を行う表示部（９）、種々の機能のためのプログラムや電話帳などのデータ
や送受信メッセージ等を記憶している記憶部（８）、音声通話時における音声を入力する
ためのマイク（７）、音声通話時等における音声を出力するためのスピーカ（６）、携帯
電話の種々な機能や動作を制御している CPU（５）で構成されている。
【０００４】
このような構成において、通常着信があった場合、携帯電話が発信者番号を認識し、この
発信者番号と携帯電話内に記憶された電話帳内にある電話番号を比較し、発信者の番号に
相当する電話番号が電話帳内に存在した場合、その名前を表示部（９）に表示する等で、
携帯電話の使用者に誰からの着信であるかを報知することができる。ここで、発信者番号
に相当する電話番号が電話帳内に存在する場合とは、発信者番号と電話帳内の電話番号が
完全一致する場合でも、或いは一部が一致する場合でも構わない。
【０００５】
また、記憶部（８）に記憶されている電話帳データにおいて、電話番号と共に名前を関連
づけて記憶されており、さらに顔画像が電話番号や名前と共に関連付けられて記憶されて
いる装置が米国特許 5,907,604に記載されている。米国特許 5, 07,604においては、着信
があった時に、発信者の電話番号通知に基づき、電話帳データから画像を検索し、ディス
プレイに画像を表示する技術が記載されている。米国特許 5, 07,604は、テレビ会議シス
テムに関する技術であり、新たに会議に参加しようとする人があった場合や、電話着信が
あった場合にディスプレイに発信者の顔画像を表示することによって、着信に応答
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される事を特徴とする請求項１３乃至２１に記載の通信機器

電波を発する操作を無効するスリープモードがオン設定されている場合、表示部は、上
記未応答コールウェイティング報知手段による表示後すぐに、スリープモードであること
を示すスリープモード表示に切替り、スリープモード表示時に、何らかの不特定の操作を
することにより、未応答コールウェイティング報知手段による表示に戻る事を特徴とする
請求項１３乃至２２に記載の通信機器。

９

９

するか



否かを判断し、着信に応答しなければ、ＴＶ会議の邪魔にならないように、表示された画
像はディスプレイ上から永久に消えるという技術であります。
【０００６】
一方、携帯電話において、着信があった場合に、何らかの理由で着信に応答しなかったか
、応答できなかった場合、その着信情報は、Ｍｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌリストと呼ばれる着
信有りを示すリストが画面上に表示される。その画面構成は、図１１に示すような構成と
なり、発信者の電話番号通知に基づき、着信日時と着信者の名前、又は電話帳に未登録の
発信者の場合は発信者の電話番号がリストになって表示される。或いは、Ｍｉｓｓｅｄ　
Ｃａｌｌリストを表示せずに、未応答の着信の数だけを示す表示を行う機種も存在する。
【０００７】
ここで、発信者の電話番号通知とは、発信者が発信時に送信してくる発信者の電話番号の
ことであり、着信側ではこの電話番号通知により誰からの着信かが認識できる。このよう
な技術はすでに多くの携帯電話で実用化されており、公知である。
【０００８】
図１１のＭｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌリストにおいては、新しい着信から順にリスト表示され
、 では、１０件の未応答の着信が有ったことが示されており、その中の最近の４件
についてリスト表示されている。この画面をスクロールすることにより、Ｍｉｓｓｅｄ　
Ｃａｌｌリストの次のページを見ることができるようになっている。スクロールの方法は
、その携帯電話の機種によって異なるが、如何なる方法であっても構わない。上記の例で
は、表示件数を４件としたが、件数は機種によって様々である。
【０００９】
また、通話中に第３者から新たな着信を受取ることができる、いわゆるキャッチホンのサ
ービスがすでに存在している。この場合、通話中に生じた新たな着信に応じないか、応じ
ることができない場合がある。即ち、Ａという人物と通話中に、新たにＢという人物から
着信したことが基地局から、ピーという音などの何らかの割り込み音で通知される。この
時、Ａとの通話を保留にしてＢの着信に応答することも可能であり、無視することもでき
る。無視した場合、基地局側で予め定められた一定の時間が経過すると基地局でＢからの
着信を終了させる。この場合、基地局で留守番メッセージサービスを提供している場合も
ある。
【００１０】
一方、携帯電話内にタイマーを設け、通話中の第３者からの着信に一定時間内に応答しな
ければ、携帯電話が自動的にこの第３者の着信を終了させる機種も存在する。
【００１１】
このように、携帯電話で通話中に生じた着信は、終話後にＭｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌリスト
で通知される。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
携帯電話の電話帳機能において、電話番号やアドレス、名前と画像を関連づけて格納した
場合、着信時に応答しなかった場合、即ち通話状態にしなかった場合、未応答の着信は、
上記のごとくＭｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌリストで、誰から、いつ着信があったかを知らされ
る。しかし、Ｍｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌリストでは、発信者の名前か電話番号と、着信時間
がリスト状に表示されるのみであり、使用者にとっては、誰からの着信か認識するのには
十分ではない。
【００１３】
例えば、顔はわかるが名前が思い出せないといったことはよくあることである。このよう
な場合、逆に、着信があっても、発信者に関する情報が名前だけであれば、誰からの着信
かすぐにわからない場合が発生する。従って、携帯電話の使用者にとってＭｉｓｓｅｄ　
Ｃａｌｌリストの表示だけでは不十分である。
【００１４】
さらに、通話中に新たに着信があり、その新たな着信に応答しなかった場合、即ち新たな
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図１１



相手と通話状態にならなかった場合は、その新たな着信はＭｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌリスト
にも掲載されるが、やはり、発信者に関する情報が名前だけであれば、誰からの着信かす
ぐにわからない場合が発生する。従って、携帯電話の使用者にとってＭｉｓｓｅｄ　Ｃａ
ｌｌリストの表示だけでは不十分である。従って、携帯電話の利用者は、キャッチホン機
能による新たな着信が誰からの着信であったのかをすぐに認識できない場合があるという
不便さがある。
【００１５】
本願発明は、上記の問題を解決することを目的としてなされたものである。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　　　　本願発明は、上記問題に鑑みなされたものであり、

【００１８】
　　　

【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を、図面に沿って具体的に説明する。
【００２０】
本発明に係る携帯電話の外観は、従来と同様の構成であり、図９に示すような構成である
。
【００２１】
本発明の実施例のブロック図を、図１に示す。ハードウェアの構成としては、従来技術と
同様であるため、本願発明に関連する部分についてのみ説明する。
【００２２】
記憶部（８）には、電話帳（１１）が含まれており、電話帳では、図２に示す如くデータ
が保存されている。すなわち、名前と電話番号と画像データが関連付けられており、画像
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着信があった場合に、着信の
報知が可能な着信報知手段と、画像を表示可能な表示部と、発信や着信応答のためのキー
操作部と、着信があった場合に、該着信の発信者を特定するためのＩＤを着信信号と共に
受取るＩＤ受信手段と、発信者のＩＤと発信者を認識できる名称と発信者を認識できる画
像データを関連付けて保存できる第 1記憶手段と、上記ＩＤ受信手段によって受けとられ
たＩＤと上記第１記憶手段に保存されているＩＤを比較するＩＤ比較手段と、着信に未応
答であった場合に、上記ＩＤ受信手段によって受取られたＩＤを保存できる第２記憶手段
と、着信に未応答のまま終了又は切断されると、上記第２記憶手段に記憶されたＩＤに基
づく上記ＩＤ比較手段による比較の結果、上記ＩＤ受信手段によって受取られたＩＤが第
１記憶手段に保存されているＩＤの少なくとも一部に一致した場合に、上記表示部によっ
て該ＩＤに関連付けられた情報と共に表示部に表示できる未応答着信報知手段とを有する
通信機器である。

さらに、第１の通信相手と通信中に、第２の通信相手からの着信が可能な受信部と
、第２の通信相手からの着信があった場合に、聴覚的及び /又は視覚的に該着信を報知す
る着信報知手段と、発信及び着信応答のためのキー操作部と、
着信があった場合に、該着信の発信者を特定するためのＩＤを着信信号と共に受取るＩＤ
受信手段と、発信者のＩＤと発信者を認識できる名称と発信者を認識できる画像データを
関連付けて保存できる第 1記憶手段と、上記ＩＤ受信手段によって受けとられたＩＤと上
記第１記憶手段に保存されているＩＤを比較するＩＤ比較手段と、着信に未応答であった
場合に、上記ＩＤ受信手段によって受取られたＩＤと上記第１記憶手段に保存されている
ＩＤを比較するＩＤ比較手段と、着信に未応答であった場合に、上記ＩＤ受信手段によっ
て受取られらたＩＤを保存できる第２記憶手段と、上記第２の通信相手からの着信に未応
答のまま終了又は切断されると、上記第２記憶手段に記憶されたＩＤに基づく上記ＩＤ比
較手段による比較の結果、上記ＩＤ受信手段によって受取られた第２の通信相手のＩＤが
第１記憶手段に保存されているＩＤの少なくとも一部に一致した場合に、上記表示部によ
って該ＩＤに関連付けられた情報と共に表示部に表示できる未応答コールウェイティング
報知手段とを有する通信機器でもある。



データは、画像データファイル名（ＭＧ、ＳＴ、ＪＭ，ＪＥなど）が関連付けられて保存
されている。画像データは、各々図 2にしめされたファイル名で記憶部（８）内に記憶さ
れている。この場合、画像データのフォーマットは携帯電話が取り扱うことのできる形式
であれば如何なる形式であっても構わない。
【００２３】
また、本願では、図２に示す形式で電話帳を作成したが、実際には名前と電話番号と画像
データが関連づけられる形式であれば如何なる形式であっても構わない。
【００２４】

次に、電話帳データの登録方法について説明する。
【００２５】
電話帳データの登録方法は、従来より行われている方法で、例えば、図３に示す方法で行
うことができる。電話帳登録機能を立ち上げた後（ステップ３０１）、図２における電話
帳の整理番号のうち空いている番号をサーチする（ステップ３０２）。この時、空いてい
る整理番号は、小さい番号から順にサーチしてもよいし、前回登録された整理番号の次の
整理番号からサーチしてもよい。サーチ方法は如何なる方法でもよく、サーチした結果、
例えば最初に見つかった空きの整理番号を使用する整理番号ｋとして決定する。
【００２６】
次に、登録のためのパラメータとして、名前のデータを格納するｎａｍｅ（ｋ）、電話番
号のデータを格納するｔｅｌ（ｋ）、画像データのファイル名を格納するｉｍａｇｅ（ｋ
）をクリアする（ステップ３０３）。
【００２７】
さらに詳しくは、ステップ３０２において空いている整理番号をサーチする方法は種々の
方法が考えられる。以下に限定されるわけではないが、第１のサーチ方法は、ｎａｍｅ（
ｋ）、ｔｅｌ（ｋ）、ｉｍａｇｅ（ｋ）を全てサーチし、全てがｎｕｌｌである整理番号
ｋを見つけ出す方法、第２のサーチ方法は、ｎａｍｅ（ｋ）もしくはｔｅｌ（ｋ）のどち
らかをサーチし、ｎｕｌｌである整理番号ｋを見つけ出す方法、第３のサーチ方法は、各
整理番号毎にフラグを設け、例えばフラグが１であれば使用中、フラグが０であれば未使
用か削除済みを表わし、このフラグをサーチすることによって空き番号ｋを見つける方法
がある。
【００２８】
上記第１のサーチ方法の場合、既にｎａｍｅ（ｋ）、ｔｅｌ（ｋ）、ｉｍａｇｅ（ｋ）が
ｎｕｌｌであることがわかっているので、ステップ３０３は省略する。上記第２及び第３
のサーチ方法の場合、ステップ３０３において、ｎａｍｅ（ｋ）、ｔｅｌ（ｋ）、ｉｍａ
ｇｅ（ｋ）のリセットを行うことを目的とする。
【００２９】
次に、表示部（９）に、登録用画面を表示し（ステップ３０４）、最初に名前を入力する
（ステップ３０５）。名前が入力されると、そのデータはｎａｍｅ（ｋ）に格納される（
ステップ３０６）。次に、電話番号を入力するための画面が表示部に表示され、電話番号
を入力する（ステップ３０７）。電話番号が入力されると、そのデータはｔｅｌ（ｋ）に
格納される（ステップ３０８）。そのあと、画像データのファイル名を入力する画面に切
替る。
【００３０】
ここで、画像データは、事前に携帯電話内の記憶部（８）に格納されているものとする。
画像データの入力方法には種々の方法が考えられ、登録すべき相手から画像データを送信
してもらってもよいし、カメラなどで撮影したデータをパソコン等を通じて取り込んでも
よいし、カメラ付きの携帯電話であればそのカメラで撮影した画像を使っても構わない。
このように、如何なる方法でも構わないが、事前に格納された画像データのファイルが記
憶部（８）に存在する場合は（ステップ３０９）、画像データのファイル名を入力する画
面において、そのファイル名を入力する（ステップ３１０）。入力されたファイル名は、
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電話帳データの登録：



ｉｍａｇｅ（ｋ）に格納する（ステップ３１１）。
【００３１】
一方、画像データが記憶部（８）に格納されていない場合（ステップ３０９）、ｉｍａｇ
ｅ（ｋ）には、　　　ｎｕｌｌを入力して画像データがないことを示す（ステップ３１２
）。
【００３２】
次に、ｎａｍｅ（ｋ）、ｔｅｌ（ｋ）、ｉｍａｇｅ（ｋ）を電話帳データとして、 に
示すように記憶部（８）に格納する（ステップ３１３）。
【００３３】
上記では、発信者を認識するための情報として電話番号を使用したが、これに限定されず
、アドレスなど何らかの他の IDデータを使用しても構わない。
【００３４】
電話帳の登録方法は、上記の方法に限定されず、名前と発呼者の ID（電話番号やアドレス
など）、及び画像データが関連づけられて登録できる方法であれば、いかなる方法であっ
ても構わない。
【００３５】

次に、本願発明の携帯電話に着信があった場合の動作について、図１に従って説明する。
アンテナ（１）を通じて無線信号が受信される。受信された信号はデュプレクサ（２）に
より受信部（３）に送られるように切り換えられる。受信部（３）では、受信した信号の
着信先が自分の電話番号であるかどうかを確認する。具体的には受信信号に含まれている
発呼先番号或いは発呼先アドレスなどの IDが、自分の ID（電話番号、アドレスなど）と一
致した場合は復調処理を行い、自分の ID（電話番号、アドレスなど）と一致しない場合は
無視する。自分宛の着信であるかどうかの確認方法は、一般的に良く知られているためこ
こでは詳しくは記述しない。
【００３６】
また、復調処理は、ＱＰＳＫ等の携帯電話で使用する変調方式に応じて復調される。しか
し、変調方式は QPSKに限定されず、如何なる方式であっても構わない。また、通信方式（
ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡなど）に合わせて復号される。通信方式も如何なる方式であっても本
願発明の主旨に影響は与えない。
【００３７】
この着信に応じて、ＣＰＵ（５）は、携帯電話が有する報知手段を制御して着信報知を行
う。この時、着信信号の中に発信者を特定できる情報、例えば発信者の電話番号やアドレ
スなどの ID情報が含まれている場合、この発信者の電話番号が電話帳（１１）に登録され
ているかどうか確認する。この場合、発信者を特定するのは、電話番号に限定されない。
本発明を実装する製品のシステム構成により、発呼者を特定できる ID情報であれば、如何
なるものであってもかまわない。
【００３８】
発呼者の電話番号が電話帳に登録されている場合は、図４の画４１に示すように、表示部
（９）に、発信者の名前と電話番号、及び電話帳に画像データも登録されていてＰｉｃｔ
ｕｒｅ　Ｒｉｎｇｅｒ機能がオンの場合は画像を表示する。ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｒｉｎｇｅ
ｒ機能とは、着信があった場合に、発信者を画像で通知したり、後述するＭｉｓｓｅｄ　
Ｃａｌｌ画面を表示する機能である。電話帳に画像データが登録されていない場合や、Ｐ
ｉｃｔｕｒｅ　Ｒｉｎｇｅｒがオフの場合は、画像は表示されない。
【００３９】
この時同時に、リンガー音を鳴らしたり、バイブレーションを振動させたりなど、他の着
信報知を併用しても構わない。
【００４０】
上記のような着信報知時、携帯電話の使用者は、表示部（９）に表示された発信者情報を
確認して、着信に応答するかどうかを判断する。
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図２

着信報知：



【００４１】
ここで、着信に応答しなかった場合、図５に示すような未応答リストデータとして、着信
時に得た発信者情報（電話番号等の IDデータ）と着信時間を記憶部（８）に記憶する。こ
こで、着信時間は、ＣＰＵ（５）内の時計機能により知ることができる。携帯電話内の時
計機能は、既知であるためここでは説明を省略する。
【００４２】
未応答リストデータでは、図５に示すように新しい着信から順に整理番号が付される。即
ち、最も新しい未応答の着信は、２００１年４月 4日の 17時１分であるため、これに番号
として１が付されている。
【００４３】
ここで、未応答リストデータの整理番号は、如何なる順番でもよく、上記の順に限定され
ない。
【００４４】

次に未応答の着信があった場合の通知方法について説明する。
【００４５】
まず、図４に示す通り、表示部（９）の表示画面に基づいて説明する。着信があった場合
、画４１に示すように、発信者名と電話番号、及びＰｉｃｔｕｒｅ　Ｒｉｎｇｅｒがオン
の場合は発信者の画像を表示する。この動作については、既に上で述べた。このように着
信があるが、その時着信に応じたくない場合や、例えば会議中や車の運転中などの着信に
応答できない状態である場合、或いは何らかの別の機能（例えばメール作成）を使用して
いて、着信に応答しないことがよくある。着信に応答しなかった場合、通常は基地局が、
ある一定の時間（例えば３０秒）内に応答がなければ、着信を終了する。この場合、基地
局が留守番メッセージサービスを提供し、発信者が基地局内のメモリにメッセージを残し
、着信者はこのメッセージを後聞くことができる場合もある。しかし、基地局がこのよう
なサービスを行っていない場合は、発信者があきらめて切断する。或いは、着信側の端末
でタイマーを有していて、ある一定時間（例えば３０秒）を越えると着信を切断するよう
に設定されている場合もある。
【００４６】
このように着信が応答されずに終了すると、画４１の着信報知画面は、画４２又は画４３
に示すＭｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌ画面に変わる。この時、携帯電話がＬｏｃｋｅｄ状態に設
定されている場合は、最新の未応答着信の発信者の画像と未応答着信の数のみが表示され
（画４３）、Ｌｏｃｋｅｄがなされていることを示す。一方、Ｌｏｃｋｅｄが行われてい
ない場合は、最新の未応答着信の画像と名前と電話番号及び未応答着信の数が表示される
（画４２）。
【００４７】
ここで、Ｌｏｃｋｅｄとは、他人に無断で使用されないように、ロックコードと呼ばれる
暗証番号を入力しないとキー操作ができないようにする機能のことである。
【００４８】
Ｍｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌ画面は、着信時に得た発信者の電話番号等の IDデータに基づいて
、電話帳（１１）を検索し、名前と画像データを読み出して、表示部（９）に表示するこ
とによって形成される。
【００４９】
次に、携帯電話の各機能の設定状態毎の動作を説明する。各機能設定は、従来の携帯電話
と同様に、 MENUキー（１２）などの機能設定のキー操作で行うことができる。本発明のＰ
ｉｃｔｕｒｅ　Ｒｉｎｇｅｒのオン・オフ設定、及び全てのキー操作を無効にするＬｏｃ
ｋｅｄ（但しＬｏｃｋｅｄの解除操作は有効）、例えば航空機モードなどの、発信動作を
停止させるスリープモードの設定により、以下のように動作する。
【００５０】
（ａ）まず、下記の設定の場合、
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Ｍｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌ画面：



（１）Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｒｉｎｇｅｒ：オン
（２）Ｌｏｃｋｅｄ：オフ
（３）スリープモード：オフ
画４２の状態で、何らかのキー（如何なるキーであっても構わない）を操作すると、従来
の未応答リスト（画４４）に切替る。ここでは、未応答の着信がリスト表示され、着信時
間と発信者の名前又は電話番号等が示される。
【００５１】
（ｂ）また、下記の設定の場合、
（１）Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｒｉｎｇｅｒ：オフ
（２）Ｌｏｃｋｅｄ：オフ
（３）スリープモード：オフ
画４２が１５分間表示された後、画４５のパワーセーブ画面に切り替わる。これは、画像
を表示し続けるとバッテリの消耗が激しいため、省電力のために行われる動作であり、パ
ワーセーブの機能は従来の技術と同じである。
【００５２】
（ｃ）また、下記の設定の場合、
（１）Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｒｉｎｇｅｒ：オン
（２）Ｌｏｃｋｅｄ：オン
（３）スリープモード：オフ
画４３の状態では、Ｌｏｃｋｅｄがなされている。そこで、アンロックの操作を行うと、
画４６の画面に切替り、ロックコードの入力画面になる。ロックコードを入力すると、画
４４の未応答リストの画面に切替り、Ｌｏｃｋｅｄが解除されて上記（ｂ）の状態になる
。ここで、ロックコードとは、Ｌｏｃｋｅｄを解除するための暗証番号のことである。
【００５３】
（ｄ）また、下記の設定の場合、
（１）Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｒｉｎｇｅｒ：オフ
（２）Ｌｏｃｋｅｄ：オン
（３）スリープモード：オフ
Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｒｉｎｇｅｒの設定がオフであるため、画４３を表示した後すぐに、画
４７に切替る。
【００５４】
（ｅ）また、下記の設定の場合、
（１）Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｒｉｎｇｅｒ：オン
（２）Ｌｏｃｋｅｄ：オフ
（３）スリープモード：オン
画４２を表示した後すぐに、スリープモードであることを示す画４８に切替る。しかし、
画４８の状態で何らかのキー操作（如何なるキーでも構わない）を行うと、再び画４２に
戻る。
【００５５】
（ｆ）また、下記の設定の場合、
（１）Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｒｉｎｇｅｒ：オン
（２）Ｌｏｃｋｅｄ：オン
（３）スリープモード：オン
画４３を表示後すぐに、スリープモードであることを示す画４８に切替る。しかし、画４
８の状態で何らかのキー操作（如何なるキーでも構わない）を行うと、再び画４３に戻る
。
【００５６】
（ｇ）また、下記の設定の場合、
（１）Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｒｉｎｇｅｒ：オフ
（２）Ｌｏｃｋｅｄ：オン
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（３）スリープモード：オン
画４３を表示した後すぐに、画４７に切替り、さらにすぐにスリープモードであることを
示す画４９に切替る。しかし、画４９の状態で何らかのキー操作（如何なるキーでも構わ
ない）を行うと、再び画４７に戻る。
【００５７】
次に、上記の動作を図６のフローチャートに従って説明する。
【００５８】
待ち受け動作中において、間欠的に着信の有無を確認する（ステップ６０１）。着信があ
った場合、画４１に示すような着信報知画面が表示される（ステップ６０２）。ここで、
Ｌｏｃｋｅｄが設定されていない場合（ステップ６０３）、Ｍｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌ画面
（画４２）が表示される（ステップ６０４）。
【００５９】
ここで、スリープモードが設定されている場合は（ステップ６０５）、スリープ画面（画
４８）に切替る（ステップ６０９）。スリープ画面（画４８）が表示されている状態で何
らかのキー操作を行った場合（ステップ６１０）、再びＭｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌ画面が表
示される（ステップ６０４）。キー操作がない場合は、スリープ画面を表示し続ける（ス
テップ６０９）。
【００６０】
一方、スリープモードがオフの場合（ステップ６０５）で、ＰｉｃｔｕｒｅＲｉｎｇｅｒ
がオンであれば（ステップ６０６）、Ｍｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌ画面（画４２）を表示し続
ける。ここで何らかのキー操作を行うと（ステップ６０７）、未応答リスト（画４４）を
表示する。また、Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｒｉｎｇｅｒがオフの場合（ステップ６０６）、タイ
マーにより着信から１５分が経過したかどうかを確認し（ステップ６１１）、１５分経過
後にパワーセーブ画面（画４５）に切替える（ステップ６１２）。
【００６１】
一方、Ｌｏｃｋｅｄがオンの場合（ステップ６０３）、Ｍｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌ画面（画
４３）を表示する（ステップ６１３）。ここで、Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｒｉｎｇｅｒがオン（
ステップ６１４）でスリープモードがオフ（ステップ６１５）であれば、Ｍｉｓｓｅｄ　
Ｃａｌｌ画面（画４３）を表示しつづける。ここでＬｏｃｋｅｄを解除するための操作を
行うと（ステップ６１６）、未応答リスト（画４４）に切替る（ステップ６０８）。
【００６２】
ここで、Ｌｏｃｋｅｄを解除するための操作は、如何なる操作方法でもよく、例えば、唯
一有効なアンロックキーを操作した後に、ロックコードを入力することで解除を行う方法
が一般に使われている。アンロックキーは、表示部（９）上にタッチパネルで構成しても
よいし、何らかのキーに割り当ててファンクションキーとして構成しても構わない。
【００６３】
次にＬｏｃｋｅｄがオン（ステップ６０３）で、Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｒｉｎｇｅｒがオン（
ステップ６１４）で、スリープモードがオン（ステップ６１５）の場合、Ｍｉｓｓｅｄ　
Ｃａｌｌ画面は、スリープ画面（画４８）に切替る（ステップ６０９）。ここで、何らか
のキー操作を行うと（ステップ６１０）、再びＭｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌ画面（画４３）に
戻る（ステップ６１３）。
【００６４】
さらに、Ｌｏｃｋｅｄがオンで（ステップ６０３）、Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｒｉｎｇｅｒがオ
フで（ステップ６１４）、スリープモードがオフの場合（ステップ６１７）、Ｌｏｃｋｅ
ｄ画面（画４７）に切替る（ステップ６１８）。一方、スリープモードがオンの場合（ス
テップ６１７）、スリープ画面（画４９）が表示される（ステップ６１９）。ここで、何
らかのキーを操作すると、Ｌｏｃｋｅｄ画面（画４７）に切替る（ステップ６１８）。
【００６５】

次に、携帯電話で通話中に他の相手からの着信があった場合について図７に沿って説明す
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る。携帯電話の使用者がＲｏｂｅｒｔｓという人と通話中は、画７１の表示が行われる。
Ｒｏｂｅｒｔｓとの通話中にＫａｔｈｙという人から着信があったとする。この状態をＣ
ａｌｌ　Ｗａｉｔｉｎｇと呼ぶ。
【００６６】
この時、通常は基地局から着信があったことを示す信号が送信されてきて、携帯電話はそ
の信号に応じて着信音を間欠的に鳴らす。この場合に着信音はリンガーでなくてもよく、
スピーカ（６）から“ピ”という音を鳴らすことが一般的である。本発明では、これらの
従来の技術に加えて、Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｒｉｎｇｅｒをオンに設定している場合は、画７
３のようにＫａｔｈｙの画像と名前と電話番号が表示される。Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｒｉｎｇ
ｅｒをオフにして設定している場合は、画７２のように名前と電話番号が表示される。
【００６７】
この時、Ｋａｔｈｙからの着信に応答するためには、例えばＴＡＬＫキー（１３）を押す
ことによって、ｋａｔｈｙと通話状態にし、Ｒｏｂｅｒｔｓとの通話を保留することとが
できる。又は、Ｍｅｎｕキー（１２）を押すことにより、画７４に示すようにＯｐｔｉｏ
ｎｓの選択項目が表示され、Ｆｌａｓｈを選択することにより、同様に、ｋａｔｈｙと通
話状態にし、Ｒｏｂｅｒｔｓとの通話を保留することとができる。
【００６８】
この時、表示部（９）には、Ｋａｔｈｙと通話中であることを示す表示がなされる（画７
５）。
【００６９】
次に、再びＲｏｂｅｒｔｓとの通話を再開するためには、再度、ＴＡＬＫキーを押すこと
によって、Ｒｏｂｅｒｔｓと通話状態にし、Ｋａｔｈｙとの通話を保留することとができ
る。又は、Ｍｅｎｕキーを押すことにより、画７６に示すようにＯｐｔｉｏｎｓの選択項
目が表示され、Ｆｌａｓｈを選択することにより、同様に、Ｒｏｂｅｒｔｓと通話状態に
し、Ｋａｔｈｙとの通話を保留することができる。
【００７０】
この時、表示部（９）には、Ｒｏｂｅｒｔｓと通話中であることを示す表示に戻る（画７
７）。
【００７１】
一方、Ｃａｌｌ　Ｗａｉｔｉｎｇ発生において、Ｋａｔｈｙからの着信に例えば３０秒以
上応答しなかった場合、通常は基地局がＫａｔｈｙからの着信を終了させて、留守番メッ
セージサービスに接続する。しかし、基地局がこのようなサービスを実施していない場合
もあるので、着信を受けた端末が３０秒以内に応答しない場合は、端末が自動的にオンフ
ックするようにしても構わない。さらに、Ｋａｔｈｙが自ら発信を停止する場合もありう
る。
【００７２】
このように、Ｃａｌｌ　Ｗａｔｉｎｇによる着信が未応答となり、Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｒｉ
ｎｇｅｒがオンの場合は、Ｍｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌ画面を表示し、Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｒｉ
ｎｇｅｒがオフの場合は未応答リストを表示する。
【００７３】
次に、Ｃａｌｌ　Ｗａｉｔｉｎｇに未応答に場合の動作について説明する。Ｃａｌｌ　Ｗ
ａｉｔｉｎｇに未応答である場合は、図４における動作と同様であり、画４２から画４９
までの動作と同じである。
【００７４】
さらに、Ｍｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌリストから、発信処理をすることも可能である。その動
作を図８に示す。図８における画４１から画４８の動作は図４における動作と同じである
ため同じ番号を付している。ここでは、簡単のため、Ｍｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌ画面（画４
２）は示さず、未応答リスト（画４４）のみを記載している。また、同様に、Ｌｏｃｋｅ
ｄがオンの時のＭｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌ画面（画４３）は示さず、Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｒｉ
ｎｇｅｒがオフの場合のＭｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌ画面（画８２）を記載している。
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【００７５】
画８１に示す通話の終了後、未応答リスト（画４４）より、一つの着信を選び、Ｔａｌｋ
キーを操作することで、選択された発信先を電話帳（１１）より読み出して、発信処理が
なされる（画８３）。
【００７６】
上記の実施例では、未応答の着信のみを記録して、Ｍｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌ画面を構成し
、未応答リストを構成しているが、未応答であるか否かに関わらず全ての着信に対して同
様の処理を行うことは容易に実現できる。
【００７７】
また、上記のＭｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌ画面では、発信者の画像を使用することを述べたが
、これに限定されるものではなく、携帯電話の使用者が発信者を特定できる画像であれば
、いかなる画像を使用しても差し支えない。
【００７８】
また、本発明の実施例は携帯電話について記載したが、本発明はあらゆる通信機器に適用
可能であり、音声通話にも限定されない。例えば、メール機能であれが、未応答を未読と
考えれば、同様の処理である。
【００７９】
【発明の効果】
本発明は、着信があった場合に、表示部を用いて着信の報知が可能であり、発信や着信応
答のためのキー操作部を有し、着信があった場合に、該着信の発信者と特定するためのＩ
Ｄ信号を着信信号と共に受取るＩＤ受信手段と、発信者のＩＤ信号と発信者を認識できる
名称と発信者を認識できる画像データを関連付けて保存できる第 1の記憶手段と、上記受
けとられたＩＤ信号に基づいて第 1の記憶手段を検索し、一致するＩＤ信号が第 1の記憶手
段に保存されていた場合、該着信に未応答であれば、該ＩＤ信号に関連する上記名称及び
／又はＩＤ信号、及び画像データを表示部に表示する未応答着信報知手段とを有する通信
機器である。
【００８０】
本発明を利用することによって、着信に応答しなかった場合、Ｍｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌ画
面によって、発信者を特定できる情報、特に画像情報を通知することができる。従って、
従来では、未応答の着信に対しては発信者の名前もしくは電話番号しか通知されないとい
う不便さを解決できる。
【００８１】
また本発明は、着信があった場合に、表示部を用いて着信の報知が可能であり、発信や着
信応答のためのキー操作部を有し、着信があった場合に、該着信の発信者と特定するため
のＩＤ信号を着信信号と共に受取るＩＤ受信手段と、発信者のＩＤ信号と発信者を認識で
きる名称と発信者を認識できる画像データを関連付けて保存できる第 1の記憶手段と、上
記受けとられたＩＤ信号に基づいて第 1の記憶手段を検索し、一致するＩＤ信号が第 1の記
憶手段に保存されていた場合、該着信が終了した後、該ＩＤ信号に関連する上記名称及び
／又はＩＤ信号、及び画像データを表示部に表示する着信報知手段とを有する通信機器と
することも可能である。
【００８２】
従来は、着信時のみしか、発信者の画像を確認することはできなかったが、本発明を利用
することによって、応答、未応答に関係なく、着信終了後も、全ての着信の発信者を画像
で確認することができる。従って、従来の、着信終了後は各着信に対して発信者の名前も
しくは電話番号しか通知されないという不便さを解決できる
さらに、本発明は、着信があった場合に、表示部を用いて着信の報知が可能であり、第１
の通信相手と通信中に、第２の通信相手からの着信が可能であり、発信及び着信応答のた
めのキー操作部を有し、第２の通信相手からの着信があった場合に、聴覚的及び /又は視
覚的に該着信を報知する着信報知手段と、着信があった場合に、該着信の発信者と特定す
るためのＩＤ信号を着信信号と共に受取るＩＤ受信手段と、発信者のＩＤ信号と発信者を
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認識できる名称と発信者を認識できる画像データを関連付けて保存できる第 1の記憶手段
と、第 1の通信相手との通信中に第２の通信相手からの着信があり、第２の通信相手の着
信に未応答であり、着信時に受信された第２の通信相手のＩＤ信号に基づいて第 1の記憶
手段を検索し、一致するＩＤ信号が第 1の記憶手段に保存されていた場合、第１の通信相
手との通信終了後に、該ＩＤ信号に関連する上記名称及び／又はＩＤ信号、及び画像デー
タを表示部に表示する未応答着信報知手段とを有する通信機器でもある。
【００８３】
本発明を利用することによって、Ｃａｌｌ　Ｗａｉｔｉｎｇに応答しなかった場合も、Ｍ
ｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌ画面によって、発信者を特定できる情報、特に画像情報を通知する
ことができる。従って、従来はＣａｌｌ　Ｗａｉｔｉｎｇ発生時に応答しなかった場合、
終話後も、全ての着信の発信者を画像で確認することができる。従って、従来の終話後は
各着信に対して発信者の名前もしくは電話番号しか通知されないという不便さを解決でき
る
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のブロック図
【図２】電話帳データの構成図
【図３】電話帳登録のフローチャート
【図４】本発明の実施例のＭｉｓｓｅｄ　Ｃａｌｌ画面の遷移図
【図５】未応答リストデータの構成図
【図６】本発明の実施例のフローチャート
【図７】Ｃａｌｌ　Ｗａｉｔｉｎｇ時の処理
【図８】未応答リストからの発呼処理
【図９】携帯電話の外観図
【図１０】従来技術のブロック図
【図１１】未応答リストの画面
【符号の説明】
１　　アンテナ
２　　デュプレクサ
３　　受信部
４　　送信部
５　　ＣＰＵ
６　　スピーカ
７　　マイク
８　　記憶部
９　　表示部
１０　操作部
１１　電話帳
１２　ＭＥＮＵキー
１３　ＴＡＬＫキー
１４　ＰＯＷＥＲキー
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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