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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザーおよび送受信相手のプロフィール情報を記録する記憶部と、
　前記プロフィール情報は、氏名または名称である識別子に、電話番号とメールアドレス
の少なくともいずれかと、属性とを関連付けて記録されており、
　前記ユーザーの自己プロフィール情報と、他の端末が記録する前記送受信相手の他者プ
ロフィール情報とのプロフィール交換を行うプロフィール交換部と、
　前記属性を選択することによって、前記電話番号もしくは前記メールアドレスのうちか
ら、前記属性に関連付けられた抽出電話番号もしくは抽出メールアドレスを抽出して、前
記抽出電話番号もしくは前記抽出メールアドレスを送信先として通信を行う演算部と、
　を具備し、
　前記演算部は、前記プロフィール交換部が取得した前記他者プロフィール情報に、前記
プロフィール交換を行って取得した前記プロフィール情報であることを示す交換取得属性
を前記属性として付与し、前記ユーザーによって前記自己プロフィール情報が変更された
時に、前記交換取得属性の付与された前記他者プロフィール情報を前記記憶部から抽出し
て、当該他者プロフィールに記録された前記メールアドレス宛てに、自己プロフィール情
報の変更内容を含めた内容通知を送信する
　携帯通信端末。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯通信端末であって、
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　前記演算部は、前記交換取得属性が付与されている前記他者プロフィール情報に記録さ
れた前記メールアドレスから前記内容通知を受信した時に、当該メールアドレスに対応す
る前記他者プロフィール情報を、前記内容通知に基づいて変更する、
　携帯通信端末。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の携帯通信端末であって、
　前記記憶部は、前記プロフィール情報に、複数の前記電話番号と複数の前記メールアド
レスと複数の前記属性とを、前記識別子に対応させて記録し、さらに前記属性は、前記電
話番号および前記メールアドレスの各々に関連付けられて記録しており、
　前記演算部は、前記属性の選択により、前記属性に関連付けられた前記電話番号もしく
は前記メールアドレスを選択して、当該電話番号もしくは当該メールアドレスを宛先とし
て通信を行う
　携帯通信端末。
【請求項４】
　ユーザーおよび送受信相手のプロフィール情報を記録するステップと、
　前記プロフィール情報は、氏名または名称である識別子に、電話番号とメールアドレス
の少なくともいずれかと、属性とを関連付けて記録されており、
　前記ユーザーの自己プロフィール情報と、他の端末が記録する前記送受信相手の他者プ
ロフィール情報とのプロフィール交換を行うステップと、
　前記属性を選択することによって、前記電話番号もしくは前記メールアドレスのうちか
ら、前記属性に関連付けられた抽出電話番号もしくは抽出メールアドレスを抽出するステ
ップと、
　前記抽出電話番号もしくは前記抽出メールアドレスを送信先として通信を行うステップ
と、
　前記他者プロフィール情報に、前記プロフィール交換を行って取得した前記プロフィー
ル情報であることを示す交換取得属性を前記属性として付与するステップと、
　前記ユーザーによって前記自己プロフィール情報が変更された時に、前記交換取得属性
の付与された前記他者プロフィール情報を抽出するステップと、
　当該他者プロフィールに記録された前記メールアドレス宛てに、自己プロフィール情報
の変更内容を含めた内容通知を送信するステップと
　を備える通信情報選択方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の通信情報選択方法であって、
　前記交換取得属性が付与されている前記他者プロフィール情報に記録された前記メール
アドレスから前記内容通知を受信するステップと、
　当該メールアドレスに対応する前記他者プロフィール情報を、前記内容通知に基づいて
変更するステップと
　をさらに備える通信情報選択方法。
【請求項６】
　請求項４または請求項５に記載の通信情報選択方法であって、
　前記プロフィール情報は、複数の前記電話番号と複数の前記メールアドレスと複数の前
記属性とを、前記識別子に対応させて記録し、さらに前記属性は、前記電話番号および前
記メールアドレスの各々に関連付けられて記録しており、
　前記属性の選択により、前記属性に関連付けられた前記電話番号もしくは前記メールア
ドレスを選択するステップと、
　当該電話番号もしくは当該メールアドレスを宛先として通信を行うステップと
　をさらに備える通信情報選択方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、携帯通信端末に関し、特に送受信先を記憶する携帯通信端末に関する。
【０００２】
【従来の技術】
携帯電話は、音声通話とデータ通信に使用される。特に、携帯電話は、電子メール送受信
やデータ情報通信のための通信端末としての利用の使用目的が拡大している。しかし、同
一の内容の電子メールを多数の相手に対して送信する場合、携帯電話端末側の操作は、宛
先を１つ１つ指定しなければならない場合がある。さらに、１つのメールに対して、一度
に指定できる宛先の数が制限される場合がある。このため、多数の人に一のメールを送付
する作業が煩雑になる場合がある。
さらに、受信メールをフォルダ毎に振り分けて格納する機能を有する端末がある。この場
合、フォルダ毎に、格納対象とする送信先のメールアドレスを指定する必要がある場合が
ある。
【０００３】
従来の携帯電話においては、アドレス帳の送受信先識別子（氏名や名称を含む）ごとの情
報を、使用者が作成するグループに記録する機能を有するものが知られている。この場合
、グループを検索することで送受信先識別子を検索することができる。しかし、送受信先
が複数のグループに属する場合、それぞれのグループに重複して記録する必要が生じる場
合がある。
【０００４】
また、所定の仕様の携帯電話の中には、５つまでのメールアドレスを１つのグループアド
レスとして登録できる機能を有するものがある。このような携帯電話では、メール送信時
の宛先にそのグループアドレスを選択することにより、既定の数（例えば最大５つまで）
のアドレスが宛先に展開されるような機能を有する。但し、このグループアドレスへのア
ドレス登録は、アドレス帳登録とは別に行う必要がある場合がある。さらに、メール送信
時に複数のグループアドレスを宛先として指定できない場合がある。
【０００５】
一つの送受信先識別子に対して、グループなどの属性付けが複数できることが望まれる。
さらに、属性を選択することで、その属性に属する送受信先識別子の電話番号もしくはメ
ールアドレスを抽出することができることが望まれる。さらに、属性により抽出されたメ
ールアドレスに一括してメール等を送信することができることが望まれる。
また、複数の属性を論理式により指定して、論理式の条件の合う送受信先識別子を抽出す
ることができることが望まれる。
さらに、一つの送受信先識別子に対応付けられた複数の電話番号もしくはメールアドレス
から、属性を選択することで、好適な電話番号もしくはメールアドレスを選択することが
できることが望まれる。これにより、一つの送受信先識別子に対して複数の電話番号もし
くはメールアドレスが記録されている場合に、迅速に適当な電話番号もしくはメールアド
レスを選択することができる。
さらに、受信したメールの送信元の属性を判別し、属性ごとに作成された格納フォルダに
記録することが望まれる。このように格納先が、自動的に分けられることにより、受信メ
ールの整理が容易になる。また、確認すべきメールが容易に判断できる。
【０００６】
メールアドレス情報と、グループ別の受信メール格納領域を規定するグループ情報又は個
人別の受信メール格納領域を規定する個人情報を登録管理する記憶手段を備え、受信メー
ルの送信元のメールアドレス情報を抽出し、前記メールアドレス情報を、前記記憶手段に
予め登録されているメールアドレス情報と照合し、前記照合の結果一致した場合、前記受
信メールを、前記記憶手段に登録されているグループ情報、又は個人情報に予め関連付け
されている受信メール格納領域に自動的に振り分けて前記受信メール格納領域に格納する
手段を備えたことを特徴とするメール管理装置が公開されている（例えば特許文献１）。
【０００７】
個人の氏名と該氏名に対応する複数の電話番号とを対応づけた電話帳データを格納するメ
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モリと、指示を入力する操作部と、前記指示に従って、前記メモリから電話帳データを検
索する制御部とを備える携帯電話機であって、前記メモリは、前記氏名に対応する複数の
電話番号の各々を判断するための情報を格納するメモリであり、前記制御部は、前記操作
部から電話帳データを検索する指示の入力を受けると、検索された結果として、前記メモ
リに格納されている電話番号及び当該電話番号を判断するための情報を順次表示する制御
部であることを特徴とする携帯電話機が公開されている（例えば特許文献２）。
【０００８】
メールアドレスの入力およびメール本文の作成等に使用する入力部、アンテナを介してメ
ールを送受信する無線部、ユーザへのメッセージ等を表示する表示部および各部の動作を
制御する制御部を含む携帯電話装置において、ユーザが予め登録した名前、電話番号およ
びメールアドレス等の電話帳データおよび過去に送受信したメールの送受信日、相手メー
ルアドレスおよびメール本文等の履歴情報を記憶する送受信メールデータを含む記憶部を
備えることを特徴とする携帯電話装置が公開されている（例えば特許文献３）。
【０００９】
個人の氏名と該氏名に対応する複数の電話番号とを対応づけた電話帳データを格納するメ
モリと、指示を入力する操作部と、前記指示に従って、前記メモリから電話帳データを検
索する制御部とを備える携帯電話機であって、前記制御部は、前記操作部から電話帳デー
タを検索する指示の入力を受けると、指示された氏名を前記メモリから検索し、前記氏名
が検索されると、当該氏名に対応づけて格納されている複数の電話番号を順次発呼する制
御部であることを特徴とする携帯電話機が公開されている（例えば特許文献４）。
【００１０】
電子化された名刺情報を携帯電話同士で赤外線等の無線通信方式にて交換する技術が公開
されている（例えば特許文献５）。
【００１１】
【特許文献１】
特開２００２－２４４９８４号公報
【特許文献２】
特開２００１－３５８８２３号公報
【特許文献３】
特開２００３－５２０７１号公報
【特許文献４】
特開平１０－１６４２１０号公報
【特許文献５】
特開２００１－１１７８８３号公報
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、送受信先識別子毎に複数の属性を付加して登録することができ、その属性を利
用して、アプリケーションのユーザ操作性を向上させることができる携帯通信端末を提供
することにある。
【００１３】
本発明の他の目的は、送受信先識別子に対して複数の属性を付けられるアドレス帳機能を
有する携帯通信端末を提供することにある。
【００１４】
本発明の更に他の目的は、属性を指定することで送受信先識別子の電話番号もしくはメー
ルアドレスを選択し、一括して通信を行うことができる携帯通信端末を提供することにあ
る。
【００１５】
本発明の更に他の目的は、複数の属性を指定と論理式により、所望の条件の送受信先識別
子の電話番号もしくはメールアドレスを選択することができる携帯通信端末を提供するこ
とにある。
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【００１６】
本発明の更に他の目的は、属性を選択することで、一の送受信先識別子に対応付けられた
複数の電話番号もしくはメールアドレスから、好適なものを選択することができる携帯通
信端末を提供することにある。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
以下に、［発明の実施の形態］で使用する番号・符号を用いて、課題を解決するための手
段を説明する。これらの番号・符号は、［特許請求の範囲］の記載と［発明の実施の形態
］の記載との対応関係を明らかにするために付加されたものであるが、［特許請求の範囲
］に記載されている発明の技術的範囲の解釈に用いてはならない。
【００１８】
　本発明の携帯通信端末は、ユーザーおよび送受信相手のプロフィール情報を記録する記
憶部（２０５）と、前記プロフィール情報は、氏名または名称である識別子（２０）に、
電話番号（２２－ｉ）とメールアドレス（２３－ｉ）の少なくともいずれかと、属性（２
４－ｉ）とを関連付けて記録されており、前記ユーザーの自己プロフィール情報と、他の
端末が記録する前記送受信相手の他者プロフィール情報とのプロフィール交換を行うプロ
フィール交換部（６０１、６０２）と、前記属性（２４－ｉ）を選択することによって、
前記電話番号（２２－ｉ）もしくは前記メールアドレス（２３－ｉ）のうちから、前記属
性（２４－ｉ）に関連付けられた抽出電話番号（２２－ｉ）もしくは抽出メールアドレス
（２３－ｉ）を抽出して、前記抽出電話番号（２２－ｉ）もしくは前記抽出メールアドレ
ス（２３－ｉ）を送信先として通信を行う演算部（２０３）とを具備し、前記演算部（２
０３）は、前記プロフィール交換部（６０１、６０２）が取得した前記他者プロフィール
情報に、前記プロフィール交換を行って取得した前記プロフィール情報であることを示す
交換取得属性（２４－ｉ）を前記属性（２４－ｉ）として付与し、前記ユーザーによって
前記自己プロフィール情報が変更された時に、前記交換取得属性（２４－ｉ）の付与され
た前記他者プロフィール情報を前記記憶部（２０５）から抽出して、当該他者プロフィー
ルに記録された前記メールアドレス（２３－ｉ）宛てに、自己プロフィール情報の変更内
容を含めた内容通知を送信する。
【００１９】
　本発明の携帯通信端末の前記演算部（２０３）は、前記交換取得属性（２４－ｉ）が付
与されている前記他者プロフィール情報に記録された前記メールアドレス（２３－ｉ）か
ら前記内容通知を受信した時に、当該メールアドレス（２３－ｉ）に対応する前記他者プ
ロフィール情報を、前記内容通知に基づいて変更する。
【００２０】
　本発明の携帯通信端末の前記記憶部（２０５）は、前記プロフィール情報に、複数の前
記電話番号（２２－ｉ）と複数の前記メールアドレス（２３－ｉ）と複数の前記属性（２
４－ｉ）とを、前記識別子（２０）に対応させて記録し、さらに前記属性（２４－ｉ）は
、前記電話番号（２２－ｉ）および前記メールアドレス（２３－ｉ）の各々に関連付けら
れて記録しており、前記演算部（２０３）は、前記属性（２４－ｉ）の選択により、前記
属性（２４－ｉ）に関連付けられた前記電話番号（２２－ｉ）もしくは前記メールアドレ
ス（２３－ｉ）を選択して、当該電話番号（２２－ｉ）もしくは当該メールアドレス（２
３－ｉ）を宛先として通信を行う携帯通信端末。
【００２１】
　本発明の通信情報選択方法は、ユーザーおよび送受信相手のプロフィール情報を記録す
るステップと、前記プロフィール情報は、氏名または名称である識別子（２０）に、電話
番号（２２－ｉ）とメールアドレス（２３－ｉ）の少なくともいずれかと、属性（２４－
ｉ）とを関連付けて記録されており、前記ユーザーの自己プロフィール情報と、他の端末
が記録する前記送受信相手の他者プロフィール情報とのプロフィール交換を行うステップ
と、前記属性（２４－ｉ）を選択することによって、前記電話番号（２２－ｉ）もしくは
前記メールアドレス（２３－ｉ）のうちから、前記属性（２４－ｉ）に関連付けられた抽
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出電話番号（２２－ｉ）もしくは抽出メールアドレス（２３－ｉ）を抽出するステップと
、前記抽出電話番号（２２－ｉ）もしくは前記抽出メールアドレス（２３－ｉ）を送信先
として通信を行うステップと、前記他者プロフィール情報に、前記プロフィール交換を行
って取得した前記プロフィール情報であることを示す交換取得属性（２４－ｉ）を前記属
性（２４－ｉ）として付与するステップと、前記ユーザーによって前記自己プロフィール
情報が変更された時に、前記交換取得属性（２４－ｉ）の付与された前記他者プロフィー
ル情報を抽出するステップと、当該他者プロフィールに記録された前記メールアドレス宛
てに、自己プロフィール情報の変更内容を含めた内容通知を送信するステップとを備える
。
【００２２】
　さらに、本発明の通信情報選択方法は、以下のステップを備える。
前記交換取得属性（２４－ｉ）が付与されている前記他者プロフィール情報に記録された
前記メールアドレス（２３－ｉ）から前記内容通知を受信するステップと、当該メールア
ドレス（２３－ｉ）に対応する前記他者プロフィール情報を、前記内容通知に基づいて変
更するステップ。
【００２３】
　本発明の通信情報選択方法において、前記プロフィール情報は、複数の前記電話番号（
２２－ｉ）と複数の前記メールアドレス（２３－ｉ）と複数の前記属性（２４－ｉ）とを
、前記識別子（２０）に対応させて記録し、さらに前記属性（２４－ｉ）は、前記電話番
号（２２－ｉ）および前記メールアドレス（２３－ｉ）の各々に関連付けられて記録して
おり、本発明の通信情報選択方法は、前記属性（２４－ｉ）の選択により、前記属性（２
４－ｉ）に関連付けられた前記電話番号（２２－ｉ）もしくは前記メールアドレス（２３
－ｉ）を選択するステップと、当該電話番号（２２－ｉ）もしくは当該メールアドレス（
２３－ｉ）を宛先として通信を行うステップとをさらに備える。
【００３５】
【発明の実施の形態】
添付図面を参照して、本発明による携帯通信端末の実施の形態を以下に説明する。
【００３６】
（実施の形態１）
図１を参照して、本発明の一実施例としての携帯通信端末の構成が説明される。
本発明の携帯通信端末は、アンテナ２０１、無線送受信部２０２、制御部２０３、動作用
メモリ２０４、保持用メモリ２０５、ＩＤメモリ２０６、操作部２０７、表示部２０８を
具備する。
【００３７】
制御部２０３は、ＣＰＵなどの演算子を備え、各部の制御を執り行う部分である。具体的
には、制御部２０３は、無線送受信部２０２で復調された信号から自機の呼び出し番号を
検出して着信報知を行う。さらに、制御部２０３は、音声信号やデジタルデータ信号の処
理を行い、音声通話、メール送受信機能やサーバ接続機能を実現する。さらに、制御部２
０３は、各メモリに記録されているデータの検索および抽出、使用者により入力された条
件指定や論理式のための演算、さらに所定の動作プログラムの実行を行う。
【００３８】
ＩＤメモリ２０６は、自機の呼び出し番号（発番号）を保持する。制御部２０３では、Ｉ
Ｄメモリ２０６が保持した呼び出し番号（発番号）を 読み出して、復調信号の所定位置
のデータに対して照合を行う。
【００３９】
動作用メモリ２０４は、制御部２０３のＣＰＵの動作プログラムと固定データの格納用、
ＣＰＵ動作時のワーク用として使用される。
【００４０】
保持用メモリ２０５は、メール送受信機能で受信したメールや作成および送信したメール
、アドレス帳等のユーザデータを保持する。
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なお、動作用メモリ２０４と保持用メモリ２０５、ＩＤメモリ２０６の一部は物理的に同
一のデバイス内で領域を分けて実現される場合がある。
【００４１】
操作部２０７は、使用者が情報を入力するキー入力部を含む。操作部２０７は、電話をか
ける際に電話番号を入力したり、アドレス帳登録などテキスト入力を行ったり、各種機能
の設定入力を行ったりするために用いられる。
【００４２】
表示部２０８は、液晶ディスプレイに代表される表示パネルを含む。表示部２０８は、発
着信時の電話番号の表示や操作部２０７と連動した各種入力内容の表示、電子メール送受
信機能で受信したテキストメール内容の表示を行う。
【００４３】
アンテナ２０１は位相変調された電波を送受信するほか、公知の携帯通信端末のアンテナ
と同様の機能を有する。
無線送受信部２０２は、アンテナ２０１から受信した電波の復調と、制御部２０３からの
デジタル信号に対する位相変調を行うほか、公知の携帯通信端末の無線送受信部と同様の
機能を有する。
【００４４】
図２を参照して、保持用メモリ２０５に記憶されるアドレス帳１０の例が示される。
アドレス帳１０は、送受信先識別子毎に、複数の電話番号、複数のメールアドレス、複数
の属性を記録することができる。送受信先識別子は、送信する宛先や受信元の氏名や名称
に例示される。
送受信先識別子毎に設けられるデータ欄１１－１～１１－ｎ（ｎは２以上の整数、１～ｎ
の間の任意の数をｉと示す場合がある。以下同じ）毎に複数の電話番号、複数のメールア
ドレス、複数の属性が記録される。
アドレス帳１０は、送受信先識別子毎に、複数の属性を記録することができれば図２に示
される形式には限定されない。
【００４５】
送受信先識別子毎に設けられる欄１１－１～１１－ｎの各々は、送受信先識別子が記録さ
れる名称欄２０、名称の読み欄２１、電話番号欄２２－１～２２－ｋ（ｋは２以上の整数
、１～ｋの間の任意の数をｉと示す場合がある。以下同じ）、メールアドレス欄２３－１
～２３－ｍ（ｍは２以上の整数、１～ｍの間の任意の数をｉと示す場合がある。以下同じ
）、属性欄２４－１～２４ｐ（ｐは２以上の整数、１～ｐの間の任意の数をｉと示す場合
がある。以下同じ）を含む。
【００４６】
送受信先識別子が記録される名称欄２０には、登録された氏名もしくは名称（以下、名称
と記す）が記録される。
読み欄２１には、名称欄２０に記録された名称の読み方が記録される。読み欄２１はアド
レス帳１０のデータ欄１１－１～１１－ｎの表示の順番を並べるときに使用される場合が
ある。
【００４７】
電話番号欄２２－１～２２－ｋには、当該名称の電話番号が記録される。一つの名称に対
して、電話番号が、「自宅」、「実家」、「携帯電話」、「会社」など複数ある場合があ
るので、電話番号欄２２－１～２２－ｋは複数あることが好ましい。
【００４８】
メールアドレス欄２３－１～２３－ｍには、当該名称のメールアドレスが記録される。一
つの名称に対して、メールアドレスが、「自宅パソコンアドレス」、「携帯電話アドレス
」、「会社用アドレス」など複数ある場合があるので、メールアドレス欄２３－１～２３
－ｍは複数あることが好ましい。
【００４９】
属性欄２４－１～２４－ｐには、当該名称の属性が記録される。具体的には、属性は、「
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会社関連」、「プロジェクトチーム」、「設計Ｇr」、「部門内」、「顧客」、「取引先
会社」、「プライベート」、「友人」、「学校ＯＢ、ＯＧ」、「町内会役員」、「クラブ
活動」、「家族・親戚」などがある。属性は、使用者が、入力により自由に設定すること
ができる。
一つの名称に対して、複数の属性を有する場合があるため、属性欄２４－１～２４－ｐは
複数あることが好ましい。
【００５０】
さらに、所定の属性が他の属性を含む場合、もしくは所定の属性が他の属性の一部と重複
する場合がある。
属性の関係の概念が図３を参照して説明される。
例えば、属性Ａ５０は「会社関連」、属性Ｂ５１は「プロジェクトチーム」、属性Ｃ５２
は「設計Ｇr」、属性Ｄ５３は「部門内」、属性Ｅ５４は「プライベート」、属性Ｆ５５
は「友人」である。
属性Ａ５０は、属性Ｂ５１、属性Ｃ５２、属性Ｄ５３を含む。さらに、属性Ｂ５１は、属
性Ｃ５２を含み、属性Ｄ５３の一部を含む場合がある。
さらに、図示されていないが、属性Ａ５０の「会社関連」で、属性Ｆ５５の「友人」に属
する場合が考えられる。具体的には、同じ会社の同期や寮の仲間などである。また、属性
Ｅのみを付加される人物は、知人や家族、親戚などが考えられる。
上記の様に、一つの名称の送受信識別子に対して複数の属性が関連付けられる場合がある
。属性の重複や集合は、使用者が各名称に任意に属性を付けることにより設定することが
できる。
【００５１】
さらに、一つの属性が他の属性を完全に含む場合は、含まれる属性を指定することで、含
む属性にも関連付けられる様に設定することもできる。具体的には、「部門内」の属性で
あれば必ず「会社関連」の属性と関連付けられるように設定することができる。
【００５２】
次に、この属性を利用してメール送信操作の利便性を向上させる動作について図４を用い
て説明する。
本発明の携帯通信端末では、属性の指定により送信先となる名称を抽出し、その名称に登
録されているメールアドレスに一括してメールを送信することができる。
さらに、現在、所定の仕様の携帯電話のメールサービスでは、同一メールを一度に送信で
きる宛先の数に制限があることがある。所定の仕様の携帯電話端末では、送信メール１件
あたり５つまでの宛先を指定して一括送信できるようになっている。属性を指定して、更
に多くの送信先に対して同じ内容のメールを送信したい場合の操作性向上の動作例が、図
４のフローチャートに示される。
【００５３】
先ず、使用者は操作部２０７を操作して、送信メール本文の作成と宛先の指定を行う（Ｓ
Ｔ１）。
この時の宛先指定として、アドレス帳１０に設定された属性を指定できる。
【００５４】
制御部２０３は、属性指定有無の判定を行う（ＳＴ２）。
属性の指定が無く、規定内の送信先のメールアドレス数であれば、従来通りそのまま宛先
に指定された相手に対してメール送信を行う（ＳＴ３）。属性の指定が無く、規定以上の
送信先のメールアドレス数の場合、ステップＳＴ５に進む場合がある。
【００５５】
属性の指定がある場合、制御部２０３はアドレス帳１０から指定属性を持つ名称のメール
アドレスを検索して抽出する（ＳＴ４）。
【００５６】
制御部２０３は、抽出したメールアドレス数が一括送信可能か否かを判定する（ＳＴ５）
。一括送信可能な数であれば、指定属性を持つ全メールアドレスに対してメールの送信を
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行う（ＳＴ６）。制御部２０３は、一括送信可能な数を超えている場合には、先ず一括送
信可能な数分のアドレスに対して、無線送受信部２０２によりメール送信を行う（ＳＴ７
）。さらに、制御部２０３は、抽出されたメールアドレスから、既に送信したアドレスを
送信対象から外す（ＳＴ８）。制御部２０３は残ったメールアドレスについて再度、一括
送信可能か判断する（ＳＴ５）。
制御部２０３は、メールアドレスが一括送信可能になるまで、ステップＳＴ７からステッ
プＳＴ５を繰り返す。
制御部２０３は、一括送信可能な数以下になれば、そのアドレスに対して、無線送受信部
２０２によりメール送信を行う（ＳＴ６）。
【００５７】
この時において、対象属性を持つアドレス帳１件あたりに複数のメールアドレスが登録さ
れている場合には、先頭に登録されているものを優先する。もしくは、登録されているど
のアドレスを宛先対象とするかをユーザが予め選択できるようにすることもできる。
【００５８】
また、属性は単に１つのみを指定できるだけではなく、複数指定、属性同士のＡＮＤ条件
、ＯＲ条件、ＮＯＴ条件の指定も可能とすることにより、より操作性は向上する。例えば
、上記図３の例では、属性Ｂと属性ＤのＡＮＤ条件を指定することにより、部門内のプロ
ジェクトメンバーにのみ限定したメール送信が可能である。もしくは、属性Ａと属性Ｅの
ＯＲ条件を指定することにより、会社関連とプライベートの全対象者に対して同内容のメ
ールを一回の宛先指定操作で送信することができる。
【００５９】
（実施の形態２）
本発明の他の実施例として、図５を用いて説明する。本実施の形態は、上記の実施の形態
１の携帯通信端末に追加される機能である。
図５は、図３の属性の関係の受信メールを格納する受信メールＢＯＸのフォルダ構成とし
て表現したものである。受信メールのフォルダは、保持用メモリ２０５内に記録される。
受信メールＢＯＸのフォルダは、図５に示されるように属性毎に、階層別に作成される。
【００６０】
制御部２０３は、受信したメールのメールアドレスを抽出する。さらに、制御部２０３は
、アドレス帳１０に記録されたそのメールアドレスに対応する属性を検索する。
次に制御部２０３は、受信したメールを、検索した属性に対応する受信メールＢＯＸのフ
ォルダに記録する。
このようなフォルダ構成とし、受信メールの送信元アドレスが持つ属性毎に格納先を自動
振り分けすることにより、受信メールの整理、検索が容易となり、ユーザ利便性が向上す
る。具体的には、仕事に関するフォルダやプライベートのフォルダのほか、属性に合わせ
て自由にフォルダを作成することができ、自動的に受信メールが振り分けられて記録され
る。
【００６１】
なお、複数の属性を持つ名称のアドレスに対しては、予め属性に優先順位を付けておき、
優先順位の高い属性に対応するフォルダへ、そのアドレスからの受信メールを格納するよ
うに設定することができる。または、ファイルの実体は１つの属性に対応したフォルダに
のみ格納し、他の属性に対応するフォルダにはショートカットを置くなどして、複数の経
路から該当受信メールファイルへアクセスするようにすることも可能である。
【００６２】
なお、上記受信メールＢＯＸを送信メールＢＯＸ、送信元アドレスを送信先アドレス（複
数の場合あり）に置き換え、同様に送信メールの格納に属性情報を活用することも可能で
ある。
【００６３】
（実施の形態３）
更に他の実施例として、図６を用いて説明する。
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電子化された名刺情報を携帯電話同士で赤外線等の無線通信方式にて交換する技術が確立
している。
図６は、実施の形態１の図１の構成に対して赤外線通信手段を追加したものである。この
携帯通信端末は、実施の形態１で説明された機能に追加して、赤外線通信処理部６０１と
赤外線受発光器６０２を具備する。
【００６４】
赤外線通信処理部６０１は、赤外線通信におけるデジタル信号の変復調を行い、制御部２
０３との間では調歩同期シリアル通信、赤外線受発光器６０２との間では変調されたシリ
アル信号の送受を行う。
赤外線受発光器６０２は、他の端末との赤外線の送受信および電気信号と光信号の変換を
行う。
このような構成にて、携帯電話同士で名前、電話番号、メールアドレスを含むプロフィー
ル交換を行い、相手から受け取ったプロフィール情報を自端末のアドレス帳に記録するこ
とができる。
【００６５】
制御部２０３は、プロフィール交換を行って得たデータを記録する時に、プロフィール交
換を行って得たデータであることを示す属性をアドレス帳１０に、自動的に付加する。
以後、自端末のプロフィールデータを更新した場合に、プロフィール交換を行って得たデ
ータであることを示す属性を持ったアドレスを自動検索し、そのアドレスに対して変更し
た内容通知をメールで、自動的にもしくは指定して送信するように設定することができる
。
このため、ユーザは面倒な連絡（例えば異動通知）を自動的に行うことが可能であり、利
便性が向上する。
【００６６】
さらに、このようなプロフィール交換を行って得たデータであることを示す属性を有する
メールアドレスからプロフィールの変更に関するデータを受信した場合、制御部２０３が
自動的に、自端末に記録されている当該メールアドレスに関係するアドレス帳１０の情報
を変更するように設定することができる。
この場合、変更内容を通知する内容通知のメールは、自動的に所定の書式で作成され送信
されたものであることが好ましい。
【００６７】
（実施の形態４）
次に、図７を参照して、実施の形態１で説明されたアドレス帳１０の別の形態が説明され
る。
実施の形態４で使用されるアドレス帳３０は、データ欄３１－１～３１－ｎに記入される
電話番号２２－１～２２－ｋ、メールアドレス２３－１～２３－ｍのそれぞれに対して属
性４１-１～４１ｋ、４２－１～４２－ｍを登録することができる。属性表示欄４０は、
下の欄に属性が表示されることを示す。
このため属性の指定に合わせて、その属性に関連付けられた電話番号もしくはメールアド
レスを指定することができる。
具体的には、会社の同僚であり友人である人物に、「友人」の属性でメールを送る場合、
「友人」の属性と関連付けられた自宅もしくは携帯電話のメールアドレスが選択される。
「会社」の属性で選択してメールを送る場合、「会社」の属性と関連付けられた会社のメ
ールアドレスが選択される。
このように、メールアドレス毎に属性が付けられることは、属性を指定して一括送信する
場合に、複数のアドレスを有する送受信先識別子があっても所望のアドレスが選択される
ため好ましい。
【００６８】
なお、指定した属性以外に登録した性別や住所で、検索する条件を指定することもできる
。具来的には、「友人」の属性ＡＮＤ「男」の指定や、「会社」の属性ＡＮＤ「東京都」
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の住所の指定などが可能である。
【００６９】
なお、電話番号やメールアドレスに付けられる属性は、使用者が設定した属性のほか、「
自宅用」「会社用」「携帯端末用」などの予め設定された所定の属性を付けることも可能
である。
【００７０】
図８と図９を参照して、本実施の形態の動作が説明される。
図８では、属性を選択してメールを発信する場合が説明される。
使用者は、メールの送信か電話の発信かを選択する（Ｓａ１）。ここでは、メール送信を
選択するものとする。
さらに、使用者は属性を選択する（Ｓａ２）。属性の選択は、複数の属性を論理式で選択
する場合も含む。制御部２０３は、アドレス帳３０を検索して、選択された属性と関連付
けられたメールアドレスを有する名称を、表示部２０８に表示する（Ｓａ３）。
使用者は、メールを送信する名称を選択する（Ｓａ４）。名称の選択は、複数でも良い。
制御部２０３は、選択された名称のその属性と関連付けられたメールアドレスを選択する
（Ｓａ５）。
使用者はメールを作成し（Ｓａ６）、発信指示を行う（Ｓａ７）。
携帯通信端末はメールを発信する（Ｓａ８）。
このように、属性をメールアドレスごとに付けることにより、一つの名称に複数のメール
アドレスが登録されていても、属性の選択で好適にメールアドレスを選択することができ
る。
【００７１】
図９では、名称の選択の後に、属性を選択してメールを発信する場合が説明される。
使用者は、メールの送信か電話の発信かを選択する（Ｓｂ１）。ここでは、メール送信を
選択するものとする。
さらに、使用者は登録名を表示する機能で表示されるリストから名称を選択する（Ｓｂ２
）。制御部２０３は、アドレス帳３０を検索して、選択された名称のメールアドレスに関
連付けられた属性を、表示部２０８に表示する（Ｓｂ３）。
使用者は、メールを送信する属性を選択する（Ｓｂ４）。この時、使用者は、属性に優先
順位を付けて選択することができる。
制御部２０３は、選択された名称のその属性と関連付けられたメールアドレスを選択する
（Ｓｂ５）。属性が優先順位を付けて選択された場合、優先順位の高い順に、その属性と
関連付けられたメールアドレスが選択される。
使用者はメールを作成し（Ｓｂ６）、発信指示を行う（Ｓｂ７）。
携帯通信端末はメールを発信する（Ｓｂ８）。
このように、属性をメールアドレスごとに付けることにより、一つの名称に複数のメール
アドレスが登録されていても、属性の選択で好適にメールアドレスを選択することができ
る。このため、どのメールアドレスが、その名称のどこ宛てか忘れた場合にも、属性を指
定することで容易に送信先を選択することができる。
【００７２】
本発明では、アドレス帳登録時に１件あたり、もしくは電話番号とメールアドレス毎に複
数の属性を付加することが可能である。さらに、メール送信時には複数の属性、属性のＡ
ＮＤ条件、ＯＲ条件、ＮＯＴ条件を指定することを可能としている。これにより、多くの
宛先に対して同一内容のメールを送信するための宛先指定が容易となる。更に、一括送信
可能数を超えても同じ内容のメールを連続送信するようにしているため、ネットワークサ
ービス側に依存した一括送信数の制限を意識することなく多くの宛先に対して同一内容の
メール送信が行えるようになり、ユーザ操作性、利便性が向上する。
【００７３】
【発明の効果】
本発明の携帯通信端末は、送受信先識別子１件あたりに複数の属性を付加して登録する方
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式を採用し、その属性を利用して電子メール等のアプリケーションのユーザ操作性を向上
させることができる。
【００７４】
本発明の携帯通信端末は、送受信先識別子に対して複数の属性を付けられるアドレス帳機
能を有する。
【００７５】
本発明の携帯通信端末は、属性を指定することで送受信先識別子の電話番号もしくはメー
ルアドレスを選択し、一括して通信を行うことができる。
【００７６】
本発明の携帯通信端末は、論理式により複数の属性を指定することで送受信先識別子の電
話番号もしくはメールアドレスを選択することができる。
【００７７】
本発明の携帯通信端末は、属性を選択することで、一の送受信先識別子に対応付けられた
複数の電話番号もしくはメールアドレスから、好適なものを選択することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の携帯通信端末の構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、保持用メモリに記憶されるアドレス帳の例を示す図である。
【図３】図３は、属性の関係についての概念を示す図である。
【図４】図４は、多くの送信先に対して同じ内容のメールを送信する動作のフローチャー
トである。
【図５】図５は、受信メールを格納する受信メールＢＯＸのフォルダ構成の概念を示す図
である。
【図６】図６は、本発明の別の携帯の携帯通信端末の構成を示すブロック図である。
【図７】図７は、アドレス帳の別の形態を示す図である。
【図８】図８は、属性を選択してメールを発信する場合の動作のフローチャートである。
【図９】図９は、名称の選択の後に属性を選択してメールを発信する場合の動作のフロー
チャートである。
【符号の説明】
１０　アドレス帳
１１－１～１１－ｎ　データ欄
２０　名称欄
２１　読み欄
２２－１～２２－ｋ　電話番号欄
２３－１～２３－ｍ　メールアドレス欄
２４－１～２４－ｐ　属性欄
３０　アドレス帳
３１－１～３１－ｎ　データ欄
４０　属性表示欄
４１　属性
４２　属性
５０　属性Ａ
５１　属性Ｂ
５２　属性Ｃ
５３　属性Ｄ
５４　属性Ｅ
５５　属性Ｆ
２０１　アンテナ
２０２　無線送受信部
２０３　制御部
２０４　動作用メモリ
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２０５　保持用メモリ
２０６　ＩＤメモリ
２０７　操作部
２０８　表示部
６０１　赤外線通信処理部
６０２　赤外線受発光器

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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