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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信に係るデータから所定の特徴値を抽出する特徴値抽出部と、
　前記特徴値抽出部が抽出した特徴値に基づいて、ユーザと通信相手との親密度を通信相
手毎に算出する親密度算出部と、
　前記親密度算出部が算出した親密度を表示させる制御を実行する表示制御部と、を備え
、
　前記特徴値抽出部は、あらかじめ登録された相手との通信に係るデータから、所定の特
徴値を抽出し、
　前記特徴値抽出部は、送受信したメールから、所定の特徴値として添付ファイルの種類
を抽出し、
　前記親密度算出部は、前記特徴値抽出部が所定の種類の添付ファイルを抽出しない場合
に、通信相手毎の親密度を算出する、
　ことを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　通信に係るデータから所定の特徴値を抽出する特徴値抽出部と、
　前記特徴値抽出部が抽出した特徴値に基づいて、ユーザと通信相手との親密度を通信相
手毎に算出する親密度算出部と、
　前記親密度算出部が算出した親密度を表示させる制御を実行する表示制御部と、
　通信装置におけるイベントと、イベントの発生に応じて実行すべき処理を示す処理デー
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タとが対応付けられたルール情報を記憶するルールデータベースと、
　イベントの発生に応じて、前記ルールデータベースから対応する処理データを抽出する
行動制御部と、
　を備え、
　前記特徴値抽出部および前記親密度算出部は、前記行動制御部が抽出した処理データに
基づいて処理を実行する、
　ことを特徴とする通信装置。
【請求項３】
　前記ルールデータベースにルール情報を登録可能なルールデータベース登録部を備えた
請求項２記載の通信装置。
【請求項４】
　前記親密度算出部が算出した親密度を記憶する履歴データベースを備え、
　前記親密度算出部は、前記履歴データベースが記憶する親密度を所定の期間毎に所定の
割合を乗じて更新する、
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記親密度算出部は、算出した親密度を所定の期間毎にソートして履歴データベースに
記憶させ、
　前記表示制御部は、前記履歴データベースが記憶するソートされた親密度を表示させる
制御を実行する、
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項６】
　コンピュータシステムが通信装置における通信に係るデータから所定の特徴値を抽出す
る特徴値抽出ステップと、
　抽出した特徴値に基づいて、前記コンピュータシステムがユーザと通信相手との親密度
を通信相手毎に算出する親密度算出ステップと、
　算出した親密度を表示させる制御を前記コンピュータシステムが実行する表示制御ステ
ップと、を備え、
　前記特徴値抽出ステップでは、あらかじめ登録された相手との通信に係るデータから、
前記コンピュータシステムが所定の特徴値を抽出し、
　前記特徴値抽出ステップでは、送受信したメールから、所定の特徴値として添付ファイ
ルの種類を前記コンピュータシステムが抽出し、
　前記親密度算出ステップでは、前記特徴値抽出ステップで所定の種類の添付ファイルを
抽出しない場合に、前記コンピュータシステムが通信相手毎の親密度を算出する、
　ことを特徴とするコミュニケーション分析方法。
【請求項７】
　コンピュータシステムが通信装置における通信に係るデータから所定の特徴値を抽出す
る特徴値抽出ステップと、
　抽出した特徴値に基づいて、前記コンピュータシステムがユーザと通信相手との親密度
を通信相手毎に算出する親密度算出ステップと、
　算出した親密度を表示させる制御を前記コンピュータシステムが実行する表示制御ステ
ップと、
　該通信装置におけるイベントと、イベントの発生に応じて実行すべき処理を示す処理デ
ータとが対応付けられたルール情報を記憶するルールデータベースから、イベントの発生
に応じて、対応する処理データを前記コンピュータシステムが抽出する行動制御ステップ
と、を備え、
　前記特徴値抽出ステップおよび前記親密度算出ステップでは、前記行動制御ステップで
抽出した処理データに基づいて、前記コンピュータシステムが処理を実行する、
　ことを特徴とするコミュニケーション分析方法。
【請求項８】
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　コンピュータに、
　該コンピュータの通信に係るデータから所定の特徴値を抽出する特徴値抽出処理と、
　抽出した特徴値に基づいて、ユーザと通信相手との親密度を通信相手毎に算出する親密
度算出処理と、
　算出した親密度を表示させる制御を実行する表示制御処理と、を実行させ、
　前記特徴値抽出処理では、あらかじめ登録された相手との通信に係るデータから、所定
の特徴値を抽出し、
　前記特徴値抽出処理では、送受信したメールから、所定の特徴値として添付ファイルの
種類を抽出し、
　前記親密度算出処理では、前記特徴値抽出処理で所定の種類の添付ファイルを抽出しな
い場合に、通信相手毎の親密度を算出する、
　ことを特徴とするコミュニケーション分析プログラム。
【請求項９】
　コンピュータに、
　該コンピュータの通信に係るデータから所定の特徴値を抽出する特徴値抽出処理と、
　抽出した特徴値に基づいて、ユーザと通信相手との親密度を通信相手毎に算出する親密
度算出処理と、
　算出した親密度を表示させる制御を実行する表示制御処理と、
　該コンピュータにおけるイベントと、イベントの発生に応じて実行すべき処理を示す処
理データとが対応付けられたルール情報を記憶するルールデータベースから、イベントの
発生に応じて、対応する処理データを抽出する行動制御処理と、を実行させ、
　前記特徴値抽出処理および前記親密度算出処理では、前記行動制御処理で抽出した処理
データに基づいて処理を実行する、
　ことを特徴とするコミュニケーション分析プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コミュニケーションを分析することができる通信装置、コミュニケーション
分析方法およびコミュニケーション分析プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、通信履歴に基づいてコミュニケーションの状況を分析し、ユーザに情報を提供す
る通信装置が提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、ユーザに、多くの人とコミュニケーションするきっかけを、
移動体通信を用いて提供する技術が記載されている。
【０００４】
　特許文献２には、通信相手に応じて、その相手に最適なアプリケーションプログラムを
用いてコミュニケーションを図る技術が記載されている。
【０００５】
　特許文献３には、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）において、各ユーザ
のシステムの利用頻度を向上させることが可能な相性占い機能が記載されている。
【０００６】
　特許文献４には、通信相手とユーザ自身との間の通信履歴情報に応じて、表示画面上で
の相手を表す画像の表示位置を決定することにより、通信を行う可能性が高い通信相手へ
のアクセスのしやすさを向上させることが記載されている。
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－２７６４３６号公報
【特許文献２】特開２００６－５９１３１号公報
【特許文献３】特開２００６－３５０７７９号公報
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【特許文献４】特開２００７－１２９６０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
しかし、特許文献１～３に記載された技術では、ユーザが所望のサービスを受けるために
は、携帯電話機がサーバ装置と連携する必要がある。このため、携帯電話機がオフライン
の時には、サービスを使用することができない。
【０００９】
　また、特許文献４に記載された技術では、ユーザが、よく連絡を取っている相手に対し
ては、さらに連絡を取りやすくなる。しかし、あまり連絡を取っていない相手に対しては
、通信相手として選択しにくくなる。このため、その相手とは、ますます連絡を取らなく
なる可能性がある。
【００１０】
　本発明は上記実情に鑑みてなされたものであり、通信装置がオフラインの場合であって
も使用することができ、また、あまり連絡を取っていない相手に対しても連絡を取りやす
くする通信装置、コミュニケーション分析方法およびコミュニケーション分析プログラム
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】
【００１１】
　上記目的を達成するため、この発明の第１の観点に係る通信装置は、
　通信に係るデータから所定の特徴値を抽出する特徴値抽出部と、
　前記特徴値抽出部が抽出した特徴値に基づいて、ユーザと通信相手との親密度を通信相
手毎に算出する親密度算出部と、
　前記親密度算出部が算出した親密度を表示させる制御を実行する表示制御部と、を備え
、
　前記特徴値抽出部は、あらかじめ登録された相手との通信に係るデータから、所定の特
徴値を抽出し、
　前記特徴値抽出部は、送受信したメールから、所定の特徴値として添付ファイルの種類
を抽出し、
　前記親密度算出部は、前記特徴値抽出部が所定の種類の添付ファイルを抽出しない場合
に、通信相手毎の親密度を算出する、
　ことを特徴とする。
　また、この発明の第２の観点に係る通信装置は、
　通信に係るデータから所定の特徴値を抽出する特徴値抽出部と、
　前記特徴値抽出部が抽出した特徴値に基づいて、ユーザと通信相手との親密度を通信相
手毎に算出する親密度算出部と、
　前記親密度算出部が算出した親密度を表示させる制御を実行する表示制御部と、
　通信装置におけるイベントと、イベントの発生に応じて実行すべき処理を示す処理デー
タとが対応付けられたルール情報を記憶するルールデータベースと、
　イベントの発生に応じて、前記ルールデータベースから対応する処理データを抽出する
行動制御部と、
　を備え、
　前記特徴値抽出部および前記親密度算出部は、前記行動制御部が抽出した処理データに
基づいて処理を実行する、
　ことを特徴とする。　
【００１２】
　上記目的を達成するため、この発明の第３の観点に係る、コミュニケーション分析方法
は、
　コンピュータシステムが通信装置における通信に係るデータから所定の特徴値を抽出す
る特徴値抽出ステップと、



(5) JP 5521549 B2 2014.6.18

10

20

30

40

50

　抽出した特徴値に基づいて、前記コンピュータシステムがユーザと通信相手との親密度
を通信相手毎に算出する親密度算出ステップと、
　算出した親密度を表示させる制御を前記コンピュータシステムが実行する表示制御ステ
ップと、を備え、
　前記特徴値抽出ステップでは、あらかじめ登録された相手との通信に係るデータから、
前記コンピュータシステムが所定の特徴値を抽出し、
　前記特徴値抽出ステップでは、送受信したメールから、所定の特徴値として添付ファイ
ルの種類を前記コンピュータシステムが抽出し、
　前記親密度算出ステップでは、前記特徴値抽出ステップで所定の種類の添付ファイルを
抽出しない場合に、前記コンピュータシステムが通信相手毎の親密度を算出する、
　ことを特徴とする。
　また、この発明の第４の観点に係る、コミュニケーション分析方法は、
　コンピュータシステムが通信装置における通信に係るデータから所定の特徴値を抽出す
る特徴値抽出ステップと、
　抽出した特徴値に基づいて、前記コンピュータシステムがユーザと通信相手との親密度
を通信相手毎に算出する親密度算出ステップと、
　算出した親密度を表示させる制御を前記コンピュータシステムが実行する表示制御ステ
ップと、
　該通信装置におけるイベントと、イベントの発生に応じて実行すべき処理を示す処理デ
ータとが対応付けられたルール情報を記憶するルールデータベースから、イベントの発生
に応じて、対応する処理データを前記コンピュータシステムが抽出する行動制御ステップ
と、を備え、
　前記特徴値抽出ステップおよび前記親密度算出ステップでは、前記行動制御ステップで
抽出した処理データに基づいて、前記コンピュータシステムが処理を実行する、
　ことを特徴とする。
【００１３】
　上記目的を達成するため、この発明の第５の観点に係る、コミュニケーション分析プロ
グラムは、
　コンピュータに、
　該コンピュータの通信に係るデータから所定の特徴値を抽出する特徴値抽出処理と、
　抽出した特徴値に基づいて、ユーザと通信相手との親密度を通信相手毎に算出する親密
度算出処理と、
　算出した親密度を表示させる制御を実行する表示制御処理と、を実行させ、
　前記特徴値抽出処理では、あらかじめ登録された相手との通信に係るデータから、所定
の特徴値を抽出し、
　前記特徴値抽出処理では、送受信したメールから、所定の特徴値として添付ファイルの
種類を抽出し、
　前記親密度算出処理では、前記特徴値抽出処理で所定の種類の添付ファイルを抽出しな
い場合に、通信相手毎の親密度を算出する、
　ことを特徴とする。
　また、この発明の第６の観点に係る、コミュニケーション分析プログラムは、
　コンピュータに、
　該コンピュータの通信に係るデータから所定の特徴値を抽出する特徴値抽出処理と、
　抽出した特徴値に基づいて、ユーザと通信相手との親密度を通信相手毎に算出する親密
度算出処理と、
　算出した親密度を表示させる制御を実行する表示制御処理と、
　該コンピュータにおけるイベントと、イベントの発生に応じて実行すべき処理を示す処
理データとが対応付けられたルール情報を記憶するルールデータベースから、イベントの
発生に応じて、対応する処理データを抽出する行動制御処理と、を実行させ、
　前記特徴値抽出処理および前記親密度算出処理では、前記行動制御処理で抽出した処理
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データに基づいて処理を実行する、
　ことを特徴とする。

 
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、通信装置がオフラインの場合であっても、親密度を通信装置に表示さ
せることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】コミュニケーション分析システムの概要を示す説明図である。
【図２】コミュニケーション分析システムを備える携帯端末の構成例を示すブロック図で
ある。
【図３】コミュニケーション分析システムの構成例を示す機能ブロック図である。
【図４】基礎データおよび評価値算出データを記憶させる処理の例を示すフローチャート
である。
【図５】親密度を表示させる処理の例を示すフローチャートである。
【図６】コミュニケーション分析システムの最小の構成例を示す機能ブロック図である。
【符号の説明】
【００１６】
　１０　　携帯電話機
　１１　　ＣＰＵ
　１２　　記憶部
　１３　　無線通信部
　１４　　音声信号処理部
　１５　　スピーカ
　１６　　マイク
　１７　　表示部
　１０１　コミュニケーション分析エンジン
　１１０　行動制御部
　１２０　履歴活用部
　１２１　特徴値抽出部
　１２２　親密度算出部
　１３１　表示制御部
　１３０　コミュニケーション表示ツール
　１５１　ルールＤＢ
　１５２　操作履歴ＤＢ
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明に係る通信装置を携帯電話機とし、携帯電話機に内蔵されるコミュニケー
ション分析システムについて、図面を参照して説明する。
【００１８】
　図１は、本実施形態による携帯電話機１０に内蔵されるコミュニケーション分析システ
ムの概要を示す説明図である。
【００１９】
　携帯電話機１０は、通話する機能とメールを送受信する機能を備え、さらに、コミュニ
ケーション分析システムを有する。「コミュニケーションの分析」とは、例えば、携帯電
話機１０における、メールの送受信履歴等の通信に係るデータを分析して、通信相手との
親密度（後述）を算出することにより、通信相手とのコミュニケーション状況を明らかに
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することである。
【００２０】
　コミュニケーション分析システムは、コミュニケーション分析エンジン１０１と、コミ
ュニケーション表示ツール１３０とを備える。コミュニケーション分析エンジン１０１は
、例えば、メールの内容や履歴に基づいてメールを送受信した相手との親密度を計算して
、コミュニケーション表示ツール１３０を通じてユーザに確認できるようにする。コミュ
ニケーション表示ツール１３０は、親密度に基づいて、電話帳に登録されている通信相手
のうち、親密な相手ほど近い距離で表現し、疎遠な相手ほど遠い距離で表現する。コミュ
ニケーション分析システムは、例えば、ユーザがいつも連絡を取り合っている相手となか
なか会えない時でも、相手との繋がりを感じ取ることができ、逆に連絡を取れていない相
手に対して、その相手に連絡を取るきっかけを提供する。
【００２１】
　行動制御部１１０は、イベントの発生に応じて、ルールＤＢ（Data Base）１５１を検
索し、発生したイベントに対して履歴活用部１２０が実行すべき処理の内容を示す情報を
抽出して、これを履歴活用部１２０に出力する。例えば、行動制御部１１０は、「メール
の送受信」というイベントや「コミュニケーション表示ツール１３０の起動」というイベ
ントが発生した場合に、「実行すべき処理の内容」を示す情報を抽出し、抽出した「実行
すべき処理の内容」を履歴活用部１２０に出力する。履歴活用部１２０が実行すべき処理
については後述する。
【００２２】
　履歴活用部１２０は、行動制御部１１０から出力された内容に基づいた処理を実行する
。
【００２３】
　例えば、「メールの送受信」というイベントが発生した場合、履歴活用部１２０は、送
信または受信されたメールから所定の特徴を示す値を抽出し、これを基礎データとして操
作履歴ＤＢ１５２に記憶させる。さらに、履歴活用部１２０は、基礎データに基づいて通
信相手毎の親密度を算出し、これを評価値算出データとして操作履歴ＤＢ１５２に記憶さ
せる。
【００２４】
　また、例えば、「コミュニケーション表示ツールの起動」というイベントが発生した場
合、履歴活用部１２０は、操作履歴ＤＢ１５２が記憶する評価値算出データを抽出して、
これをコミュニケーション表示ツール１３０に出力する。
【００２５】
　コミュニケーション表示ツール１３０は、ユーザの操作に基づいて起動する。コミュニ
ケーション表示ツール１３０は、履歴活用部１２０が抽出した評価値算出データに基づい
て、通信相手毎の親密度をユーザが視覚的に確認できるように、親密度を表示制御する。
【００２６】
　ルールＤＢ１５１は、携帯電話機１０の機能によって生じる「イベント」と、履歴活用
部１２０が実行すべき処理の内容を示す「アクション」と、を対応付けたルール情報を記
憶するデータベースである。ルール情報には、例えば、コミュニケーション分析が行われ
るか否かを示す情報なども含まれる。
【００２７】
　操作履歴ＤＢ１５２は、基礎データ、評価値算出データおよび過去の評価値算出データ
を記憶するデータベースである。基礎データは、評価値算出データを求めるための基礎と
なるデータである。評価値算出データは、基礎データに基づいて算出されるデータである
。過去の評価値算出データは、評価値算出データに基づいて、所定の期間毎に昇順・降順
にソートされたデータである。基礎データ、評価値算出データおよび過去の評価値算出デ
ータの詳細については、後述する。
【００２８】
　次に、携帯電話機１０の基本構成を説明する。
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　携帯電話機１０は、図２に示すように、ＣＰＵ１１、記憶部１２、無線通信部１３、音
声信号処理部１４、スピーカ１５、マイク１６、表示部１７、操作部１８を備える。
【００２９】
　ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１は、記憶部１２内の各種のプログラムに応じ
て携帯電話機１０の全体を制御する中央演算処理装置である。本実施形態においては、Ｃ
ＰＵ１１は、図３と図６を参照して後述する各機能を実現し、図４と図５を参照して説明
する各ステップを実行する。
【００３０】
　記憶部１２は、プログラム領域とデータ領域とを有する。プログラム領域には、後述す
る図４及び図５に示す動作手順に応じて本実施形態を実現するためのプログラムが格納さ
れている。データ領域には、後述するルールＤＢ１５１、操作履歴ＤＢ１５２が格納され
る。
【００３１】
　無線通信部１３は、無線部、ベースバンド部などを備える。無線通信部１３は、最寄り
の基地局との間でデータの送受信を行う。
【００３２】
　音声信号処理部１４は、通話時に、無線通信部１３から受信信号を受け取り、受信信号
から受信ベースバンド信号を復調し、音声信号処理部１４を介してスピーカ１５から音声
を出力する。また、音声信号処理部１４は、マイク１６からの入力音声データを取り込み
、送信ベースバンド信号に符号化し、無線通信部１３を介してアンテナから出力する。
【００３３】
　表示部１７は、高精細液晶あるいは有機ＥＬ（Organic Electro-Luminescence）などを
使用した表示画面（長方形画面）を備え、ＣＰＵ１１からの指示に応じて制御し、データ
や画像を表示する。
　操作部１８は、ダイヤル入力、文字入力、コマンド入力などを行う。
【００３４】
　図１を参照して説明したコミュニケーション分析システム１００は、図３に示すように
、行動制御部１１０と、特徴値抽出部１２１と、親密度算出部１２２と、表示制御部１３
１と、ルールＤＢ登録部１４０と、ルールＤＢ１５１と、操作履歴ＤＢ１５２と、を備え
る。特徴値抽出部１２１および親密度算出部１２２は、主に、図１に示す履歴活用部１２
０、図２に示すＣＰＵ１１及び記憶部１２によって実現される。表示制御部１３１は、図
１に示すコミュニケーション表示ツール１３０、図２に示すＣＰＵ１１及び表示部１７に
よって実現される。
【００３５】
　コミュニケーション分析システム１００を構成する各構成要素の機能を携帯電話機１０
に実現させるプログラムは、具体的には、携帯電話機１０に搭載される記憶部１２のプロ
グラム格納領域に記憶される。コミュニケーション分析システム１００を構成する各構成
要素、すなわち、行動制御部１１０、特徴値抽出部１２１、親密度算出部１２２、表示制
御部１３１およびルールＤＢ登録部１４０は、ＣＰＵ１１が実行するプログラムによって
実現される。また、ルールＤＢ１５１および操作履歴ＤＢ１５２は、記憶部１２のデータ
格納領域に記憶される。
【００３６】
　特徴値抽出部１２１は、行動制御部１１０が出力したルール情報に基づいて、電話帳に
登録された相手と送受信されたメールの内容から所定の特徴を示す値を抽出する。
【００３７】
　親密度算出部１２２は、特徴値抽出部１２１が抽出した所定の特徴を示す値を、基礎デ
ータとして操作履歴ＤＢ１５２に記憶させる。
【００３８】
　基礎データは、電話帳に登録されている相手を対象に送受信されたメールに含まれる所
定の特徴を示す値の累積値と、電話帳に登録されている相手とを対応付けた情報を含んで
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いる。基礎データは、例えば、特徴を示す値として、メールを送受信した時間帯、曜日、
所定時間内における送受信の回数（頻度）、顔文字・絵文字の使用数、メールの種類、通
信時間、通信時間帯等を含む情報である。なお、メールの種類とは、例えば、テキストメ
ールであるかｈｔｍｌメールであるかの区分や、写真等のファイルが添付されているか否
かの区分等の情報である。
【００３９】
　親密度算出部１２２は、送信メールの宛先ユーザまたは受信メールの送信元ユーザごと
に、既に操作履歴ＤＢ１５２に記憶されている基礎データの値と、特徴値抽出部１２１が
抽出した所定の特徴を示す値とを累積した累積値を算出して、これに基づいて基礎データ
を上書きして操作履歴ＤＢ１５２に記憶させる。履歴活用部１２０は、抽出した特徴を示
す値に所定の重み付けを行った上で累積値を算出してもよい。
【００４０】
　親密度算出部１２２は、送信または受信されたメールの種類が、所定のドキュメントフ
ァイルや表計算データ等が添付されたメールに区分される場合には、業務関係のメールと
してコミュニケーション分析の対象外としてもよい。そのようにすれば、私的な相手につ
いてのみ、コミュニケーション分析が可能となる。
【００４１】
　評価値算出データは、例えば、通信相手毎の親密度を示す情報である。親密度算出部１
２２は、同一の通信相手に対応する評価値算出データとして、送信メールの宛先ユーザに
対応付けられた基礎データと、受信メールの送信元ユーザに対応付けられた基礎データと
に基づいて親密度を算出し、操作履歴ＤＢ１５２に記憶させる。親密度算出部１２２は、
例えば、送信メールの宛先ユーザに対応付けられた基礎データと、受信メールの送信元ユ
ーザに対応付けられた基礎データとに対し、所定の重み付けを行って親密度を算出しても
よい。
【００４２】
　また、親密度算出部１２２は、定期的に評価値算出データを評価（親密度）の高い順に
ソートし、これを過去の評価値算出データとして操作履歴ＤＢ１５２に記憶させる。例え
ば、親密度算出部１２２は、１週間毎に評価値算出データを評価の高い順にソートして親
密度の高い通信相手順に並び替え、これを週ごとの過去の評価値算出データとして、操作
履歴ＤＢ１５２に記憶させる。なお、親密度算出部１２２は、評価値算出データを、降順
・昇順のいずれの方法でソートしてもよい。
【００４３】
　親密度算出部１２２は、評価値算出データを所定の期間毎に所定の割合を乗じて上書き
する。例えば、所定の時間が経過すると、親密度算出部１２２は、減衰率（所定の割合）
を用いて時間経過による親密度の変化を反映させて、親密度が低くなるようにしてもよい
。
【００４４】
　また、親密度算出部１２２は、行動制御部１１０が出力したルール情報に基づいて、操
作履歴ＤＢ１５２が記憶しているソートされた過去の評価値算出データを抽出し、表示制
御部１３１に出力する。
【００４５】
　表示制御部１３１は、親密度算出部１２２が抽出した過去の評価値算出データに基づい
て、通信相手毎の親密度を示す情報（コミュニケーション情報）を表示制御する。
【００４６】
　ルールＤＢ登録部１４０は、ユーザからの操作の内容に基づいて、ルール情報を設定し
て、これをルールＤＢ１５１に登録する。例えば、ルールＤＢ登録部１４０は、ユーザ毎
に適切にコミュニケーション分析できるようなシナリオをルール情報として設定すること
ができる。
【００４７】
　次に、図４および図５を参照して、本実施形態に係るコミュニケーション分析の動作を
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説明する。以下、ルールＤＢ１５１に、イベントが「メールの送受信」、アクションが「
電話帳に登録されているメールアドレスを対象に、基礎データおよび評価値算出データを
操作履歴ＤＢ１５２に記憶させる処理の実行」を示すルール情報と、イベントが「コミュ
ニケーション表示ツール１３０の起動」、アクションが「評価値算出データに基づいて、
通信相手毎の親密度を出力する処理の実行」を示すルール情報とがそれぞれ記憶されてい
る場合を例にして説明する。ルール情報は、ユーザからの操作を通じてルールＤＢ登録部
１４０によって設定され、ルールＤＢ１５１に登録される。
【００４８】
　まず、基礎データおよび評価値算出データを記憶させる処理について説明する。図４は
、基礎データおよび評価値算出データを記憶させる処理の一例を示すフローチャートであ
る。
【００４９】
　イベントが発生すると、行動制御部１１０は、ルールＤＢ１５１を検索し、発生したイ
ベントに対応するルール情報を抽出して特徴値抽出部１２１に出力する（ステップＳ１）
。以下、ユーザαが所有する携帯電話機１０の電話帳に、親しい友人β、γが登録されて
いるとする。また、ユーザαは、友人βとは毎日メールの送受信を行い、友人γとは週に
１，２回メールの送受信を行っているとする。例えば、ユーザαが友人βにメールの送信
を行うと、行動制御部１１０は、ルールＤＢ１５１を検索し、イベント「メールの送受信
」に対応し、アクションが「電話帳に登録されているメールアドレスを対象に、基礎デー
タおよび評価値算出データを操作履歴ＤＢ１５２に記憶させる処理の実行」を示すルール
情報を抽出する。
【００５０】
　特徴値抽出部１２１は、行動制御部１１０が出力したルール情報に基づいて、以下の処
理を実行する。例えば、特徴値抽出部１２１は、送信されたメールの宛先が電話帳に登録
されている場合に、送信されたメールの内容から、メールの種類、顔文字・絵文字の使用
数等の所定の特徴を示す値を抽出する（ステップＳ２）。
【００５１】
　親密度算出部１２２は、例えば、メールの宛先である友人βに対応付けられた基礎デー
タが、既に操作履歴ＤＢ１５２に記憶されている場合は、ステップＳ２で特徴値抽出部１
２１が抽出した値と、既に記憶されている基礎データの値とを累積させた累積値を算出し
、基礎データを上書きして操作履歴ＤＢ１５２に記憶させる（ステップＳ３）。なお、送
信メールの宛先である友人βに対応付けられた基礎データが操作履歴ＤＢ１５２に記憶さ
れていない場合は、新規に操作履歴ＤＢ１５２に記憶させればよい。
【００５２】
　次に、親密度算出部１２２は、例えば、同一の通信相手βに対応する評価値算出データ
として、送信メールの宛先である友人βに対応付けられた基礎データと、受信メールの送
信元である友人βに対応付けられた基礎データとに基づいて親密度を算出し、これを評価
値算出データとして操作履歴ＤＢ１５２に記憶させる（ステップＳ４）。ここで、親密度
算出部１２２は、例えば、送信メールの宛先である友人βに対応付けられた基礎データの
値を１０倍し、受信メールの送信元である友人βに対応付けられた基礎データの値を５倍
するなどの所定の重み付けをして、これに基づいて親密度を算出してもよい。
【００５３】
　次に、親密度を表示させる処理について説明する。図５は、親密度を表示させる処理の
例を示すフローチャートである。以下、ユーザαは、最近の２週間、友人βと毎日メール
を送受信していたが、友人γとは無意識にメールを送受信していなかったとする。
【００５４】
　親密度算出部１２２は、定期的に評価値算出データを評価（親密度）の高い順にソート
し、これを過去の評価値算出データとして操作履歴ＤＢ１５２に記憶させる（ステップＳ
１１）。例えば、親密度算出部１２２は、１週間毎に評価値算出データをソートし、ある
週の評価値算出データとして、親密度の高い順（例えば、友人β、γの順）にソートされ
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た評価値算出データを操作履歴ＤＢ１５２に記憶させる。
【００５５】
　イベントが発生すると、行動制御部１１０は、ルールＤＢ１５１を検索し、発生したイ
ベントに対応するルール情報を抽出して親密度算出部１２２に出力する（ステップＳ１２
）。例えば、ユーザαがコミュニケーション表示ツールを起動すると、行動制御部１１０
は、ルールＤＢ１５１を検索し、イベント「コミュニケーション表示ツールの起動」に対
応するルール情報として、アクションが「評価値算出データに基づいて、通信相手毎の親
密度を出力する処理の実行」であるルール情報を抽出する。
【００５６】
　親密度算出部１２２は、行動制御部１１０が出力したルール情報に基づいて、操作履歴
ＤＢ１５２が記憶するソートされた評価値算出データを抽出し、表示制御部１３１に出力
する（ステップＳ１３）。ここで、親密度算出部１２２は、ユーザによって指定された時
期の評価値算出データを抽出する。例えば、親密度算出部１２２は、ユーザの指定により
、最近１週間の評価値算出データや、２週間前の評価値算出データ等を抽出する。
【００５７】
　表示制御部１３１は、出力された評価値算出データに基づいて、通信相手毎の親密度を
示す情報をディスプレイ装置などの表示装置に表示させる制御を実行する（ステップＳ１
４）。なお、表示制御部１３１は、ユーザと特定の相手との現在や過去における親密度を
時間軸で示すように表示を制御してもよい。
【００５８】
　また、表示制御部１３１は、親密度を距離で表すようにして、これを表示装置に表示さ
せることが好ましい。例えば、表示制御部１３１は、ユーザαの表示位置と友人βの表示
位置との距離が近くなるように表示装置に表示する。また、表示制御部１３１は、ユーザ
αの表示位置と友人γの表示位置との距離が友人βとの距離よりも遠くなるように表示装
置に表示する。上記の例では、ユーザαは、友人βとの距離は近いが、友人γとの距離は
遠ざかっていることを確認できる。そのため、ユーザαは、友人γとメールのやりとりを
していなかったことに気付くことができ、友人γにメールを送るきっかけを得ることがで
きる。
【００５９】
　以上に説明したように、本実施形態によれば、ユーザ毎に特定の通信相手との親密度が
通知される。そのため、いつも連絡している仲間になかなか会えない時でも、ユーザは仲
間と繋がっている感覚を確認できたり、連絡を取れていない仲間に対しても連絡を取るき
っかけがユーザに与えられる。また、自分と特定の相手との現在や過去における親密度の
変化を時間軸で確認することができる。
【００６０】
　また、降順・昇順にソートされた評価値を評価値算出データとして記憶することから、
親密度を表示する際に、携帯電話機に搭載されたＣＰＵ等の限られた資源を効率的に使用
することができる。
【００６１】
　メールを用いたコミュニケーション分析では、携帯電話機の電話帳に登録された相手と
のメールのやり取りが対象となる。また、所定のドキュメントが添付された仕事に関係す
るメールを、コミュニケーション分析の対象外としている。そのため、特定の相手との間
でやり取りされる、仕事以外のメールのみがコミュニケーション分析の対象となる。
【００６２】
　また、ユーザは、携帯電話機において生じた事象であるイベントに対応させて、携帯電
話機が実行すべき処理を示す所定のアクションを、ルール情報として設定することができ
る。そのため、ユーザ毎に適切なコミュニケーション分析を行うことができる。
【００６３】
　なお、上記の実施形態では、メールの送受信に応じてコミュニケーション分析を行う場
合を例示したが、携帯電話機での通話に応じてコミュニケーション分析を行ってもよい。
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その場合、携帯電話機が有するコミュニケーション分析エンジンは、例えば、通話回数、
通話時間、発着信履歴に基づいて親密度を算出する。また、携帯電話機のメニュー機能の
利用頻度に基づいて、選択されたメニューの分析を行い、表示させてもよい。
【００６４】
　図６は、コミュニケーション分析システムの最小の構成例を示す機能ブロック図である
。図６に例示するコミュニケーション分析システム１００は、特徴値抽出部１２１と、親
密度算出部１２２と、表示制御部１３１とを備える。
【００６５】
　特徴値抽出部１２１は、メールや通話履歴等の携帯電話機１０における通信に係るデー
タから、所定の特徴を示す値を抽出する。
【００６６】
　親密度算出部１２２は、特徴値抽出部１２１が抽出した所定の特徴を示す値に基づいて
、ユーザと通信相手との親密度（評価値算出データ）を通信相手毎に算出する。
【００６７】
　表示制御部１３１は、親密度算出部１２２によって算出された親密度に基づいて、ユー
ザが視覚的に親密度を確認できるように表示を制御する。
【００６８】
　なお、上記に示した実施形態では、以下の（１）～（７）に示すような特徴的構成を備
えた携帯端末装置が示されている。
【００６９】
（１）携帯電話機における通信に係るデータから所定の特徴値を抽出する特徴値抽出部（
例えば、特徴値抽出部１２１によって実現される）と、特徴値抽出部が抽出した特徴値に
基づいて、ユーザと通信相手との親密度を通信相手毎に算出する親密度算出部（例えば、
親密度算出部１２２によって実現される）と、親密度算出部が算出した親密度を表示させ
る制御を実行する表示制御部（例えば、表示制御部１３１によって実現される）とを備え
たことを特徴とする携帯電話機。
【００７０】
（２）親密度算出部が算出した親密度を記憶する履歴データベース（例えば、操作履歴Ｄ
Ｂ１５２によって実現される）を備え、親密度算出部は、履歴データベースが記憶する親
密度を所定の期間毎に所定の割合を乗じて更新する携帯電話機。そのように構成された携
帯電話機は、時間の経過による親密度の変化を反映させることができる。
【００７１】
（３）特徴値抽出部は、携帯電話機にあらかじめ登録された相手との通信に係るデータか
ら、所定の特徴値を抽出する携帯電話機。そのように構成された携帯電話機は、特定の仲
間とのコミュニケーション状況を分析することができる。
【００７２】
（４）特徴値抽出部は、携帯電話機において送受信したメールから、所定の特徴値として
添付ファイルの種類を抽出し、親密度算出部は、特徴値抽出部が所定の種類の添付ファイ
ルを抽出しない場合に、通信相手毎の親密度を算出する携帯電話機。そのように構成され
た携帯電話機は、仕事関係のメールをコミュニケーション分析の対象外とすることができ
る。
【００７３】
（５）親密度算出部は、算出した親密度を所定の期間毎にソートしてデータベースに記憶
させ、表示制御部は、履歴データベースが記憶するソートされた親密度を表示させる制御
を実行する携帯電話機。そのように構成された携帯電話機は、親密度を表示する際に、携
帯電話機に搭載されたＣＰＵ等の限られた資源を効率的に使用することができる。
【００７４】
（６）携帯電話機におけるイベントと、イベントの発生に応じて実行すべき処理を示す処
理データとが対応付けられたルール情報を記憶するルールデータベース（例えば、ルール
ＤＢ１５１によって実現される）と、イベントの発生に応じて、ルールデータベースから
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対応する処理データを抽出する行動制御部（例えば、行動制御部１１０によって実現され
る）とを備え、特徴値抽出部および親密度算出部は、行動制御部が抽出した処理データに
基づいて処理を実行する携帯電話機。そのように構成された携帯電話機は、適切なコミュ
ニケーション分析を行うことができる。
【００７５】
（７）ルールデータベースにルール情報を登録可能なルールデータベース登録部（例えば
、ルールＤＢ登録部１４０によって実現される）を備えた携帯電話機。そのように構成さ
れた携帯電話機は、コミュニケーション分析をユーザ毎に適切に行うことができる。
【００７６】
　なお、この発明は、上記実施の形態に限定されず、種々の変形と応用が可能である。例
えば、携帯電話機を例に発明を説明したが、通信機能を備えているならば、ＰＤＡ（Pers
onal Data Assistance)，パーソナルコンピュータ等の携帯端末にも同様に適用可能であ
る。また、固定電話等の設置型の通信端末・通信装置にも適用可能である。
【００７７】
　また、通信機能を備えるコンピュータに上述のコミュニケーション分析システムの動作
を実行させるプログラムを記録媒体などに格納して配布などしてもよい。
【００７８】
　本出願は、２００７年８月１３日に出願された日本国特許出願特願２００７－２１０７
４６号に基づく。本明細書中に、それらの明細書、特許請求の範囲、図面全体を参照とし
て取り込むものとする。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明は、通信装置を用いたコミュニケーションの状況を分析するために効果的に利用
される。

【図１】 【図２】
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