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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の呼び出しそれぞれに関連するパーティ識別子と、前記呼び出しの種類を示す情報
と、複数の通信識別子とを含む第一の呼び出し記録を格納するメモリを有し、
　前記複数の通信識別子それぞれは、通信装置によってそれぞれ発信されたもしくは受信
された呼び出しの着信元もしくは発信元に関連付けられた他の通信装置を識別するための
情報を含み、
　前記複数の通信識別子の少なくとも２つが、当該通信装置によってそれぞれ発信された
もしくは受信された前記呼び出しの着信元もしくは発信元に関連付けられた前記複数のパ
ーティ識別子のうちの１のパーティ識別子に対応し、
　前記第一の呼び出し記録に基づいて、第一のパーティ識別子の組に各々関連付けられた
呼び出し頻度情報に基づいて或る順序に順序付けられた、前記複数のパーティ識別子のう
ちの前記第一のパーティ識別子の組を含む第一の呼び出しリストを生成するように構成さ
れたロジックを有し、
　前記第一のパーティ識別子の組は、前記１のパーティ識別子を含み、
　前記１のパーティ識別子に対する前記呼び出し頻度情報は、前記複数の通信識別子の少
なくとも２つそれぞれと関連付いた呼び出し動作を含み、
　少なくとも前記第一の呼び出しリストの一部を表示するためのディスプレイ
を有することを特徴とする通信装置。
【請求項２】
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　ユーザインタフェースを更に備え、
　前記第一の呼び出しリストの少なくとも一部における、表示された前記パーティ識別子
は、前記ユーザインタフェースから選択可能であり、
　前記ロジックは、表示された前記パーティ識別子のうちの第一の選択されたパーティ識
別子に基づいて、第二の呼び出しリストを生成するように更に構成されることを特徴とす
る請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記第二の呼び出しリストは、前記第一の選択されたパーティ識別子と関連付けられた
第二のパーティ識別子の組を含むことを特徴とする請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記第二のパーティ識別子の組は、前記第二のパーティ識別子の組のパーティ識別子に
おける、前記第一の選択されたパーティ識別子との関連度に基づいて順序付けられている
ことを特徴とする請求項３に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記第二のパーティ識別子の組から第二の通信識別子のひとつが選択された場合に、前
記ロジックは更に、前記第一の選択されたパーティ識別子と前記第二の選択された識別子
へ多者間呼び出し（multi-party call）を発信するように構成されることを特徴とする請
求項３に記載の通信装置。
【請求項６】
　カレンダ情報を格納するカレンダユニットを更に有し、前記順序は前記格納されたカレ
ンダ情報に更に基づいていることを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項７】
　通信識別子それぞれは、複数のパーティ識別子のうちの一つと対応し、前記複数のパー
ティ識別子の一つは前記通信識別子のうちの少なくとも２つの複数の通信識別子と関連付
けられており、
　通信装置に関する通信に関連付けられた前記通信識別子を、当該通信装置のメモリに格
納するステップと、
　前記複数のパーティ識別子のうちの一つに関連付いた相対頻度は、前記複数のパーティ
識別子のうちの一つに関連付いた前記格納された通信識別子のうちの複数の通信識別子と
の通信に基づいており、
　前記パーティ識別子のうちの一つを含む前記複数のパーティ識別子から、前記複数のパ
ーティ識別子それぞれに関連付いた前記格納された通信識別子のうちの複数の通信識別子
との通信に関する相対頻度に基づいて、前記複数のパーティ識別子のリストの構成をする
ステップと、
　前記リストの少なくとも一部を表示するステップと
を有することを特徴とする制御方法。
【請求項８】
　前記リストの構成は、構成が行われた時刻に基づくことを特徴とする請求項７に記載の
制御方法。
【請求項９】
　前記リストの構成は、構成する曜日に基づくことを特徴とする請求項７に記載の制御方
法。
【請求項１０】
　特定のパーティ識別子に対応付いている複数の通信装置のうちの特定の通信装置と関連
付けられている、複数のパーティ識別子のうちの前記特定のパーティ識別子との通信を開
始する手段と、
　前記特定のパーティ識別子と開始された前記通信を記録する手段と、
　前記記録された通信に基づいて通信を開始される、前記複数の通信装置のうちの次の通
信装置となる尤度を決定する手段と、
　表示可能なリストにおいて、前記複数のパーティ識別子を、前記決定した尤度を基にし
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て順序付ける手段と
を有することを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書にて説明する実施例は、一般に電子装置に関し、特に通信装置に関連した動作
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯端末のような通信装置は、各個人によって、他の通信装置のユーザと通信するため
に利用することができる。例えば、通信装置は、ユニークな識別子（例えば電話番号）を
有する他の通信装置への発信あるいはテキストメッセージの送信や、当該通信装置からの
着信あるいはテキストメッセージの受信のために利用できる。通信装置は当該通信装置が
通信した通信装置を識別する電話番号のログを生成し、保持することができる。
【０００３】
　電話番号のログは”最近の呼び出し”、”不在発信”、”ダイアル発信”、”着信”の
ような表示可能な呼び出しリストを作るために利用できる。表示された電話番号は、例え
ば、求める電話番号まで呼び出しリストをスクロールし、ひとつの”呼び出し”や”送信
”ボタンを作動させることで通信装置からダイアルできる。従って、呼び出しリスト機能
は電話帳として機能し、送信キーは、受信者の電話番号の数字を個々に入力することを簡
易化した代替手段を提供する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　通信装置のユーザフレンドリな機能は通常、通信装置の待ち状態から利用しやすい初期
設定の表示か、あるいは最も簡単に表示可能な呼び出しリストのいずれかにて、新近の呼
び出しのリストを提供する機能を有している。しかしながら、新近性(recency)が、通信
装置から或る個人が或る時に最も電話をしそうな特定の電話番号の、最善のただ一つの予
測とは限らない。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一側面によれば、通信装置は、第一の呼び出し記録を格納するメモリと、第一の呼び出
し記録に基づいて、パーティ識別子に各々関連付けられた呼び出し頻度情報に基づいて或
る順序に順序付けられた第一の前記パーティ識別子の組を含む第一の呼び出しリストを生
成するように構成されたロジックと、少なくとも第一の呼び出しリストの一部を表示する
ためのディスプレイとを有していてもよい。
【０００６】
　さらには、呼び出し頻度情報は少なくとも時刻情報または曜日情報に対応していてもよ
い。
【０００７】
　さらには、通信装置はカレンダ情報を格納するカレンダを有し、前記順序はさらに前記
格納されたカレンダ情報を基としていてもよい。
【０００８】
　さらには、通信装置はユーザインタフェースを有し、前記表示された通信識別子はユー
ザインタフェースから選択でき、前記ロジックは第一の選択されたパーティ識別子の一つ
に基づいて第二の呼び出しリストを生成するようにさらに構成されていてもよい。
【０００９】
　さらには、前記第二の呼び出しリストは、前記第一の選択されたパーティ識別子に関連
付けられた第二のパーティ識別子の組を有していてもよい。
【００１０】
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　さらには、前記第二の呼び出しリストは前記第一の選択されたパーティ識別子の関連度
を基に順序付けられていてもよい。
【００１１】
　さらには、第二のパーティ識別子が前記第二のパーティ識別子の組から選択された場合
、前記ロジックは前記第一の選択されたパーティ識別子と前記第二のパーティ識別子へ多
者間呼び出しを発信するように、さらに構成されていてもよい。
【００１２】
　さらには、前記第一の呼び出し記録と前記第一の呼び出しリストは、前記通信装置の第
一のユーザに対応付けられ、前記メモリは第二の呼び出し記録を格納し、前記ロジックは
前記呼び出し記録に基づいて第二の呼び出しリストを生成するようにさらに構成され、前
記第二の呼び出し記録と第二の呼び出しリストは前記通信装置の第二のユーザに対応して
いてもよい。
【００１３】
　さらには、前記第一の呼び出し記録と前記呼び出しリストは、前記通信装置と関連付け
られた第一の通信識別子と対応し、前記メモリは第二の呼び出し記録を格納し、前記ロジ
ックは前記第二の呼び出し記録に基づいて第二の呼び出しリストを生成するようにさらに
構成され、前記呼び出し記録と前記第二の呼び出しリストは前記通信装置と関連付けられ
た第二の通信識別子と対応していてもよい。
【００１４】
　さらには、呼び出し頻度情報は呼び出しの新近性情報に基づいて重み付けされた呼び出
し頻度情報を有していてもよい。
【００１５】
　他の側面によれば、方法も提供され得る。その方法は、通信装置から送信された各信号
に関連付けられた前記通信識別子を格納するステップと、前記格納された通信識別子それ
ぞれへの信号送信の相対頻度に基づいて前記格納された通信識別子のリストの構成をする
ステップと、前記リストの少なくとも一部を表示するステップとを有していてもよい。
【００１６】
　さらには、前記リストの構成をするステップは、構成する時刻にも基づいてもよい。
【００１７】
　さらには、前記リストの構成をするステップは、前記リストが構成された曜日にも基づ
いてもよい。
【００１８】
　さらには、前記方法は、或る日付に関連する情報を記録するステップをさらに有し、前
記リストの構成は、前記構成が前記日付で発生する場合、前記日付と関連付けてカレンダ
に記録された情報にさらに基づいていてもよい。
【００１９】
　さらには、前記リストから表示された通信識別子の第一の選択を受信するステップと、
前記第一の選択に基づく前記リストを再構成するステップと、少なくとも前記再構成した
リストを表示するステップとを有していてもよい。
【００２０】
　さらには、前記方法は、前記再構成したリストから表示された通信識別子の第二の選択
を受信するステップと、前記表示された第一の識別子の選択と前記表示された識別子の第
二の選択に基づいた信号を送信するステップを有していてもよい。
【００２１】
　さらには、前記方法は、2以上の前記格納された通信識別子を有する個別の多元信号送
信に含まれている前記第一の選択の頻度を決定するステップを有していてもよい。
【００２２】
　さらには、前記格納された通信識別子の前記リストを構成するステップは、前記個別の
格納された通信識別子との前記信号送信の相対的新近性にも基づいてもよい。
【００２３】
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　さらに他の側面によると、通信端末内で動作する処理装置実行可能な命令を格納したコ
ンピュータ読取可能媒体を提供することもできる。そのコンピュータ読取可能媒体は、呼
び出しのための格納された通信識別子から、複数の格納された通信識別子のうちの一通信
識別子が選択されるであろう確率を決定するための命令と、少なくとも２つの通信識別子
に関連付けられた前記確率のそれぞれに基づいて、格納された前記少なくとも２つの通信
識別子を順序付ける命令とを有していてもよい。
【００２４】
　さらには、前記コンピュータ読取可能媒体は、リストとして順序付けられた前記通信識
別子を表示する命令も有していてもよい
　さらには、前記コンピュータ読取可能媒体は、少なくとも一つの表示された通信識別子
の選択を受け取る命令と、前記少なくとも一つの表示された通信識別子の少なくとも一つ
と共に、選択されていない通信識別子が呼び出されるために選ばれる各々の確率を決定す
る命令と、各々の選択されていない通信識別子と関連付けられた前記各々の確率に基づい
た前記選択されていない通信識別子を順序付ける命令と、別のリストとして前記順序付け
られた選択されない通信識別子を表示する命令とを有していてもよい。
【００２５】
　加えて、また別の特徴として、装置を提供することもできる。前記装置は通信装置と通
信を開始する手段と、各々の通信装置と開始された前記通信を記録する手段と、いずれの
通信装置が、前記記録情報を元に開始されるであろう通信を有する次の通信装置となる確
率を決定する手段と、表示されたリストにおいて、決定した確率を元に、少なくとも２つ
の前記通信装置と関係付けられた識別子を整列する手段とを有していてもよい。
【００２６】
　この仕様の一部を取り入れ、構成した添付図面により本発明の実装と説明を示し、本発
明を説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明の詳細な説明は添付図面を参照する。異なった図面において、同じ参照番
号は同一もしくは同等の要素を特定する。また、以下の詳細な説明は発明を限定するもの
ではない。　以下の説明は”呼び出し”に関して述べる。ここで用いられている呼び出し
という単語は、音声電話、テキストメッセージ、呼び出し、ファックス送信、メール、イ
ンスタントメッセージ等のあらゆる種類の通信を含むよう広く解釈され、それはまた、単
方向、双方向、または何組ものパーティ間にわたる他の種類の通信を含む。
【００２８】
　本明細書で述べられた実装は、携帯型の通信装置のような装置におけるキーパッドのよ
うなユーザインタフェースからの、簡易な番号選択のための表示可能な呼び出しリストを
構成するために利用できる。本明細書で述べられた実装は、通信装置から最も呼び出され
るであろう番号を効果的に予測するために、”ダイアル呼び出し”記録のような呼び出し
の活動履歴を利用してもよい。本明細書で述べられた実装は、任意の時点に対応する表示
可能な呼び出しリストを順序付けるために、呼び出し頻度、時刻、曜日、それらの組み合
わせといった記録情報を利用してもよい。本明細書で述べられた実装は、第一の番号が順
序付けられたリストから選択された場合に、例えば会議電話や多受信者メッセージのため
に、第一の選択された番号と対にするために何らかの特定の番号が選択されるであろう尤
度に応じて、整列した呼び出しリストを再構成してもよい。
【００２９】
　＜通信装置の例示＞
　図１は本発明の方式と一致した通信装置の実装例の略図である。通信装置１００（以下
、通信装置１００）は移動通信装置であってよい。本明細書では、”通信装置”及び”通
信端末”またはそのいずれかは、無線電話、携帯無線電話とデータ処理、ファクシミリ、
データ通信機能を統合可能なpersonal communications system（ＰＣＳ）端末、無線電話
やポケットベル（登録商標）、インターネット／イントラネットアクセス、ウエブブラウ
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ザ、オーガナイザ、カレンダ、全地球測位システム(ＧＰＳ)受信機を含むことのできる携
帯情報端末(ＰＤＡ)、ラップトップコンピュータ、パームトップコンピュータや他のタイ
プの通信装置の少なくともいずれかを含み得る。
【００３０】
　通信装置１００は、筐体１０１、キーパッド１１０、コントロールキー１２０、スピー
カー１３０、ディスプレイ１４０及びマイク１５０を有する。筐体１０１は通信装置１０
０で利用する装置とコンポーネントとを使用するために構成された構造を有する。例えば
、筐体１０１は、プラスチック、金属または複合材料から形作られ、キーボード１１０、
コントロールキー１２０、スピーカー１３０、ディスプレイ１４０、マイク１５０を支え
るために構成される。
【００３１】
　キーパッド１１０は通信装置を操作するための装置及びロジックまたはそれらのいずれ
かを有していてよい。キーパッド１１０はさらに、通信装置１００への情報入力のため、
スタイラスペンのような、直接的または他のデバイスを介してユーザの入力を受信するこ
とに適合していてもよい。一つの実装として通信装置１００の通信機能は起動キー１１２
によって操作される。キー１１２の実装では、番号、文字、記号などのようにキーと関連
づけられたキー情報を持ってもよい。ユーザはキー１１２とやりとりして、通信装置１０
０へキー情報を入力する。例えば、ユーザはキー１１２を操作して、数字やコマンドやテ
キストを通信装置１００へ入力できる。キー１１２の指定された機能により、ディスプレ
イ１４０に表示される画像が形成されたり、操作されたりしてもよい。
【００３２】
　コントロールキー１２０は、ディスプレイ１４０へ呼び出しリストを表示、呼び出しリ
ストのスクロール、リストに表示された番号の、少なくとも１つの選択、選択した番号へ
の発信といった特定の動作を通信装置１００に実行させるため、ユーザが通信装置１００
とのやり取りをすることができるボタンを有してもよい。
【００３３】
　スピーカー１３０は通信装置１００のユーザへ可聴な情報を提供する機能を有する。ス
ピーカー１３０は通信装置１００のどこにでも配置でき、例えばユーザが通信装置１００
を利用して通信する際に受話器として機能することができる。スピーカー１３０は、通信
装置１００で動作するゲームや映像と関連した音楽や音響情報の出力装置として機能する
こともできる。
【００３４】
　ディスプレイ１４０はユーザに可視画像を提供するデバイスを有していてもよい。例え
ば、ディスプレイ１４０は呼び出しの着信や発信、テキストメッセージ、ゲーム、電話帳
、現在の日付／時刻、音量設定などに関連して、画像情報を通信装置１００のユーザに提
供できる。
【００３５】
　ディスプレイ１４０の実装は白黒またはカラーの平面パネルディスプレイとして実現で
きる。
【００３６】
　マイク１５０は通信装置１００によるユーザの会話や他の音響信号を電気信号に変換す
る機能を有する。マイク１５０は通信装置１００のどこにでも配置でき、例えば、ユーザ
の話し言葉や語句を通信装置１００により利用するために電気信号に変換するよう構成す
ることが可能である。
【００３７】
　図２は、通信装置１００のような、本発明の方式に一致する通信装置における典型的な
機能の略図を示している。図２では、通信装置１００が処理ロジック２１０、記憶ロジッ
ク２２０、ユーザインタフェースロジック２３０、通信インタフェース２４０、アンテナ
アセンブリ２５０、電源供給ロジック２４０を有している。
【００３８】
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　処理ロジック２１０は、プロセッサ、マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）やそれに類似のも
のを有する。処理ロジック２１０は通信装置１００の操作やそのコンポーネントを制御す
るデータ構造やソフトウェアプログラムを有する。通信装置１００は、個別の処理ロジッ
クコンポーネントまたは、平行して動作する処理ロジックコンポーネントのような複数の
処理ロジックコンポーネントにて実現できる。
【００３９】
　記憶ロジック２２０は、処理ロジック２１０によって利用されるデータや命令を格納す
るためのランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、書き込み禁止メモリ（ＲＯＭ）、その
他のタイプのメモリを有してもよい。
【００４０】
　ユーザインタフェースロジック２３０は、通信装置１００に情報を入力するための、お
よび、通信装置１００から情報を出力するための、ハードウェアやソフトウェアなどの機
構を有することができる。
【００４１】
　通信インタフェース２４０は、例えば処理ロジック２１０からのベースバンド信号を無
線周波（ＲＦ）信号に変換できる送信機やベースバンド信号へＲＦ信号を変換できる受信
機を有する。あるいはまた、コミュニケーションインタフェース２４０は送信機と受信機
の両方の機能を有する送受信機を有してもよい。通信インタフェース２４０はＲＦ信号の
送信や受信のためにアンテナアセンブリと接続できる。アンテナアセンブリ２５０は放送
のＲＦ信号を送信や受信する１以上のアンテナを有していてよい。アンテナアセンブリ２
５０は放送で送信するために通信インタフェース２４０からＲＦ信号を受信し、通信イン
タフェース２４０に伝えるための放送のＲＦ信号を受信できる。
【００４２】
　電源供給ロジック２６０は通信装置１００のコンポーネントへ電源を供給するためのハ
ードウェアやソフトウェアを有していてよい。例えば、電源供給ロジック２６０は、１以
上のバッテリや自動車の装飾コンセント、外部バッテリ、壁付コンセントのような他の装
置から電源を受ける接続子を有していてよい。電源供給ロジック２６０はユーザや通信装
置１００のコンポーネントへ、バッテリ残量レベル、出力レベル、電源障害といった情報
を提供する計量ロジックを有していてよい。
【００４３】
　以下の詳細で述べるように、本発明の方式と一致した通信装置１００は、ユーザの入力
及び処理ロジック２１０に関連付けられた命令、或いはそのいずれかに応じて、表示可能
な呼び出しリストを動的に構成することに関する動作を実行できる。通信装置１００は、
そのような操作を、記憶ロジック２２０などのコンピュータ読取可能媒体に収められた呼
び出しリスト構成アプリケーションのソフトウェア命令を処理ロジック２１０による実行
に応じて遂行できる。コンピュータ読取可能媒体は、物理または論理メモリ装置及び、搬
送波として定義される。
【００４４】
　ソフトウェア命令は、他のコンピュータ読取可能媒体または、通信装置２４０を介して
他の装置から記憶ロジック２２０へ読み込まれる。記憶ロジック２２０に収められたソフ
トウェア命令は、処理ロジック２１０に後述する処理を実行させる。あるいはまた、配線
された回路を、ソフトウェア命令の代わりに、またはソフトウェア命令と組み合わせて利
用し、本発明の方式と一致した処理を実施することができる。従って、本発明の方式と一
致した実装はハードウェア回路やソフトウェアの特定の組み合わせに制限されない。
【００４５】
　＜データ構造例＞
　図３は本発明の方式と一致する呼び出し記録３００の例を示している。呼び出し記録３
００はマシンが読み取り可能なフォーマットの情報を格納することが可能で、コンピュー
タ読取可能媒体を有してもよい。実装の例において、呼び出し記録３００は、ディスプレ
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イ１４０に表示可能な呼び出しリストを形成するために利用される情報を格納できる。実
装の一つとして、呼び出し記録３００は記憶ロジック２２０に格納してよい。
【００４６】
　呼び出し記録３００は通信装置１００によって受発信された呼び出しの記録を有してい
てよい。記録された情報は、日付／時刻スタンプフィールド３１０、通信識別子フィール
ド３２０、エイリアスフィールド３３０、呼び出しタイプフィールド３４０などのフィー
ルド（ここでは列として示す）内の個々の記録のエントリ（ここでは行として示す）に配
置できる。呼び出し記録３００は、呼び出し持続フィールド、位置情報フィールド、支払
い情報フィールド、そのほか類似した他のフィールドも有する。呼び出し記録３００の呼
び出し記録情報はどんなフォーマットにも配置できる。
【００４７】
　日付／時刻スタンプフィールド３１０は、通信装置１００によって送受信された呼び出
しに関連付けられた日付を特定する情報を有していてよい。日付／時刻スタンプフィール
ド３１０は、通信装置１００によって送受信された呼び出しに関連付けられた時刻を特定
する情報を有していてよい。呼び出しの記録のために利用される日付と時刻の情報は、記
憶ロジック２２０、処理ロジック２１０、通信装置１００の他のコンポーネントによって
生成され得る。
【００４８】
　通信識別子フィールド３２０は、通信装置１００によって発信された呼び出しの発信先
や受信された発信元に関連付けられた通信装置を識別する情報を有していてよい。例えば
、識別子フィールド３２０は電話番号、メールアドレス、そのほか通信装置を識別するた
めの固有な情報といった情報を有していてよい。一つの実装として、通信インタフェース
２４０、処理ロジック２１０、その他の通信装置１００のコンポーネントは、着信信号か
ら、発信元の通信装置と関連付けられた識別子を決定できる。例えば、識別子は、自動番
号識別（ＡＮＩ）や、受信呼び出しに関連付けられたcaller identity display（発呼者
ＩＤまたはＣＩＤ）情報を利用して決定できる。
【００４９】
　エイリアスフィールド３４０は通信識別子を関連付けられたパーティの名前を特定する
情報を有してよい。一つの実装として、エイリアスフィールドは、受信呼び出しに関連付
けられたＣＩＤ情報を利用して自動的に決定できる。一つの実装として、ユーザは、通信
識別子に関連付けられるべき名前、例えば電話帳や接続リスト等をキー１１２やコントロ
ールキー１２０を利用して指定する。入力された情報は、ユーザインタフェース２３０あ
るいは処理ロジック２１０、記憶ロジック２２０、そのほか通信装置１００のコンポーネ
ントによって処理され、格納され、あるいはその両方が行われてよい。一つの実装として
、通信識別子がさらに携帯電話や職場の電話、自宅の電話、メールアドレスなどに関連付
けられ得る場合には、１つのエイリアスを１以上の通信識別子に関連付けることができる
。
【００５０】
　呼び出しタイプフィールド３５０は、通信装置１００から呼が発した（例えば“ダイア
ルされた”）か、通信装置１００が呼の終点である（例えば、“受信された”）かや、着
信に応答した（例えば、“不在”）か、そのほか同等のような呼び出しの状況を特定する
情報を含んでよい。通信インタフェース２４０や処理ロジック２１０、他の通信装置１０
０のコンポーネントは呼び出しと関連付けられたさまざまな状況を特定できる。
【００５１】
　＜処理例＞
　図４は呼び出しリスト構成アプリケーションを実施するための本発明の方式と一致した
処理のフローチャートの例を示す。一つの実装として、呼び出しリスト構成アプリケーシ
ョンは、例えば、“オフ”、“待機”、電話中といった通信装置１００の動作のいかなる
モードにおいても動作可能である。
【００５２】
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　呼び出し記録情報は取得できる（４１０）。上記で説明した、呼び出し記録３００の記
録エントリは、通信回線が確立された（すなわち呼び出しに「応答があった」）か否かに
関係なく発呼または着呼又はその両方に対して自動的に生成され格納されてよい。呼び出
し動作の記録は通信装置１００の最初の操作にて開始され、その後、継続されてよい。あ
るいはまた、呼び出し動作の記録はどんな予定された期間においても継続されてよい。一
つの代替の実装において、通信装置１００と関連付けられた呼び出し動作に対応する呼び
出し記録情報は、通信装置１００の動作と関連付けられた通信サービスプロバイダによっ
て保持されてよい。従って、以下に述べるような呼び出しリスト構成は、例えばサーバに
保持し、そして、通信装置１００へ提供されてよい。
【００５３】
　以下で示すような呼び出しリスト構成は、呼び出し記録３００における少なくとも一つ
のエントリで構成できる。呼び出しリスト構成は呼び出しリスト３００の１以上のエント
リの分析を開始できる（４２０）。一つの実装例として、この分析は統計解析法を含む。
分析は通信識別子フィールド３２０における１以上の通信識別子と関連付けられた呼び出
しのパターンを特定できる。一つの実装として、分析は、エイリアス領域３３０内の１以
上のエイリアスと関連付けられた呼び出しのパターンを特定でき、それによって一つのエ
イリアス（例えば、携帯、自宅、職場など）と関連付けられた２以上の通信識別子が、分
析のための一つの通信識別子として扱われる。
【００５４】
　一つの実装例として、分析は、呼び出し記録３００におけるエントリのすべてもしくは
いずれかを含んでよい。例えば、分析は、呼び出しタイプフィールド３４０において特定
されるような呼び出しのタイプに基づくことも可能である。一つの実装として、分析は発
ダイヤルされた呼び出しのみに基づいてもよい。あるいはまた、分析はダイヤルされた呼
び出し、不在呼び出し、受信呼び出しを含めてもよい。一つの実装として、分析は所定期
間内の呼び出しのみを基にしてもよい。すなわち、所定時間よりも古い呼び出し記録３０
０内の呼び出しは、分析の目的から無視してもかまわない。一つの実装例として、呼び出
し記録３００内のエントリは、記憶ロジック２２０の容量に基づいて、例えば、先入先出
手法や他の手法によって、呼び出し記録３００から消してもかまわない。
【００５５】
　個別のエントリは分析に基づいて呼び出しリストに順序付けられてよい（４３０）。エ
ントリの順序は基準となる何らかの数を基にしてもよい。一つの実装として、順序は、分
析によって決定されたような、呼び出し記録３００における個々のエントリと関連付けら
れた頻度情報を基にしてもよい。例えば、呼び出しリストの順序は、個々の通信識別子と
対応する、呼び出し記録３００内のエントリの数に基づいてもかまわない。通信装置１０
０から最も発呼されている通信識別子は呼び出しリストに載せられた最初の通信識別子で
あり、通信装置１００から２番目に多く発呼されている通信識別子は呼び出しリストに載
せられた次の通信識別子であり、以下同様とするのが、簡単な例であろう。一つの実装と
して、頻度順は、新近性から独立した絶対的な頻度に基づいてよい。すなわち、最も発呼
頻度の高い通信識別子への最後の呼び出し以後に、他の通信識別子に対してどれだけの数
の呼び出しがあった場合であったとしても、最も頻繁に発呼された通信識別子は呼び出し
リストの最初に載せられる。その代わりに例えば、順序は、頻度と新近性との組み合わせ
を基にしてもよい。例えば、呼び出し記録３００内のエントリは時間に関連付けされた時
間の新近性や、関連付けされたエントリの頻度を基とした、予め決められた何らかの計算
式によって重み付けされてもよい。この方法においては、呼び出しリストの順序の決定に
おいて、頻繁だが古い呼び出しは、回数は少ないが新しい呼び出しに比べて著しく少なく
計算することもできる。
【００５６】
　一つの実装として、構成された呼び出しリストの順序は、呼び出しリストの生成と関連
付けられた時間を基としてもよい。例えば、順序付けは例えば、時刻、曜日、月日などと
関係するように、呼び出し記録の分析に基づいてよい。例えば順序付けは、ある時間内に
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呼び出しがあるかないかにかかわりなく、一日の流れを通して動的であってもよい。一つ
の実装として、分析は、一日のうちの特定の時刻、曜日などに関連付けられた呼び出しパ
ターンを特定する。
【００５７】
　一つの実装として、構成した呼び出しリストの順序は通信装置１００に格納されたカレ
ンダ情報に基づく。すなわち、通信装置１００に含まれるカレンダアプリケーションでユ
ーザがカレンダに情報を記録した場合、記録された情報は自動的に呼び出しリスト構成の
分析の一部として考慮される。例えば、エイリアス及びエイリアスと関連付けた通信識別
子もしくはそのいずれかを有するリマインダー、誕生日、電話会議などのようなカレンダ
情報のために、頻度や新近性のような他の適用した順序付け基準にかかわらず、関連付け
たエイリアス及び通信識別子あるいはそのいずれかを順序付けにおいて優先してもよい。
一つの実装として、カレンダに記録した情報に基づく順序付けは、親近性情報や頻度情報
に基づく順序付けから独立していてもよいし、併用してもよい。
【００５８】
　順序付けられた呼び出しリストは、ディスプレイ１４０にて表示される（４４０）。一
つの実装として、呼び出しリストは、例えば、通信装置１００の待機モードにおいて、受
動的に表示されてもよい。他の実装としては、呼び出しリストは、指定したキー１１２、
コントロールキー１２０、そのほか通信装置１００のコンポーネントをユーザが操作した
ときに表示してもよい。例えば、呼び出しリストは待機モードの間に送信キーをユーザが
操作したときに表示されてもよい。一つの実装として、呼び出しリストは“デフォルト”
で表示してもよい。
【００５９】
　呼び出しリストにおいて順序付けられたエントリは幾つかの情報を含んでよい。一つの
実装として、順序付けられたエントリは、エイリアス、通信識別子、エントリに関連付け
られた呼び出しのタイプ（例えば、当該通信識別子は最後の発呼か最後の着呼かを示す）
、“携帯”、“自宅”、“職場”といった通信識別子の指定を含む。一つの実装として、
順序付けられたエントリはそれぞれの行に表示してよい。呼び出しリストは他のフォーマ
ットによって表示されてよい。呼び出しリストは、一時にその一部がディスプレイ１４０
に表示されてもよい。すなわち、限られた行数のエントリを一度に表示してよい。一つの
実装として、ユーザは、キー１１２、コントロールキー１２０、通信装置１００の他のコ
ンポーネントを呼び出しリストの他の部分を表示するために利用できる。例えば、表示さ
れた呼び出しリストはスクロールされるか、そうでなければ、キー１１２やコントロール
キー１２０、通信装置１００のほかのコンポーネントを利用してナビゲートして、ユーザ
インタフェースロジック２３０によって処理されてもよい。
【００６０】
　一つの実装として、ユーザはキー１１２、コントロールキー１２０、その他コンポーネ
ントを利用して、例えば、呼び出しリストのエントリをスクロールしたり、要求する（ハ
イライトをかけた）呼び出しのエントリを選択したりして、呼び出しリストと情報のやり
取りをしてもかまわない（４５０）。一つの実装として、呼び出しリストに表示されたエ
ントリの選択により、残った（選択されなかった）エントリのバランスを含めて呼び出し
リストの再構成を行ってもよい（４６０）。例えば、呼び出し記録情報の分析で得られた
情報は、選択されたエントリに対応する通信識別子と１以上の選択されなかった通信識別
子との間の関係を決定するのに利用してよい。例えば、１以上の選択されなかった通信識
別子が、以前、多受信者テキストメッセージの共同受信者や電話会議の共通のパーティで
あった場合、分析は事実を明らかにする。一つの実装として、再構成された呼び出しリス
トにおけるエントリは選択されたエントリとの関連度（例えば共同受信者となるなど）を
基として順序付けされてよい。
【００６１】
　ユーザはエントリを追加したり、選択処理を終了してもよい（４７０）。ユーザが再構
成された呼び出しリストから選択をしたとき（通信のための第二の通信識別子の選択など
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）、再構成された呼び出しリスト自体は、第二の選択されたエントリに対応する通信識別
子と１以上の選択されなかった通信識別子との関連を基に再構成できる（４６０）。特定
の呼び出しのために、同様の方法で次に選択されたエントリのために、再構成処理は繰り
返されてもよい。
【００６２】
　ユーザが選択処理を終えたとき、例えばユーザが操作した送信キーによって、呼び出し
は、選択したエントリと関連した通信識別子（および例えば手動入力された何らかの通信
識別子）に発せられてもよい（４８０）。もし、呼び出しがテキストメッセージを含むな
らば、テキストメッセージが構成される前または中または後に、例えば、キー１１２やコ
ントロールキー１２０やその他の通信装置１００のコンポーネントを利用して、受信者リ
ストは上記に述べた方法で編集してもよい（４１０－４７０）。
【００６３】
　複数の上記順序付けの基準は、任意の度合で、個別でも、１以上の他の基準と組み合わ
せても適用できる。一つの実装として、順序付けの基準は通信装置１００のユーザによっ
てプログラミング可能であり、それに応じて変更できる。他の実装として、順序付けの基
準および呼び出し記録情報および呼び出しリスト構成の少なくともいずれかは、通信装置
１００の特定のユーザや、通信装置１００と関連付けられた特定の通信識別子に対して明
確にされてもよい。例えば、通信装置１００の２人以上の個別のユーザは、通信装置１０
０の識別可能な”現在のユーザ”として、”ログイン”してもよい。他の例として、呼び
出しは、複数割り当てられた識別可能な通信識別子を通して、通信装置１００から発せら
れたり、または通信装置により受信されたり、あるいはその両方が行われてより。呼び出
しリスト構成アプリケーションは本発明の方式と一致する他の事例としては、分割したり
、特定のユーザに関連付けたり、特定の通信識別子に対して適用してもかまわない。
【００６４】
　＜本発明の実施例における具体例＞
　図５Ａ－５Ｇは、０３／０７／０６－０３／１５／０６の期間に呼び出し記録３００に
反映され、通信装置１００に記録された呼び出しのアクティビティから生成された呼び出
しリスト構成の例を示している。これは通信装置１００のディスプレイ１４０に一部が表
示され、本発明の方式と一致している。上記で述べたように、呼び出しリストのバランス
は、通信装置１００のユーザから受け取った入力と対応付けて表示してもよい。呼び出し
リスト構成の例は例えば、通信装置１００によって実施され、記録された呼び出し情報の
統計的解析によって生成されてもよい。統計解析法は例えば、呼び出しリスト中のそれぞ
れの通信識別子が、通信装置１００を利用して呼び出される次の通信識別子になりそうな
確率を決定するために利用してもよい。
【００６５】
　図５Ａは本発明の方式と一致する、呼び出し記録３００から生成された呼び出しリスト
の一部の表示を示す。図５Ａにおける表示された呼び出しリストは、たとえば通信装置１
００について呼び出しのアクティビティが記録された期間内に、エイリアスに関連付けら
れた番号が呼び出された回数（すなわち相対頻度）を基にして、入力１、２、３として、
”ＪＵＬＩＥ”、”ＨＯＭＥ”、”ＫＩＭ”をそれぞれ順序付けている。図５Ａが示すに
は、”ＪＵＬＩＥ”と関連付けられた複数の通信識別子（555-555-1234、555-555-8901な
ど）のうちの２つ以上は、エントリを順序付けるという目的のために一つの通信識別子と
して考えてもよい。
【００６６】
　図５Ｂは本発明の方式と一致する、呼び出し記録３００から生成した呼び出しリストの
一部の別の表示を示す。図５Ｂにおける呼び出しリストの表示は、入力１、２、３として
、”ＢＥＴＨ”、”ＪＵＬＩＥ”、”ＨＯＭＥ”とそれぞれ順序付けられている。それは
例えば、相対頻度および、ＢＥＴＨが“不在”呼び出しであること（これは順序付けの目
的のための優先度（ここでは、図５Ｂが示す他の全てのエントリに対する）を与えること
ができる）に基づいている。一つの実装として、不在呼び出しに付与された優先度は、そ
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の不在呼び出しに対していったん呼び出しが設定されれば（すなわち返答があれば）、ま
たは、通信装置１００のユーザから受信した入力に基づいて、またはその両方により削除
してもよい。
【００６７】
　図５Ｃは本発明の方式に一致する通信記録３００から生成した呼び出しリストの一部の
別表示を示す。図５Ｃにおける呼び出しリストの表示は、入力１、２、３として、”ＨＯ
ＭＥ”、”ＪＩＬＬ”、”ＳＵＳＡＮ”がそれぞれ順序付けられている。これは例えば、
相対頻度および、ＨＥＩＤＩがカレンダに記録された情報（例えば誕生日）であること（
これは順序付けの目的のための優先度（ここでは、図５Ｃが示す他の全てのエントリに対
する）を与えることができる）に基づいている。一つの実施例として、カレンダに記録さ
れた情報に付与された優先度は、そのカレンダに記録された情報に関連づけられた通信識
別子に対していったん呼が設定されれば、または、通信装置１００のユーザから受信した
入力に基づいて、またはその両方により削除してもよい。
【００６８】
　図５Ｄは本発明の方式と一致する、呼び出し記録３００から生成した呼び出しリストの
一部の別表示を示す。図５Ｄにおける呼び出しリストの表示は入力１、２、３として、”
ＨＯＭＥ”、”ＪＩＬＬ”、”ＳＵＳＡＮ”それぞれが順序付けられている。これは例え
ば、相対頻度およびエントリの新近性に基づき、これにより呼び出しの”年齢”が順序付
けの目的に対する重み付けの因子となる。
【００６９】
　図５Ｅは本発明の方式と一致する、呼び出し記録３００から生成した呼び出しリストの
一部の別表示を示す。図５Ｅにおける呼び出しリストの表示は入力１、２、３として、”
ＨＯＭＥ”、”ＪＵＬＩＥ”、”ＪＩＬＬ”それぞれが順序付けられている。これは相対
頻度および時刻（例えば、”８：００ＡＭ”）に基づいている。すなわち、呼び出し記録
３００の分析は、呼び出しのパターンを確認してもよく、それによると、呼び出しは、だ
いたい毎日８：００ＡＭにＨＯＭＥへ繰り返し発信されている。このため、ＨＯＭＥは順
序付けの目的のために偏って計算されてもよい（ここではＪＩＬＬに対して）。一つの実
装として、時刻に基づいて重み付けされた優先度は、対応する通信識別子への呼び出しが
いったん設定されると、またはウィンドウ時間が経過すると、削除してもかまわない。時
刻による優先度の重み付けに適用するウィンドウ時間は、予め決められた期間にしてもよ
く、特定されたパターンにおける極端な時間（図５Ｅにおいて示す７：５９から８：０５
ＡＭのような）によって区切る必要はない。例えば、ここで、ウィンドウは７：００から
９：００ＡＭの間にまで拡張し、その間にＨＯＭＥには、構成された呼び出しリスト内の
エントリを順序付けする際の優先度を付与してもよい。
【００７０】
　図５Ｆは、図５Ａの呼び出しリストを示し、その中では、エントリ（３）”ＫＩＭ”は
、例えば、エントリ（１）、（２）を通して、呼び出しリストをスクロール”ダウン”し
た後に通信装置１００のユーザによる選択のためにハイライトされてもよい。一つの実装
として、一度ハイライトされたＫＩＭは、例えば、キー１１２及び、コントロールキー１
２０を通して、ユーザからの入力を受信することによって選択されてもよい。図５Ｇは、
図５Ｆにおける呼び出しリストからＫＩＭの選択に基づいて生成される第二の呼び出しリ
ストを示す。図５Ｇにおける派生した呼び出しリストは、相対頻度や、例えば以前に選択
されたエントリ、すなわち３／１０や３／７／０６に送信された多受信者テキストメッセ
ージに対応するＫＩＭに対する特定された関連度に基づいてもよい。
【００７１】
　＜まとめ＞
　本発明の原理と一致した実装は、決定した次に呼び出されるであろう任意の特定の番号
の尤度に基づいて、最適にエントリを順序付けできる通信装置のユーザに対し、した表示
可能な呼び出しリストを生成する高性能の呼び出しリスト構成を提供する。
【００７２】
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　本発明の好ましい具体例である前述の説明は、図と説明を提供するが、網羅的なもので
はなく、提示された形式に発明を限定するものではない。改良や変化は上記教示の観点か
ら可能であり、本発明の実施から取得してもよい。
【００７３】
　図４に関して、一連の動作について説明したが、動作の順序付けは、本発明の方式と一
致した他の実装で修正してもよい。さらには、独立していない動作は平行して実施しても
よい。
【００７４】
　上記で説明した本発明の特徴においては、図によって示された実装における、一般的な
技術である多くのソフトウェア、ファームウェア、ハードウェアといった異なった形式に
おいて実施してもかまわないことは明確である。本発明の方式と一致する特徴の実装が実
在のソフトウェアコードや専門の制御ハードウェアで発明を限定するものではない。した
がって、特徴の操作と振る舞いは、特定のソフトウェアコードを参照することなしに述べ
られた。それは、ここで述べたことを基とした特徴を実施するために、ソフトウェアやハ
ードウェアを一般的な技術で設計できるとして理解できる。
【００７５】
　この明細書及び請求項において利用される場合、”含む／含んでいる”という単語が強
調される。これは、述べられた特徴、整数、ステップ、コンポーネントの存在を明確にす
るために使われるが、それを理由として、１以上のほかの特徴、整数、ステップ、コンポ
ーネント、グループの存在を排除するわけではない。
【００７６】
　本明細書において利用された要素、動作、構成は明確に述べられていないにしても、本
発明に重要で必須であると解釈されるべきではない。また、ここで利用されるように、冠
詞”ａ”は１以上の項目を含んでいることを意味する。１つの項目のみを含んでいるとき
は、”ｏｎｅ”または同様の言葉を用いている。さらに単語”基づく”は、別途明記して
述べない限り、”少なくとも一部において、基づく”を意味している。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】図１は本発明の方式と一致する通信装置の実装例の略図である。
【図２】図２は本発明の方式と一致する図１の通信装置における機能の例の略図を示す。
【図３】図３は本発明の方式と一致するデータ構造の例を示す。
【図４】図４は本発明の方式と一致する呼び出しリストの構成におけるフローチャートの
例の略図を示す。
【図５Ａ】、
【図５Ｂ】、
【図５Ｃ】、
【図５Ｄ】、
【図５Ｅ】、
【図５Ｆ】、
【図５Ｇ】図５Ａ－図５Ｇは本発明の方式と一致する表示可能な呼び出しリストの構成に
おける例を示す。
【符号の説明】
【００７８】
２１０　　処理ロジック
２２０　　記憶ロジック
２３０　　ユーザインタフェースロジック
２４０　　通信インタフェース
２５０　　アンテナアセンブリ
２６０　　電源供給ロジック
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