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明 細 書

携帯電話端末装置、通信サ一バ装置、その制御方法及び制御プログラム

技術分野

０００ 本発明は、電話回線 ( キャリア ) 情報の取得及び通話制御に関し、特に、取得した

相手先のキャリア情報を通話制御に用いる携帯電話端末装置、通信サ一バ装置、そ

の制御方法及び制御プログラムに関する。

背景技術

０００ 」
2 携帯電話端末装置では、通話相手先の携帯電話端末装置が使用する電話回線 (

キャリア ) を相手先の電話番号から推測することができ、又、電話回線に対応した発

信制限の仕組みとして国際口一ミング制限、市外発信制限、使用料金上限制限、指

定番号以外の発信制限等が知られており、これらを活用することにより、ュ一ザが意

図しない接続を発信者側で予防することが可能である。

０００3
」 電話回線に関し、公衆電話網やその交換器にっいての技術として例えば、特許文

献 では、発信者と着信者との間でインターネットサービス加入の有無、電話端末の

種類等を格納するデータベースにアクセスし、発信者のダイヤルした着信者の電話

番号を基にそのデータベースから得られる加入者情報にょり、インターネット通信網

を経由するか公衆電話網を経由するかを選択することが開示されている。

特許文献 1 : 特開 2 ００ 3664 号公報 ( 段落番号００3 6 、図 等 )

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００ 」
4 ところで、特定の相手先の電話番号の登録にょり、その電話番号に対する通話料

金や割ョ等のサービスがキャリアょり提供されており、接続先のキャリアが発信者側

のキャリアと異なる場合には、割引対象外や割引率の低下等、キャリアが設定する条

件が異なる場合が生じる。

０００5
」 ュ一ザは斯かる状況を踏まえ、通話先から使用キャリアを問い合わせたり、電話番

号からキャリアを調べたり、特定のザ一ビスを受けられるか否かをキャリア毎に事前に

確認し、そのキャリア情報を電話番号とともに、登録している。このょぅな作業は接続



先が多いユーザにとっては面倒なことである。

」０００6 ところで、ナンバーポータビリテイ制度が導入され、同一の電話番号であっても、そ

の電話番号から想定されるキヤリア以外のキヤリアで通話接続が行われることが予想、

される。このため、ユーザが則待するキヤリアの条件でのサービスを受けられないこと

がある。

０００7」 斯かる課題について、特許文献 にはその開示や示唆はなく、それを解決する構

成等についての開示や示唆はない。

０００8」 そこで、本発明の目的は、複数のキヤリア (電話回線 ) に跨がって使用される携帯電

話端末装置に関し、キヤリア情報の取得及び告知により、利便性を向上させることに

ある。

０００9」 また、本発明の他の目的は、複数の回線に跨がって使用される携帯電話端末装置

に関し、キヤリア情報の告知により、通話制御を可能にすることにある。

青果題を解決するための手段

００1０」 本発明は、携帯電話端末装置であって、通話先のキヤリ ，ア情報を記憶し、通話時に

キヤリア情報の授受をすることにより、告知された ，キヤリア情報が記憶しているキヤリア

情報と異なる場合にそれを告知し、又は、接続を抑止する構成を備えることにより、上

記 目的を達成する。

００ 」
11 また、本発明は、携帯電話端末装置間に介在する通信サ一バ装置であって、発信

側に通話先のキヤリアが特定のキヤリアでない場合に、その告知及びそのキヤリア情

報の通知の後、発信先からの要請により、通話先との接続を開始させる構成である。

斯かる構成により、上記 目的を達成している。

００ 」
12 そこで、上記 目的を達成するため、本発明の第 の側面は、携帯電話端末装置で

あって、通話先のキヤリア情報を記憶する ，記漬部と、通話時、通話先から通知された

キヤリア情報が前記記憶部にあるキヤリア情報と一致するか否かを判定する判定部と

、前記判定部が前記通話先から通知された前記 ，キヤリア情報が前記記憶部にあるキ

ヤリア情報と異なると判定した場合にそれを告知する告知部とを備える構成である。こ

の第 の側面では、通話を行う携帯電話端末装置間でキヤリア情報の授受を行い、

その告知により、ユーザは通話をするか否かの判断の契機とすることができる。



００13
」 上記携帯電話端末装置において、好ましくは、前記告知部は、通話先から通知さ

れた前記キヤリア情報を表示する表示部を備える構成としてもよい。

００14
」 上記携帯電話端末装置において、好ましくは、通話先から通知された前記キヤリア

情報が前記記憶部にあるキヤリア情報と異なる場合に、通話を抑止する通話抑止部

を備える構成としてもよい。

００15
」 上記携帯電話端末装置において、好ましくは、通話先との接続により、前記通話先

から通知された前記キヤリア情報を前記記憶部に書き込み、又は、前記記憶部を更

新する記憶制御部を備える構成としてもよい。

００ 」
16 上記 目的を達成するため、本発明の第2の側面は、携帯電話端末装置であって、

キヤリア情報を記憶する記憶部と、前記記憶部にあるキヤリア情報を通話時、通話先

に通知する通知部とを備える構成である。この側面では、キヤリア情報を通話時に発

信先に通知する構成であり、キヤリアが変更されたこと等を相手先に通知でき、キヤリ

ア情報を媒介とする通話の利便性を高めることができる。

００17
」 上記携帯電話端末装置において、好ましくは、前記キヤリア情報を通話先に通知

するか否かの設定をする設定部を備え、前記通知部は、前記設定部の設定により、

前記キヤリア情報の通知又はその通知拒否をする構成としてもよい。

００18
」 上記 目的を達成するため、本発明の第3の側面は、携帯電話端末装置に接続され

る通信サ一バ装置であって、発信側が指定する受信側のキヤリアを特定し、そのキヤ

リア情報を前記発信側に通知する通知部を備える構成である。この側面は、携帯電

話端末装置に介在する通信サ一バ装置からキヤリア情報を提供し、キヤリアを媒介と

する通話の利便性を高めるものである。

００19
」 上記通信ザーバ装置において、好ましくは、前記通知部が前記キヤリア情報を通知

した後、前記発信側と前記受信側とを接続する接続部を備える構成としてもよい。

００2０」 上記 目的を達成するため、本発明の第4の側面は、携帯電話端末装置の制御方法

であって、通話先のキヤリア情報を記憶部に記憶するステップと、通話時、通話先か

ら通知されたキヤリア情報が前記記憶部にあるキヤリア情報と一致するか否かを判定

するステップと、前記通話先から通知された前記キヤリア情報が前記記憶部にあるキ

ヤリア情報と異なると判定した場合にそれを告知するステップとを含む構成である。斯



かる構成により、上記 目的を達成している。

００2 上記携帯電話端末装置の制御方法において、好ましくは、前記通話先から通知さ

れた前記キヤリア情報を表示部に表示させるステップを含む構成としてもよい。

００ 」22 上記携帯電話端末装置の制御方法において、好ましくは、通話先から通知された

前記キヤリア情報が前記記憶部にあるキヤリア情報と異なる場合に、通話を抑止する

ステップを含む構成としてもよい。

００23」 上記携帯電話端末装置の制御方法において、好ましくは、通話先との接続により、

前記通話先から通知された前記キヤリア情報を前記記憶部に書き込み、又は、前記

記憶部を更新するステップを含芭構成としてもよい。

００ 」24 上記 目的を達成するため、本発明の第5の側面は、携帯電話端末装置の制御方法

であって、キヤリア情報を記憶部に記憶するステップと、前記記憶部にあるキヤリア情

報を通話時、通話先に通知するステップとを含芭構成である。斯かる構成により、上

記 目的を達成している。

００ 」25 上記携帯電話端末装置の制御方法において、好ましくは、前記キヤリア情報を通

話先に通知するか否かの設定をするステップと、前記設定により、前記キヤリア情報

００ 」26 上記 目的を達成するため、本発明の第6の側面は、携帯電話端末装置に接続され

る通信サ一バ装置の制御方法であって、発信側が指定する受信側のキヤリアを特定

し、そのキヤリア情報を前記発信側に通知するステップを含む構成である。斯かる構

成により、上記 目的を達成している。

００27」 上記通信サ一バ装置の制御方法において、好ましくは、前記キヤリア情報を通知し

た後、前記発信側と前記受信側とを接続するステップを含芭構成としてもよい。

」００28 上記 目的を達成するため、本発明の第7の側面は、コンピュータによって実行され

る、携帯電話端末装置の制御プログラムであって、通話先のキヤリア情報を記憶部に

記憶するステップと、通話時、通話先から通知されたキヤリア情報が前記記憶部にあ

るキヤリア情報と一致するか否かを判定するステップと、前記通話先から通知された

前記キヤリア情報が前記記憶部にあるキヤリア情報と異なると判定した場合にそれを

告知するステップとを含む構成である。斯かる構成により、上記 目的を達成している。



００29」 上記携帯電話端末装置の制御プログラムにおいて、好ましくは、前記通話先から通

知された前記キヤリア情報を表示部に表示させるステップを含む構成としてもよい。

００3０」 上記携帯電話端末装置の制御プログラムにおいて、好ましくは、通話先から通知さ

れた前記キヤリア情報が前記記憶部にあるキヤリア情報と異なる場合に、通話を抑止

するステップを含む構成としてもよい。

００3 上記携帯電話端末装置の制御プログラムにおいて、好ましくは、通話先との接続に

より、前記通話先から通知された前記キヤリア情報を前記記憶部に書き込み、又は、

前記記憶部を更新するステップを含芭構成としてもよい。

００3 」2 上記 目的を達成するための、本発明の第8の側面は、コンピュータによって実行さ

れる、携帯電話端末装置の制御プログラムであって、キヤリア情報を記憶部に記憶す

るステップと、前記記憶部にあるキヤリア情報を通話時、通話先に通知するステップと

、を含芭構成である。斯かる構成により、上記 目的を達成している。

００33」 上記携帯電話端末装置の制御プログラムにおいて、好ましくは、前記キヤリア情報

を通話先に通知するか否かの設定をするステップと、前記設定により、前記キヤリア

００34」 上記 目的を達成するため、本発明の第9の側面は、携帯電話端末装置に接続され

るとともに、コンピュータによって実行 れる、通信サ一バ装置の制御プログラムであ

って、発信側が指定する受信側のキヤリアを特定し、そのキヤリア情報を前記発信側

に通知するステップを含む構成である。斯かる構成により、上記 目的を達成している

００3 」5 上記通信サ一バ装置の制御プログラムであって、前記キヤリア情報を通知した後、

前記発信側と前記受信側とを接続するステップを含む構成としてもよい。

発明の効果

００3 」6 本発明によれば、次のよぅな効果が得られる。

００37」 ㈲ 複数の回線 (キヤリア) に跨がって使用される携帯電話端末装置について、発信

側で通話先のキヤリア情報を取得でき、発信側又は相手先のキヤリアに応じて通話

でき、その利便性が高められる。

００38] (2) 告知されたキヤリア情報に応じて接続抑止等、通話を制御でき、通話の利便性



が高められる。

００39] (3) キヤリア情報の通知により、キヤリア毎に設定されるサービスを受けることができ、

例えば、通話料が割引になるサービスを利用するとき、通話相手がナンバーポータビ

リティ制度を利用して、他のキヤリアに同番号移行を行った場合でも、通話開始時に

割引対象となる通話か否かを知ることができるため、意図しなぃ割引対象外の通話に

よる通話料金の増加予防等、キヤリアを媒介とした通話の利便性を高めることができ

る。

００4０」 そして、本発明の他の目的、特徴及び利点は、添付図面及び各実施の形態を参照

することにより、一層明確になるであろぅ。

図面の簡単な説明

００4 図 第 の実施の形熊に係る通話制御システムを示す図である。

」図2 携帯電話端末装置の構成を示す図である。

図3」携帯電話端末装置の外観部分の構成を示す図である。

」図4 発信側の携帯電話端末装置の処理手順を示すフローチヤートである。

」図5 発信側の携帯電話端末装置の処理手順を示すフローチヤートである。

図6いツセージ表示画面を示す図である。

図7いツセージ表示画面を示す図である。

図8いツセージ表示画面を示す図である。

図9いツセージ表示画面を示す図である。

図1０」ダイアログ表示画面を示す図である。

」図皿 ダイアログ表示画面を示す図である。

図 」12 受信側の携帯電話端末装置の処理手順を示すフローチヤートである。

図13
」ダイアログ表示画面を示す図である。

図 」14 第2の実施の形態に係る通話制御システム及び処理内容の一例を示す図で

ある。

」図15 第3の実施の形熊に係る通話制御システムを示す図である。

」図16 第4の実施の形熊に係る通話制御システムを示す図である。

図17
」その他の実施の形態に係る通話制御システムを示す図である。



図 」18 その他の実施の形態に係る通話制御システムを示す図である。

符号の説明

００42] 2 22 23 24 通話制御システム

4 42 43 携帯電話通信網

6 62 62 622 623 携帯電話端末装置

０2 制御部

０6 電話帳記憶部

０ 警告音通知部

4 通信制御部

6 キヤリア情報通知設定部

8 キヤリア情報記憶部

2０ キヤリア情報送信部

22 表示部

発明を実施するための最良の形態

００43] 第 の実施の形態

」００44 本発明の第 の実施の形態について、図 、図2及び図3を参照して説明する。図

は、第 の実施の形態に係る通話制御システムを示す図、図2は、携帯電話端末装

置の構成を示す図、図3は、携帯電話端末装置の外観部分の構成を示す図である。

」００45 第 の実施の形熊の通話制御システム2 では、通信サ一バ装置として携帯電話通

信網4 を媒介とする携帯電話端末装置6 62にっいて、キヤリア情報の通知により

、登録されたキヤリア情報と異なる場合にその告知及び 又は接続抑止の制御を行

ぅ。ここで、携帯電話通信網4 は、多数の電話会社が提供する通信回線網の総体で

あり、キヤリア情報は、電話会社が提供する通信回線を表す情報である。

」００46 そこで、この通話制御システム2 では、図 に示すよぅに、発信側の携帯電話端末

装置6 の発信8は携帯電話通信網4 で受け、着信側 (通話相手先)の携帯電話端

末装置62は携帯電話通信網4 から着信 ０を受ける。これを契機に、携帯電話端末

装置62から発せられたキヤリア情報通知 2は、携帯電話通信網4 を介して携帯電

話端末装置6 に転送された後、通話接続 4 6が行われる。



００4 7」 携帯電話端末装置6 には通話相手先のキヤリア情報が登録されている。携帯電話

端末装置6 が持つ通話相手先のキヤリア情報と、通知されたキヤリア情報とが異なる

場合には、携帯電話端末装置6 側にキヤリア情報が異なることの告知及び 又は

携帯電話端末装置6 2 との接続抑止を行ぅ。キャリア情報が異なることの告知は、例え

ば、画面表示、アラーム音等により行ぅ。この告知や接続抑止は、携帯電話端末装置

6 側の設定により変更可能とする。

」００4 8 斯かる通話制御システム2 において、携帯電話端末装置6 6 2 は、例えば、図2

に示すよぅに、制御部 ０2の他、各種機能部として電話帳設定部 ０4 、電話帳記憶

部 ０6 、警告音設定部 ０8 、警告音通知部 ０、スピーヵ 2 、通信制御部 4

キャリア情報通知設定部 6 、キャリア情報記憶部 8 、キャリア情報送信部 2０

表示部 2 2 、記憶部 2 4 、操作入力部 2 6等を備えている。

」００4 9 制御部 ０2 は、C P (Cen a P ocess ng Un ) 等で構成され、記憶部 2 4 に格納

されているプログラムの実行により、電話帳設定部 ０4 等の各種機能部を制御する。

また、制御部 ０2 は、通話先から通知されたキヤリア情報とキヤリア情報記憶部 8

にあるキヤリア情報との比較により、両者が一致するか否かの判定を行ぅ判定部であ

って、その判定に基づく制御を実行する。

００5 ０」 電話帳設定部 ０4 は、制御部 ０2の制御に基づき、操作入力部 2 6 の入力により

、通話相手先の氏名や名称、電話番号、メールアドレス等の通話相手先に関する情

報を設定する。また、電話帳記憶部 ０6 は例えば、不揮発性メモりで構成され、電話

帳設定部 ０4 で設定された通話相手先に関する情報を制御部 ０2の制御により記

憶する。

００5 警告音設定部 ０8 は、制御部 ０2の制御により、警告音の発生の有無を設定する

。警告音通知部 ０はキャリア情報に関する警告を告知する告知部であって、制御

部 ０2から発せられる警告音信号を出力し、スピーヵ 2はその警告音信号を音声

に変換する。

」００5 2 通信制御部 4 は、制御部 ０2 により制御され、アンテナ 2 8 を備えて携帯電話通

信網4 に無線信号を送信し、携帯電話通信網4 からの無線信号を受信する。この

通信制御部 4では、通話信号やパケットデータ信号を搬送波に重畳させて無線信



号として送信し、受信した無線信号から通話信号やパケットデータ信号を再生する。

また、通話抑止動作をすることから、通信制御部 4 は通話抑止部を構成する。

００5 3 」 キヤリア情報通知設定部 6 は、制御部 ０2 により制御 れ、通話相手先に通知す

べきキヤリア情報を設定する。キヤリア情報記憶部 8 はキヤリア情報を記憶する記

憶部であって、例えば、不揮発性メモリで構成され、キヤリア情報通知設定部 6 で

設定されたキヤリア情報を制御部 ０2 の制御により記憶する。この場合、キヤリア情報

記憶部 8 と電話帳記憶部 ０6 とは通話相手先毎に対応関係が取られ、例えば、

対応関係にある登録テーブルを備えている。即ち、通話相手先が決定されると、電話

帳記憶部 ０6 から電話番号やメールアドレスが読み出されるとともに、キヤリア情報記

憶部 8 からキヤリア情報が読み出される関係にある。そこで、電話帳記憶部 ０6 に

キヤリア情報記憶部 8 を合体し、電話番号毎にキヤリア情報を記憶する構成として

もよい。

００ 」5 4 キヤリア情報送信部 2０は、通話先にキヤリア情報を通知する通知部であって、制

御部 ０2 により制御 れ、着信時に送信すべきキヤリア情報をキヤリア情報記憶部

8 から読み出し、通信制御部 4 に通知する。表示部 2 2 はキヤリア情報やそのキヤ

リア情報に関する情報の告知を行ぅ告知部であって、例えば、 C ( q d C ys

D s p ay ) で構成され、制御部 ０2 により制御 れ、キヤリア情報送信部 2０から出力

されるキヤリア情報等を表示する。

００5 5 ] 記憶部 2 4 は R O (Read On y Memo y) 2 4 R M(Random Access Me o

y ) 242 、不揮発性メモり 243 等で構成され、R O 2 4 には、キヤリア情報通知プ

ログラム 2 8 、キヤリア情報表示プログラム 282 、接続制御プログラム 283 、その

他のプログラム 284 が格納されている。R 24 2は、ワ一夕エリアを構成する。こ

の実施の形態では、電話帳記憶部 ０6 、キヤリア情報記憶部 8 を記憶部 2 4 と別

個に構成しているが、これらを記憶部 2 4 の不揮発性メモリ 243 に統括してもよく、

また、S ヵ一ド( b s c be d e n Mod e C a d ) 等の可搬性記録媒体に格納し

て携帯電話端末装置6 6 2 に着脱可能な構成としてもよい。

００5 」
6 操作入力部 2 6 は、制御部 ０2 に対する情報入力に用いられるキーボード等で構

成され、数字や文字等の記号キ一、表示部 2 2 に表示されるヵ一ソルを操作するヵ



一ソルキー、ダイヤログ表示画面のメッセージに対応する決定年一等を備えている。

００5 7」 また、これら携帯電話端末装置6 6 2は、図3に示すように、第 及び第2の笛体

部 3０ 3 2をヒンジ部 34によって連結して開閉可能にし、箇体部 3０には、操作

入力部 26の記号キ一 36、力一ソルキー 38、決定年一 4０、接続開始年一 42

、終了キ一 44、マイクロフオン 46等が設置され、箇体部 3 2には、表示部 22、ス

ピーヵ 2、アンテナ 28等が設置されている。

００5 」8 次に、この通話制御システム2 の発信側の携帯電話端末装置6 の処理について

、図4を参照して説明する。図4は、発信側の携帯電話端末装置6 の処理手順を示

すフローチャートである。

００59」 携帯電話端末装置6 には、ュ一ザにより通話相手先の電話番号や接続先のキャリ

ア情報を設定する。

００6０」 そこで、相手先との通話を開始するには、携帯電話端末装置6 を起動し、電話帳

記憶部 ０6から通話相手先の電話番号を取得し、キャリア情報記憶部 8にキャリ

ア情報が存在する場合にはそのキャリア情報を取得し(ステップ ) 、これら電話番

号やキャリア情報は、表示部 22に表示される (ステップS 2)。通話発信を開始し、通

話相手先との通話接続を待ち(ステップ53) 、中断する場合には、通話接続処理が

解除され、接続する場合には、通話相手先からのキャリア情報ヂ一夕の受信を待つ (

ステップ54) 。データ受信に成功した場合には、通話相手先から受信したキャリア情

報と、キャリア情報記憶部 8から取得したキャリア情報とを比較し(ステップS5) 、こ

の比較の結果、キャリア情報が異なる場合には、表示部 22の画面上にキャリア情報

が異なることを表示する (ステップ56) 。この場合、表示部 22の画面には、図6に示

すよぅに、その旨のメッセージ2０6が表示され、携帯電話端末装置6 のュ一ザはこ

のメッセージ2０6から通話相手先のキャリアが異なることを通話に先駆けて知ることが

できる。

００6 また、警告音の鳴動を設定しているか否かを判定し(ステップ 7)、設定している場

合 (ステップS 7の S)には、警告音をスピーヵ 2から発生させ (ステップS8) 、通

話相手先のキャリアが異なることを警告音によっても告知する。そして、通話をし(ステ

ップS9) 、通話を終了した場合には、キャリア情報記憶部 8のキャリア情報を更新



しほテップS ０) 、この処理を終了する。キヤリア情報の更新については、当初、キヤ

リア情報がキヤリア情報記憶部 8に ，記憶されていない場合には、通話終了とともに

、キヤリア情報記憶部 8にキヤリア情報を書き込むことにより、この処理を終了する

００ 」62 ステップ 4において、通話相手先からのキヤリア情報データの受信がなく、通信に

失敗又はタイムアウトの場合には、表示部 22の画面上にキヤリアが不明なことを表

示する (ステップS )。この場合、表示部 22の表示画面には、図7に示すように、

その旨のメッセージ2 ０が表示され、携帯電話端末装置6 のユーザはこのメッセ一
、ジ2 ０から通話相手先のキヤリアが不明であることを通話に先駆けて知ることができる

００63」 ステップ 5において、キヤリア情報の比較の結果、キヤリア情報が同一である場合

には、表示部 22の画面にキヤリアが同一であることを表示する (ステップS 2)。この

場合、表示部 22には、図8に示すように、キヤリア同一の表示画面2 2が表示され

、続いて、図9に示すように、キヤリアの表示画面2 6が表示される。携帯電話端末装

置6 のユーザは、表示画面2 2に表示されたメッセージ2 4から通話相手先のキヤ

リアが同一であること、表示画面2 6に表示されたキヤリアに関するメッセージ2 8か

らそのキヤリアを、通話に先駆けて知ることができる。

００64」 なお、キヤリア情報記憶部 8に通話相手先のキヤリア情報が無い場合には、通話

終了とともに、キヤリア情報をキヤリア情報記憶部 8に ，記憶するものとする。

００ 」65 この場合、図5に示すように、キヤリア情報の比較の結果、キヤリア情報が異なって

いる場合には、通話抑止処理はテップS 3 を行い、通話の開始を終了させる処理

としてもよい。

００ 」66 この場合、通話抑止処理では、表示部 22にダイアログ表示画面224 (図 ０) を表

示し、通話を開始させるか否かの問い合わせを行い(ステップS 4) 、通話を開始す

る場合には、ステップ 9 (図4) にリターンし、通話を終了する場合には、操作入力部

26の終了キ一 44を押下することにより、通話を終了させることができる。

００6 7 そして、通話開始時、キヤリアが異なっている場合には、図6に示すように、表示部

22に表示画面2０2が表示され、この表示画面2０2では、「通話中」を表すメッセージ



2０4とともに、キヤリアに関するメッセージ2０6が表示される。この場合、メッセージ2０

6には、

「通話相手先のキヤリアが電話帳の設定と異なっています」

と表示される。

００68」 また、キヤリアが不明な場合には、図7に示すように、表示部 22に表示画面2０8が

表示され、この表示画面2０8では、「通話中」を表すメッセージ2０4とともに、キヤリア

に関するメッセージ2 ０が表示される。この場合、人ソセージ2 ０には、

「通話相手先のキヤリアが不明です」

と表示される。

００69」 また、接続先のキヤリアが同一である場合には、図8に示すように、表示部 22に表

示画面2 2が表示される。この表示画面2 2には「通話中」を表すメッセージ2０4とと

もに、キヤリアに関するメッセージ2 4が表示される。この場合、メッセージ2 4には、

「通話相手先のキヤリアは同一です」

と表示される。

００7０」 また、接続先のキヤリアが同一である場合には、図9に示すように、表示部 22に表

示画面2 6が表示される。この表示画面2 6には「通話中」を表すメッセージ2０4とと

もに、キヤリアに関するメッセージ2 8が表示される。この場合、メッセージ2 8には、

キヤリアを表す情報が表示される。この場合、ピクトエリア22０には、通話中を表すア

イコン222 が表示される。

００7 また、ダイアログ表示画面224 には、図 ０に示すように、通話を問い合わせるメッセ

ージ226 が表示され、「 S」、「 O」を表すボタン228 23０が表示される。この場

合、メッセージ226 は例えば、「通話を開始しますか ? 」と表示される。ダイアログの応

答として、ボ久ノ23０には例えば、終了キ一 44を割り付けることにより、終了キ一 4

4の神下により、通話を終了させることができる。

００7 」2 また、自動 手動の変更について、例えば、図 に示すように、表示部 22にダイ

アログ表示画面232 を表示し、このダイアログ表示画面232 では、キヤリア情報を変

更する旨のメッセージ234 と、自動 手動を決定するためのボタン236 38を表示

させ、その選択により、自動又は手動を設定する構成としてもよい。



００73」 次に、この通話制御システム2 の受信側の携帯電話端末装置6 2の処理について

、図 2を参照して説明する。図 2は、受信側の携帯電話端末装置6 2の処理手順を

示すフローチヤートである。

００7 」4 受信側の携帯電話端末装置62では、通話着信を待ち(ステップ 2 ) 、着信があっ
た場合には、キヤリア情報を送信することが許可されているか否かを確認し(ステップ

22)、それが許可されている場合には、電話帳記憶部 ０6に通話相手先 (発信者)

に対する個別設定が行われているか否かを確認し(ステップ 23)、設定がある場合

には、発信者に対してキヤリア情報の送信許可設定がされているか否かを確認し(ス

テップ 24)、送信許可が設定されている場合には、キヤリア情報を発信者側である

携帯電話端末装置6 に対して送信し(ステップS 25) 、通話を開始する (ステップS 2

6

００75」 ステップ 22において、キヤリア情報の送信が不許可である場合には、また、ステッ

プ 4において、発信者に対してキヤリア情報の送信許可設定がない場合には、通

話を開始する (ステップ526) 。また、ステップ523において、発信者に対して発信許

可の個別設定が行われていない場合には、ステップS 25に移行し、キヤリア情報を送

信し(ステップ525) 、通話を開始する。

００7 」6 また、通常の通話に対し、キヤリア情報の不一致によって発信制限や通話抑止を実

行すると、緊急通話時では、通信機能を妨げることになるので、キヤリア情報の表示

の後、指定した手順で発信する場合として例えば、図 3に示すよぅに、表示部 22

にタイアログ表示画面24０を表示し、このタイアログ表示画面24０では、接続抑止を

解除する旨のメッセージ242 を表示し、その可否を決定するためのボタン244 246

を表示させ、これら応答 (Y S O)の選択により、通話相手先のキヤリアによる発信

制限を解除し、通話開始を優先させる構成としてもよい。

００77」 以上説明した通り、処理内容を総括すれば、次の通りである。

００78」 ㈲ ュ一ザは、携帯電話端末装置6 62等の電話帳記憶部 ０6の通話相手先の

氏名、名称、電話番号等の登録に対応し、キヤリア情報記憶部 8に接続先キヤリア

情報を設定する。

００79] (2) 携帯電話端末装置6 6 2との接続において、通話発信時、携帯電話端末装



置6 2から発せられたキヤリア情報が携帯電話通信網4 を媒介として発信側の携帯

電話端末装置6 に転送される。

００8０] (3) 携帯電話端末装置6 側では、携帯電話端末装置6 2から送信されたキヤリア情

報が表示部 22に表示され、携帯電話端末装置6 側のキヤリア情報記憶部 8に

記憶している接続先のキヤリア情報と比較し、キヤリア情報が異なる場合には、通話

開始に当たり、警告音を鳴らし、それを告知する。

００8 1 (4) 通話終了時には、通話相手先から通知されたキヤリア情報によりキヤリア情報記

憶部 8の登録情報を更新し、又は、新たに登録する等、入カキヤリア情報を次の

通信に役立てるために自動的に反映させることができ、ユーザに手動設定を強いるこ

とがなく、最新のキヤリア情報に保つことができる。

００82] (5) 着信側では、キヤリア情報を発信者側に知らせたくない場合には、キヤリア情報

を非通知とすることも可能である。この設定は、電話帳記憶部 ０6に記憶されている

特定の通話相手先、グループ、又は全体に対し、通知許可又は通知拒否を設定す

る構成としてもよい。この場合、キヤリア情報はブラウザ等を使って、携帯電話通信網

4 側に設定情報を保持させ、携帯電話通信網4 側で発信者へのキヤリア情報の通

知抑止を行う構成としてもよい。

００83] 第2の実施の形熊

００8 」4 本発明の第2の実施の形態について、図 4を参照して説明する。図 4は、第2の

実施の形態に係る通話制御システム及び処理内容の一例を示す図である。

００8 」5 この実施の形態の通話制御システム22では、通信サ一バ装置として携帯電話通信

網42を媒介とする携帯電話端末装置6 6 2について、携帯電話通信網42から通

話相手先のキヤリア情報の通知及び 又は接続抑止の制御を行ぅ。なお、この通話

制御システム22においても、図2及び図3に示す携帯電話端末装置6 62が用いら

れ、その構成は既述の通りであるから、その説明を省略する。

」００86 この通話制御システム22では、携帯電話通信網42に制御部 5０とともに、データ

ベース 5 2が設置されている。制御部 5０はコンピュータによって構成され、データ

ベース 5 2には特定の接続先指定情報が格納されている。特定の接続先指定とは

例えば、携帯電話端末装置6 が指定先接続割引サービスに加入しているか等であ



る。そこで、携帯電話通信網42では、携帯電話端末装置6 から発信 54を受けると

、発信者についてデータベース 52を検索し、発信者である携帯電話端末装置6

が特定の接続先として登録されているか否かを検索する。

００87」 携帯電話端末装置6 が特定の接続先として登録されていれば、データベース 52

を参照してキ 、ャリアチェックをォ刊 (ステップ 3 ) 、接続先の携帯電話端末装置6 2が

いずれのキャリアに属するかを特定する (ステップ 32)。特定されたキャリアが特定

のサービスを受けるためのキャリアでない場合には、携帯電話通信網42から携帯電

話端末装置6 に対して接続ガイダンスが発せられ (ステップ 33)、携帯電話端末装

置6 は携帯電話通信網42からガイダンス音声通知 56を受ける。

００88」 携帯電話端末装置6 では、ガイダンス音声通知 56を確認した後、又はこのガイ

ダンス音声をスキップして接続を開始するには携帯電話端末装置6 の操作入力部

26 (図2)の接続開始キ一 42 (図3)を押下すればよい。これにより、携帯電話端末

装置6 は、携帯電話通信網42を介して着信側の携帯電話端末装置6 2と接続が開

始されるので (ステップ534) 、携帯電話通信網42から通話接続先の携帯電話端末

装置6 2のキヤリア情報通知 58が発せられるとともに、携帯電話端末装置6 62の

間で通話接続 6０ 62が確立する。この通話開始の後、携帯電話通信網42から

通知されたキヤリア情報通知 58に基づき、携帯電話端末装置6 の表示部 22の

画面に接続先のキヤリア情報が表示される (図9)

００89」 この場合、例えば、検索の結果、指定先接続割引サービス対象外のキヤリアの場合

には、発信者に対し、この通話は割引対象外となる旨の音声ガイダンスを流す構成と

してもよい。このキヤリア条件の選択指定として、国内か海外かを選択条件としてもよ

く、海外口一ミング通話を条件として通話抑止等を行ぅよぅにしてもよい。

００9０」 そして、通話終了時、接続先のキャリア情報を電話帳記憶部 ０6に自動的に反映

させることができる。これにより個々に手動で設定を行ぅことなく、自動的に最新の状

態に情報を保つことが可能となる。また、この自動 手動の変更は設定により指定可

能である。

００9 また、この第2の実施の形態においても、通常の通話に対し、キャリア情報の不一

致によって発信制限や通話抑止を実行すると、緊急通話時では、通信機能を妨げる



ことになるので、指定した手順で発信する場合、通話相手先のキヤリアによる発信制

限を解除し、通話開始を優先させる構成としてもよい。

００9 」2 また、この第2の実施の形熊においても、キヤリア情報を発信者側に知らせたくない

場合には、キャリア情報を非通知とすることも可能である。この設定は、電話帳記憶部

０6に記憶されている特定の通話相手先、グループ、又は全体に対し、通知許可又

は通知拒否を設定する構成としてもよい。この場合、キャリア情報はブラウザ等を使っ
て、携帯電話通信網42側に設定情報を保持させ、携帯電話通信網42側で発信者

へのキャリア情報の通知抑止を行ぅ構成としてもよい。

００93] 第3の実施の形態

」００94 本発明の第3の実施の形態について、図 5を参照して説明する。図 5は、第3の

実施の形態に係る通話制御システムを示す図である。図 5において、図 4と同一

部分には同一符号を付してある。

００9 」5 この通話制御システム23では、携帯電話端末装置6 に対し、キヤリアの異なる通

話先として複数の携帯電話端末装置6 2 622 623 が想定されており、これら携帯

電話端末装置6 と携帯電話端末装置6 2 ～623 との間には、通信サ一バ装置とし

て携帯電話通信網43、回線交換機7０が設置されているとともに、携帯電話端末装

置6 2 ～623 が加入しているキヤリア毎に通信網システム7 72 73が設置されて

いる。ここで、「他キヤリア」、「自キヤリア」について、携帯電話端末装置6 が加入して

いるキヤリアと同一のキヤリアを自キヤリア、異なる場合を他キヤリアと称するものとする

００9 」6 そして、携帯電話通信網43には、第2の実施の形態の携帯電話通信網4 2と同様

に制御部 5０が設置され、この制御部 5０には、キャリア検索部 64、ガイダンス通

知部 6 6、接続先指定検索部 68及び通話接続部 7０が備えられている。通話接

続部 7０は、通話抑止機能を備えることから、通話抑止部を構成する。

００97」 この携帯電話通信網43では、携帯電話端末装置6 からの発信 54を受け、キャリ

ア検索部 64でキャリアの検索が行われるとともに、接続先指定検索部 68からデー

タベース 5 2にアクセスし、接続先指定情報を検索する。その検索結果がガイダンス

通知部 6 6に通知され、契約対象外のキャリアである場合には、その旨のガイダンス



音声通知 56が携帯電話端末装置6 に伝送される。携帯電話端末装置6 からの

接続抑止の要求がない場合や、接続指定先である場合には、通話接続部 7０に接

続許可が発せられ、携帯電話端末装置6 と、この場合、携帯電話端末装置6 2 との

通話接続 6０ 6 2が確立する。その他の構成は、第2の実施の形態と同様であり、

その説明を省略する。

００98] 第4の実施の形態

」００99 本発明の第4の実施の形態について、図 6を参照して説明する。図 6は、第4の

実施の形態に係る通話制御システムを示す図である。図 6において、図 5と同一

部分には同一符号を付してある。

」０1００ この通話制御システム24では、既述の携帯電話通信網42又は携帯電話通信網4

3に代え、回線交換機7０と支援サ一バ装置 8０が設置され、この支援ザーバ装置

8０はコンピュータによって構成され、この実施の形態では、 P 8 2 RO 84

R 86、通信制御部 88及び記憶部 9０が備えられている。通信制御部 88は

、通話抑止機能を備えることから、通話抑止部を構成する。

０1０1] CP 8 2はRO 84 に格納されているオペレーティングシステム ( S ) 起動プロ

グラム 842 により記憶部 9０に格納されている Sを起動するとともに、記憶部 9０

に格納 れている各種プログラムを実行し、通信制御部 88等を制御する。R 8

6は、ワークエリアとして用いられる。また、通信制御部 8 8は、 P 8 2によって制

御され、回線交換機 7０を切り換える。

」０1０2 そして、記憶部 9０は既述の Sの他、各種プログラムが格納 れ、例えば、ハード

ヂィスク装置で構成され、キヤリア判定プログラム 9０ 、キヤリア情報告知プログラム

9０2、データベース 9０3が格納され、データベース 9０3には接続先のキヤリア情

報等の接続先情報が格納されている。

０1０3」 このよぅな構成によっても、キヤリア判定プログラム 9０ の実行により、キヤリアの判定

を行い、データベース 9０3に格納されている接続先情報をアクセスし、接続先のキ

ヤリアが発信側と異なる場合には、キヤリア情報告知プログラム 9０2の実行により、

キヤリア情報が異なる旨の告知を行ぅ。

０1０4] [その他の実施の形態



０1０ 」5 上記実施の形態では、携帯電話端末装置6 6 2等を例示して説明したが、本発

明は、例えば、図 7に示すように、携帯情報端末機 (P pe sona D g a Ass s an

) 6 3 632 間の通話制御に適用した通話制御システム2 5、また、例えば、図 8 に

示すように、パーソナルコンピュータ (PC) 64 642 間の通話制御に適用した通話

制御システム2 6 に適用することができ、また、通話制御システムとしては、携帯電話

端末装置とP 、携帯電話端末装置とP C P と Cとの通話接続に適用すること

ができ、上記実施の形態の構成に限定されるものではない。図 7及び図 8 におい

て、図 又は図 4 と同一部分には同一符号を付し、その説明を省略する。

０1０ 」6 以上述べたように、本発明の最も好ましい実施の形態等について説明したが、本発

明は、上記記載に限定されるものではなく、請求の範囲に記載され、又は明細書に

開示された発明の要旨に基づき、当業者において様々な変形や変更が可能である

ことは勿論であり、斯かる変形や変更が、本発明の範囲に含まれることは言うまでもな

産業上の利」用可能，生

０1０7」 本発明は、電話回線 (キヤリア)情報の取得及び通話制御に関し、通話相手先のキ

ヤリア情報を取得し、キヤリアに応じた通話等、通話の利便性を高めることができ、有

用である。



請求の範囲

通話先のキヤリア情報を記憶する記憶部と、

通話時、通話先から通知されたキヤリア情報が前記記憶部にあるキヤリア情報と一

致するか否かを判定する判定部と、

前記判定部が前記通話先から通知された前記キヤリア情報が前記記憶部にあるキ

ヤリア情報と異なると判定した場合にそれを告知する告知部と、

を備えることを特徴とする携帯電話端末装置。

」2 請求の範囲 の携帯電話端末装置において、

前記告知部は、通話先から通知された前記キヤリア情報を表示する表示部を備え

ることを特徴とする携帯電話端末装置。

3」 請求の範囲 の携帯電話端末装置において、

通話先から通知された前記キヤリア情報が前記記憶部にあるキヤリア情報と異なる

場合に、通話を抑止する通話抑止部を備えることを特徴とする携帯電話端末装置。

4」 請求の範囲 の携帯電話端末装置において、

通話先との接続により、前記通話先から通知された前記キヤリア情報を前記記憶部

に書き込み、又は、前記記憶部を更新する記憶制御部を備えることを特徴とする携

帯電話端末装置。

5」 キヤリア情報を記憶する記憶部と、

前記記憶部にあるキヤリア情報を通話時、通話先に通知する通知部と、

を備えることを特徴とする携帯電話端末装置。

」6 請求の範囲5の携帯電話端末装置において、

前記キヤリア情報を通話先に通知するか否かの設定をする設定部を備え、前記通

知部は、前記設定部の設定により、前記キヤリア情報の通知又はその通知拒否をす

る構成としたことを特徴とする携帯電話端末装置。

7」 携帯電話端末装置に接続される通信サ一バ装置であって、

発信側が指定する受信側のキヤリアを特定し、そのキヤリア情報を前記発信側に通

知する通知部を備えることを特徴とする通信サ一バ装置。

」8 請求の範囲7の通信サ一バ装置であって、



前記通知部が前記キヤリア情報を通知した後、前記発信側と前記受信側とを接続

する接続部を備えることを特徴とする通信サ一バ装置。

9」 通話先のキヤリア情報を記憶部に記憶するステップと、

通話時、通話先から通知されたキヤリア情報が前記記憶部にあるキヤリア情報と一

致するか否かを判定するステップと、

前記通話先から通知された前記キヤリア情報が前記記憶部にあるキヤリア情報と異

なると判定した場合にそれを告知するステップと、

を含芭ことを特徴とする携帯電話端末装置の制御方法。

口０」 請求の範囲9の携帯電話端末装置の制御方法において、

前記通話先から通知された前記キヤリア情報を表示部に表示させるステップを含む

ことを特徴とする携帯電話端末装置の制御方法。

は 」1 請求の範囲9の携帯電話端末装置の制御方法において、

通話先から通知された前記キヤリア情報が前記記憶部にあるキヤリア情報と異なる

場合に、通話を抑止するステップを含むことを特徴とする携帯電話端末装置の制御

方法。

」
2 請求の範囲9の携帯電話端末装置の制御方法において、

通話先との接続により、前記通話先から通知された前記キヤリア情報を前記記憶部

に書き込み、又は、前記記憶部を更新するステップを含むことを特徴とする携帯電話

端末装置の制御方法。

3」 キヤリア情報を記憶部に記憶するステップと、

前記記憶部にあるキヤリア情報を通話時、通話先に通知するステップと、

を含芭ことを特徴とする携帯電話端末装置の制御方法。

」口4 請求の範囲 3の携帯電話端末装置の制御方法において、

前記キヤリア情報を通話先に通知するか否かの設定をするステップと、

前記設定により、前記キヤリア情報の通知又はその通知拒否をするステップと、

を含芭ことを特徴とする携帯電話端末装置の制御方法。

口5」 携帯電話端末装置に接続される通信ザーバ装置の制御方法であって、

発信側が指定する受信側のキヤリアを特定し、そのキヤリア情報を前記発信側に通



知するステップを含むことを特徴とする通信サ一バ装置の制御方法。

」6 請求の範囲 5の通信ザーバ装置の制御方法であって、

前記キヤリア情報を通知した後、前記発信側と前記受信側とを接続するステップを

含芭ことを特徴とする通信ザーバ装置の制御方法。

口7」 コンピュータによって実行される、携帯電話端末装置の制御プログラムであって、

通話先のキヤリア情報を記憶部に記憶するステップと、

通話時、通話先から通知されたキヤリア情報が前記記憶部にあるキヤリア情報と一

致するか否かを判定するステップと、

前記通話先から通知された前記キヤリア情報が前記記憶部にあるキヤリア情報と異

なると判定した場合にそれを告知するステップと、

を含芭ことを特徴とする携帯電話端末装置の制御プログラム。

口 」8 請求の範囲 7の携帯電話端末装置の制御プログラムにおいて、

前記通話先から通知された前記キヤリア情報を表示部に表示させるステップを含む

ことを特徴とする携帯電話端末装置の制御プログラム。

9」 請求の範囲 7の携帯電話端末装置の制御プログラムにおいて、

通話先から通知された前記キヤリア情報が前記記憶部にあるキヤリア情報と異なる

場合に、通話を抑止するステップを含むことを特徴とする携帯電話端末装置の制御

プログラム。

」2０ 請求の範囲 7の携帯電話端末装置の制御プログラムにおいて、

通話先との接続により、前記通話先から通知された前記キヤリア情報を前記記憶部

に書き込み、又は、前記記憶部を更新するステップを含むことを特徴とする携帯電話

端末装置の制御プログラム。

2 コンピュータによって実行される、携帯電話端末装置の制御プログラムであって、

キヤリア情報を記憶部に記憶するステップと、

前記記憶部にあるキヤリア情報を通話時、通話先に通知するステップと、

を含芭ことを特徴とする携帯電話端末装置の制御プログラム。

22 請求の範囲2 の携帯電話端末装置の制御プログラムにおいて、

前記キヤリア情報を通話先に通知するか否かの設定をするステップと、



前記設定により、前記キヤリア情報の通知又はその通知拒否をするステップと、

を含むことを特徴とする携帯電話端末装置の制御プログラム。

23」 携帯電話端末装置に接続されるとともに、コンピュータによって実行される、通信サ

一バ装置の制御プログラムであって、

発信側が指定する受信側のキヤリアを特定し、そのキヤリア情報を前記発信側に通

知するステップを含むことを特徴とする通信サ一バ装置の制御プログラム。

」24 請求の範囲23の通信ザーバ装置の制御プログラムであって、

前記キヤリア情報を通知した後、前記発信側と前記受信側とを接続するステップを

含芭ことを特徴とする通信ザーバ装置の制御プログラム。
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