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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信相手を特定する名前情報と前記通信相手の識別番号と前記通信相手の音声の特徴情
報とが対応付けられるエントリを複数含むアドレス帳を備える記憶部と、表示要求に基づ
き前記アドレス帳に登録された情報が表示される表示部と、前記表示部に表示される前記
アドレス帳に登録された情報を利用して前記通信相手を指定する選択信号が入力される入
力部とを備え、前記入力部を介して指定される通信相手に対応する識別番号の通信端末装
置と音声を利用した双方向通信が可能な通信端末装置であって、
　発信先又は発信元の前記通信相手の識別番号が前記アドレス帳に含まれない場合、該発
信先又は該発信元の通信相手の音声を録音する録音部と、
　前記録音部が録音した音声から前記特徴情報を抽出する解析部と、
　前記解析部が抽出した特徴情報が前記アドレス帳に含まれる場合、前記発信先又は前記
発信元の通信相手の識別番号を前記アドレス帳に含まれる特徴情報に対応付けて前記アド
レス帳のエントリを更新する登録部とを有することを特徴とする通信端末装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記登録部は、前記解析部が抽出した特徴情報が前記アドレス帳に含まれない場合、前
記発信先又は前記発信元の通信相手の識別番号を前記解析部が抽出した特徴情報に対応付
けて前記アドレス帳のエントリを新規に追加することを特徴とする通信端末装置。
【請求項３】



(2) JP 4226055 B2 2009.2.18

10

20

30

40

50

　請求項１又は２において、
　前記登録部は、前記解析部が抽出した特徴情報が前記アドレス帳に含まれる場合、前記
発信先又は前記発信元の通信相手の識別番号を、前記アドレス帳に含まれる特徴情報に対
応付けて前記アドレス帳のエントリを更新する第１の処理か、前記発信先又は前記発信元
の通信相手の識別番号で、前記アドレス帳に含まれる特徴情報に対応付けられた前記識別
番号を置換して前記アドレス帳のエントリを上書きする第２の処理かを選択させる画面を
前記表示部に表示することを特徴とする通信端末装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記登録部は、前記解析部が抽出した特徴情報が前記アドレス帳に含まれない場合、前
記発信先又は前記発信元の通信相手の識別番号を、前記解析部が抽出した特徴情報に対応
付けて前記アドレス帳のエントリを新規に追加する第３の処理を選択させる画面を前記表
示部に表示することを特徴とする通信端末装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかにおいて、
　前記記憶部は、更に、発信があった発信先又は着信があった発信元の通信相手の識別番
号と、該通信相手の音声の特徴情報とを含む発着信履歴表を備え、
　前記録音部は、発着信するとき、発信先又は発信元の前記通信相手の識別番号が前記ア
ドレス帳と前記発着信履歴表のいずれにも含まれない場合、該通信相手の音声を録音し、
　前記解析部は、前記抽出した特徴情報を、発信先又は発信元の前記通信相手の識別番号
と対応付けて前記発着信履歴表に格納することを特徴とする通信端末装置。
【請求項６】
　通信相手を特定する名前情報と前記通信相手の識別番号と前記通信相手の音声の特徴情
報とが対応付けられるエントリを複数含むアドレス帳を備える記憶部と、表示要求に基づ
き前記アドレス帳に登録された情報が表示される表示部と、前記表示部に表示される前記
アドレス帳に登録された情報を利用して前記通信相手を指定する選択信号が入力される入
力部とを備え、前記入力部を介して指定される通信相手に対応する識別番号の通信端末装
置と音声を利用した双方向通信が可能な通信端末装置に、
　発信先又は発信元の前記通信相手の識別番号が前記アドレス帳に含まれない場合、該発
信先又は該発信元の通信相手の音声を録音させ、
　前記録音した音声から前記特徴情報を抽出させ、
　前記抽出した特徴情報が前記アドレス帳に含まれる場合、前記発信先又は前記発信元の
通信相手の識別番号を前記アドレス帳に含まれる特徴情報に対応付けて前記アドレス帳の
エントリを更新させることを特徴とするプログラム。
【請求項７】
　請求項６において、前記通信端末装置に、更に、
　前記抽出した特徴情報が前記アドレス帳に含まれない場合、前記発信先又は前記発信元
の通信相手の識別番号を前記抽出した特徴情報に対応付けて前記アドレス帳のエントリを
新規に追加させることを特徴とするプログラム。
【請求項８】
　請求項６又は７において、前記通信端末装置に、更に、
　前記抽出した特徴情報が前記アドレス帳に含まれる場合、前記発信先又は前記発信元の
通信相手の識別番号を、前記アドレス帳に含まれる特徴情報に対応付けて前記アドレス帳
のエントリを更新する第１の処理か、前記発信先又は前記発信元の通信相手の識別番号で
、前記アドレス帳に含まれる特徴情報に対応付けられた前記識別番号を置換して前記アド
レス帳のエントリを上書きする第２の処理かを選択させる画面を前記表示部に表示させる
ことを特徴とするプログラム。
【請求項９】
　請求項８において、前記通信端末装置に、更に、
　前記抽出した特徴情報が前記アドレス帳に含まれない場合、前記発信先又は前記発信元
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の通信相手の識別番号を、前記解析部が抽出した特徴情報に対応付けて前記アドレス帳の
エントリを新規に追加する第３の処理を選択させる画面を前記表示部に表示させることを
特徴とするプログラム。
【請求項１０】
　請求項６乃至９のいずれかにおいて、
　前記記憶部は、更に、発信があった発信先又は着信があった発信元の通信相手の識別番
号と、該通信相手の音声の特徴情報とを含む発着信履歴表を備え、
　前記通信端末装置に、更に、
　発着信するとき、発信先又は発信元の前記通信相手の識別番号が前記アドレス帳と前記
発着信履歴表のいずれにも含まれない場合、該通信相手の音声を録音させ、
　前記抽出した特徴情報を、発信先又は発信元の前記通信相手の識別番号と対応付けて前
記発着信履歴表に格納させることを特徴とするプログラム。
【請求項１１】
　通信相手を特定する名前情報と前記通信相手の識別番号と前記通信相手の音声の特徴情
報とが対応付けられるエントリを複数含むアドレス帳を備える記憶部と、表示要求に基づ
き前記アドレス帳に登録された情報が表示される表示部と、前記表示部に表示される前記
アドレス帳に登録された情報を利用して前記通信相手を指定する選択信号が入力される入
力部とを備え、前記入力部を介して指定される通信相手に対応する識別番号の通信端末装
置と音声を利用した双方向通信が可能な通信端末装置において実行される発着信処理方法
であって、
　前記通信端末装置は、発信先又は発信元の前記通信相手の識別番号が前記アドレス帳に
含まれない場合、該発信先又は該発信元の通信相手の音声を録音し、
　前記通信端末装置は、前記録音した音声から前記特徴情報を抽出し、
　前記通信端末装置は、前記抽出した特徴情報が前記アドレス帳に含まれる場合、前記発
信先又は前記発信元の通信相手の識別番号を前記アドレス帳に含まれる特徴情報に対応付
けて前記アドレス帳のエントリを更新することを特徴とする発着信処理方法。
【請求項１２】
　請求項１１において、更に、
　前記通信端末装置が、前記抽出した特徴情報が前記アドレス帳に含まれない場合、前記
発信先又は前記発信元の通信相手の識別番号を前記抽出した特徴情報に対応付けて前記ア
ドレス帳のエントリを新規に追加することを特徴とする発着信処理方法。
【請求項１３】
　請求項１１又は１２において、更に、
　前記通信端末装置が、前記抽出した特徴情報が前記アドレス帳に含まれる場合、前記発
信先又は前記発信元の通信相手の識別番号を、前記アドレス帳に含まれる特徴情報に対応
付けて前記アドレス帳のエントリを更新する第１の処理か、前記発信先又は前記発信元の
通信相手の識別番号で、前記アドレス帳に含まれる特徴情報に対応付けられた前記識別番
号を置換して前記アドレス帳のエントリを上書きする第２の処理かを選択させる画面を前
記表示部に表示することを特徴とする発着信処理方法。
【請求項１４】
　請求項１３において、更に、
　前記通信端末装置が、前記抽出した特徴情報が前記アドレス帳に含まれない場合、前記
発信先又は前記発信元の通信相手の識別番号を、前記解析部が抽出した特徴情報に対応付
けて前記アドレス帳のエントリを新規に追加する第３の処理を選択させる画面を前記表示
部に表示することを特徴とする発着信処理方法。
【請求項１５】
　請求項１１乃至１４のいずれかにおいて、
　前記記憶部は、更に、発信があった発信先又は着信があった発信元の通信相手の識別番
号と、該通信相手の音声の特徴情報とを含む発着信履歴表を備え、更に、
　前記通信端末装置が、発着信するとき、発信先又は発信元の前記通信相手の識別番号が
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前記アドレス帳と前記発着信履歴表のいずれにも含まれない場合、該通信相手の音声を録
音し、
　前記通信端末装置が、前記抽出した特徴情報を、発信先又は発信元の前記通信相手の識
別番号と対応付けて前記発着信履歴表に格納することを特徴とする発着信処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話等の通信端末装置及び関連するプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、携帯電話が広く普及している。通常、携帯電話には個人の電話番号などを管理す
るための電話帳機能（又はアドレス帳機能）や、発着信相手の電話番号を記憶しておく発
着信履歴機能が搭載される。
【０００３】
　アドレス帳機能を使用すれば、個人に対応付けられる電話番号や電話番号の持ち主の名
前等をユーザが手入力してアドレス帳に１つのデータエントリとして登録することにより
、複数の個人に関する電話番号を効率的に管理することができる。また、ユーザが、アド
レス帳に登録した電話番号の相手に電話を掛ける場合、アドレス帳に登録された候補から
選択するだけで電話を掛けることができ、電話番号を入力する手間を省くことができる。
【０００４】
　また、発着信履歴機能を使用すれば、発着信履歴を表示する画面から直接アドレス帳へ
の登録画面に切り替えができるようにして、発着信履歴に残っている電話番号をアドレス
帳に容易に登録することができる工夫が施されるものが多い。
【０００５】
　ところで、近年１人の個人に対応付けられる電話番号、つまり、１人の個人が持つ電話
番号が複数存在することが多くなってきている。そのような電話番号としては、例えば、
名刺などに印刷される職場の電話番号、仕事用に会社から支給される携帯電話の番号、私
的に使用する携帯電話の番号、家庭の固定電話の番号、ファクシミリ用の電話番号などが
ある。
【０００６】
　すると、１人の個人が持つ電話番号が複数存在する状況では、発着信履歴に残された電
話番号をアドレス帳に登録するとき、その電話番号が既にアドレス帳に登録された別の電
話番号の持ち主と同一人物である可能性も高い。
【０００７】
　アドレス帳への電話番号の登録に関連する従来技術として、特許文献１には、発着信履
歴に残された電話番号をユーザの操作でロックし、アドレス帳に登録される前にロックさ
れた電話番号が発着信履歴から消去されることを防止する技術が提案される。ロックする
際、ユーザは、電話番号の持ち主の名称等を声で録音しておくことができる。アドレス帳
への登録の際、ユーザは、録音を再生することで、発着信履歴に残された電話番号の持ち
主が誰であったかを思い出す。
【０００８】
　電話に関する背景技術として、特許文献２～４が知られている。例えば、特許文献２に
は、着信時に相手の声を自動録音し、録音した相手音声をアドレス帳に電話番号と共に保
存しておき、呼び出し音として利用する技術が提案される。
【特許文献１】特開２０００－１７４８９１号公報
【特許文献２】特開２０００－１３８７４２号公報
【特許文献３】特開平１１－１９６１７７号公報
【特許文献４】特開２００３－１１５９２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００９】
　しかしながら、従来技術においては、発着信履歴に残された電話番号をアドレス帳に登
録するとき、その電話番号が既にアドレス帳に登録された別の電話番号の持ち主と同一人
物である場合でも、ユーザの操作が必要になるという煩わしさが生じていた。つまり、ユ
ーザの操作として、まず、アドレス帳に登録された同一人物のデータエントリを呼び出す
必要がある。その上で、更に、登録済みの電話番号と、発着信履歴に残された電話番号と
の置換（上書き処理）、発着信履歴に残された電話番号の追加（追加処理）等の選択を行
うことが必要となっていた。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　そこで本発明の目的は、既にアドレス帳に登録済みである人物が持つ別の電話番号をア
ドレス帳へ登録する作業を容易にする通信端末装置及び関連するプログラムを提供するこ
とにある。
【００１１】
　上記目的は、本発明の第１の側面によれば、通信相手を特定する名前情報と前記通信相
手の識別番号と前記通信相手の音声の特徴情報とが対応付けられるエントリを複数含むア
ドレス帳を備える記憶部と、表示要求に基づき前記アドレス帳に登録された情報が表示さ
れる表示部と、前記表示部に表示される前記アドレス帳に登録された情報を利用して前記
通信相手を指定する選択信号が入力される入力部とを備え、前記入力部を介して指定され
る通信相手に対応する識別番号の通信端末装置と音声を利用した双方向通信が可能な通信
端末装置であって、発信先又は発信元の前記通信相手の識別番号が前記アドレス帳に含ま
れる場合、該発信先又は該発信元の通信相手の音声の録音を中止し、含まれない場合、該
発信先又は該発信元の通信相手の音声を録音する録音部と、前記録音部が録音した音声か
ら前記特徴情報を抽出する解析部と、前記解析部が抽出した特徴情報が前記アドレス帳に
含まれる場合、前記発信先又は前記発信元の通信相手の識別番号を前記アドレス帳に含ま
れる特徴情報に対応付けて前記アドレス帳のエントリを更新する登録部とを有することを
特徴とする通信端末装置を提供することにより達成される。
【００１２】
　上記発明の側面においてより好ましい実施例によれば、前記登録部は、前記解析部が抽
出した特徴情報が前記アドレス帳に含まれない場合、前記発信先又は前記発信元の通信相
手の識別番号を前記解析部が抽出した特徴情報に対応付けて前記アドレス帳のエントリを
新規に追加する。また、上記発明の側面においてより好ましい実施例によれば、前記登録
部は、前記解析部が抽出した特徴情報が前記アドレス帳に含まれる場合、前記発信先又は
前記発信元の通信相手の識別番号を、前記アドレス帳に含まれる特徴情報に対応付けて前
記アドレス帳のエントリを更新する第１の処理か、前記発信先又は前記発信元の通信相手
の識別番号で、前記アドレス帳に含まれる特徴情報に対応付けられた前記識別番号を置換
して前記アドレス帳のエントリを上書きする第２の処理かを選択させる画面を前記表示部
に表示する。
【００１３】
　上記発明の側面においてより好ましい実施例によれば、前記登録部は、前記解析部が抽
出した特徴情報が前記アドレス帳に含まれない場合、前記発信先又は前記発信元の通信相
手の識別番号を、前記解析部が抽出した特徴情報に対応付けて前記アドレス帳のエントリ
を新規に追加する第３の処理を選択させる画面を前記表示部に表示する。また、上記発明
の側面においてより好ましい実施例によれば、前記記憶部は、更に、発信があった発信先
又は着信があった発信元の通信相手の識別番号と、該通信相手の音声の特徴情報とを含む
発着信履歴表を備え、前記録音部は、発着信するとき、発信先又は発信元の前記通信相手
の識別番号が前記アドレス帳と前記発着信履歴表のいずれかに含まれる場合、該通信相手
の音声の録音を中止し、含まれない場合、該通信相手の音声を録音し、前記解析部は、前
記抽出した特徴情報を、発信先又は発信元の前記通信相手の識別番号と対応付けて前記発
着信履歴表に格納する。
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【００１４】
　上記目的は、本発明の第２の側面によれば、通信相手を特定する名前情報と前記通信相
手の識別番号と前記通信相手の音声の特徴情報とが対応付けられるエントリを複数含むア
ドレス帳を備える記憶部と、表示要求に基づき前記アドレス帳に登録された情報が表示さ
れる表示部と、前記表示部に表示される前記アドレス帳に登録された情報を利用して前記
通信相手を指定する選択信号が入力される入力部とを備え、前記入力部を介して指定され
る通信相手に対応する識別番号の通信端末装置と音声を利用した双方向通信が可能な通信
端末装置に、発信先又は発信元の前記通信相手の識別番号が前記アドレス帳に含まれる場
合、該発信先又は該発信元の通信相手の音声の録音を中止させ、含まれない場合、該発信
先又は該発信元の通信相手の音声を録音させ、前記録音した音声から前記特徴情報を抽出
させ、前記抽出した特徴情報が前記アドレス帳に含まれる場合、前記発信先又は前記発信
元の通信相手の識別番号を前記アドレス帳に含まれる特徴情報に対応付けて前記アドレス
帳のエントリを更新させることを特徴とするプログラムを提供することにより達成される
。
【００１５】
　上記目的は、本発明の第３の側面によれば、通信相手を特定する名前情報と前記通信相
手の識別番号と前記通信相手の音声の特徴情報とが対応付けられるエントリを複数含むア
ドレス帳を備える記憶部と、表示要求に基づき前記アドレス帳に登録された情報が表示さ
れる表示部と、前記表示部に表示される前記アドレス帳に登録された情報を利用して前記
通信相手を指定する選択信号が入力される入力部とを備え、前記入力部を介して指定され
る通信相手に対応する識別番号の通信端末装置と音声を利用した双方向通信が可能な通信
端末装置において実行される発着信処理方法であって、前記通信端末装置は、発信先又は
発信元の前記通信相手の識別番号が前記アドレス帳に含まれない場合、該発信先又は該発
信元の通信相手の音声を録音し、前記通信端末装置は、前記録音した音声から前記特徴情
報を抽出し、前記通信端末装置は、前記抽出した特徴情報が前記アドレス帳に含まれる場
合、前記発信先又は前記発信元の通信相手の識別番号を前記アドレス帳に含まれる特徴情
報に対応付けて前記アドレス帳のエントリを更新することを特徴とする発着信処理方法を
提供することにより達成される。
【発明の効果】
【００１６】
　本実施形態の通信端末装置によれば、話者の音声の特徴情報に基づき、ユーザが特定さ
れる。すると、既にアドレス帳に登録されているユーザが、アドレス帳に登録されている
番号とは異なる新たな番号で、本実施形態の通信端末装置に電話を掛けてきても、通信端
末装置は、電話を掛けてきている通信相手が、既にアドレス帳に登録されているユーザで
あることを特定することができる。そして、通信端末装置は、アドレス帳に登録されてい
るエントリを自動的に呼び出すので、その新たな番号をアドレス帳へ登録する作業が容易
になる。更に、通信端末装置１は、その新たな番号のアドレス帳への登録作業も自動で行
うことが可能であり、一層ユーザの作業負担を軽くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態における通信端末装置の構成ブロック図である。
【図２】アドレス帳のデータ構成例を示す図である。
【図３】Ａは、アドレス帳に格納される情報を表示部に表示するときの画面例、Ｂは、ア
ドレス帳に格納される情報の表示操作に使用する入力部のボタン配置例を示す図である。
【図４】発着信履歴表のデータ構成例を示す図である。
【図５】Ａは、発信履歴を表示部に表示するときの画面例、Ｂは、着信履歴を表示部に表
示するときの画面例である。
【図６】本実施形態の通信端末装置における着信処理を説明するフローチャートである。
【図７】本実施形態の通信端末装置における着信後処理を説明するフローチャートである
。
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【図８】本実施形態の通信端末装置における自動登録処理を説明するフローチャートであ
る。
【図９】自動登録処理において表示部に表示される画面例である。
【図１０】Ａは、自動登録処理前のアドレス帳のデータ構成例を示す図、Ｂは、追加登録
後のアドレス帳のデータ構成例を示す図、Ｃは、上書き登録後のアドレス帳のデータ構成
例を示す図、Ｄは、新規登録後のアドレス帳のデータ構成例を示す図である。
【図１１】本実施形態の通信端末装置における閲覧処理を説明するフローチャートである
。
【図１２】閲覧処理において表示部に表示されるメニュー画面の例である。
【図１３】本実施形態の通信端末装置における手動登録処理を説明するフローチャートで
ある。
【図１４】手動登録処理において表示部に表示される選択画面の例である。
【図１５】手動登録処理において表示部に表示される同意確認画面の例である。
【図１６】本実施形態の通信端末装置１の機能ブロック図である。
【符号の説明】
【００１８】
　１　通信端末装置、１１　制御部、１２　送受信部、１３　RAM、１４　ROM、１５　マ
イク、１６　入力部、１７　表示部、１８　スピーカ、１９　バス、２０　アンテナ、３
１　名前タブ、３２　左スクロール印、３３　右スクロール印、３４　機能ボタン、３５
　メニューボタン、３６　登録ボタン、４０　特徴抽出済み印、４１　録音あり表示、４
２　発着信履歴レコード、５１　○ボタン、５２　×ボタン、５３　□ボタン、５４　方
向入力ボタン、５５　決定ボタン、６１　アドレス帳表示ボタン、６２　選択カーソル、
６３　履歴表示ボタン、１１１　録音部、１１２　解析部、１１３　登録部、１３１　ア
ドレス帳、１３２　発着信履歴表、１４１　上書き登録ボタン、１４２　追加登録ボタン
、１４３　新規登録ボタン、１４４　登録しないボタン、１５１　はいボタン、１５２　
いいえボタン
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について図面に従って説明する。しかしながら、本発明の技
術的範囲はかかる実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された発
明とその均等物にまで及ぶものである。
【００２０】
　図１は、本発明の実施形態における通信端末装置１の構成ブロック図である。図１に描
かれる通信端末装置１は、例えば、携帯電話、家庭で使用されるコードレス電話（子機）
等である。通信端末装置１は、バス１９を介して互いに接続される、アンテナ２０、送受
信部１２、制御部１１、RAM(Random Access Memory)１３、ROM(Read Only Memory)１４、
マイク１５、入力部１６、表示部１７、スピーカ１８を含む。
【００２１】
　アンテナ２０は、基地局やコードレス電話（親機）から受信する、所定の周波数帯の制
御信号及び音声信号を、後述する送受信部１２に出力する。また、送受信部１２から入力
される、所定の周波数帯の制御信号及び音声信号を、基地局やコードレス電話（親機）に
送信する。
【００２２】
　送受信部１２は、制御信号及び音声信号をアンテナ２０から送信するために所定の周波
数の信号に周波数変換する。同様に、アンテナ２０から受信する制御信号及び音声信号を
所定の周波数の信号に周波数変換する。
【００２３】
　ROM１４は、通信端末装置１の制御に使用される制御プログラムが格納される記憶手段
である。この制御プログラムは、通信端末装置１の動作中は、RAM１３に展開され、制御
部１１に含まれるCPUにより実行される。
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【００２４】
　RAM１３は、通信端末装置１の処理における演算結果やプログラムが一時的に格納され
る記憶手段である。また、RAM１３には、頻繁に使用する通信相手の情報が登録されたア
ドレス帳１３１や、発信があった発信先の通信相手の電話番号と着信があった発信元の通
信相手の電話番号を発着信が発生した時間等と共に記録する発着信履歴表１３２が含まれ
る。
【００２５】
　マイク１５は、ユーザの音声を入力する入力手段であり、スピーカ１８は、通信相手の
音声を出力する出力手段である。入力部１６は、ボタン、十字キー、液晶ディスプレイに
備えられるタッチパネル等ユーザの要求が入力される入力手段である。表示部１７は、液
晶ディスプレイ等ユーザに情報を提供する表示手段である。
【００２６】
　制御部１１は、図示省略されたCPU(Central
Processing Unit)を含み、RAM１３に展開される制御プログラムを実行し、通信端末装置
１を制御すると共に各種機能を提供する。制御部１１は、まず、アナログ信号とデジタル
信号の変換を行う変換部の機能を提供する。
【００２７】
　変換部は、例えば、PCM(Pulse Code
Modulation)を用いて、マイク５から入力されるユーザの音声を含むアナログ信号を、ア
ンテナ２０を介して送信するためデジタル信号に変換し、アンテナ２０から入力される通
信相手の音声を含むデジタル信号を、スピーカ１８を介して出力するためアナログ信号に
変換する。制御部１１は、スピーカ１８を介して出力される、通信相手の音声だけを抽出
して、mp3(MPEG
1 Audio Layer-3)ファイル、waveファイル、Ogg Vorbis形式のファイル等のオーディオデ
ータとしてRAM１３に格納する（つまり、録音する）ことができる。
【００２８】
　本実施形態における通信端末装置１の特徴として、更に、制御部１１は、発信先又は発
信元の通信相手の電話番号がアドレス帳１３１に含まれない場合、発信先又は発信元の通
信相手の音声を録音する録音部と、録音部が録音した音声から、通信相手を特定する特徴
情報を抽出する解析部と、解析部が抽出した特徴情報がアドレス帳１３１に含まれる場合
、発信先又は発信元の通信相手の電話番号をアドレス帳１３１に含まれる特徴情報に対応
付けてアドレス帳１３１のエントリを更新する登録部の機能を提供する。こうして、本実
施形態の通信端末装置１においては、話者の音声の特徴情報に基づき、ユーザが特定され
る。
【００２９】
　すると、既にアドレス帳１３１に登録されているユーザが、アドレス帳１３１に登録さ
れている番号とは異なる新たな番号で、本実施形態の通信端末装置１に電話を掛けてきて
も、通信端末装置１は、電話を掛けてきている通信相手が、既にアドレス帳１３１に登録
されているユーザであることを特定することができる。そして、通信端末装置１は、アド
レス帳１３１に登録されているエントリを自動的に呼び出すので、その新たな番号をアド
レス帳１３１へ登録する作業が容易になる。
【００３０】
　更に、通信端末装置１は、その新たな番号のアドレス帳１３１への登録作業も自動で行
うことが可能であり、一層ユーザの作業負担を軽くすることができる。以下、その態様に
ついて、使用するデータ、通信端末装置１の動作の順に説明する。
【００３１】
　図２は、アドレス帳１３１のデータ構成例を示す図である。アドレス帳は、「ID」「名
前」「識別番号」「音声特徴」というデータ項目を含む。「ID」は、アドレス帳に登録さ
れるエントリ（行データ）を識別する番号である。
【００３２】
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　「名前」は、ユーザにより入力される、通信相手の名前を示す。「識別番号」は、通信
相手を特定する識別子であり、本実施形態においては、通信相手の電話番号である。
【００３３】
　「音声特徴」は、ユーザの音声より抽出される、そのユーザを特定するための生体特徴
情報である。図２においては、音声特徴が個人により異なることが図解しやすいように、
「音声特徴」の欄には、模式的な図形が格納されるが、実際には、音声特徴を特定するデ
ータが格納される。
【００３４】
　本実施形態の通信端末装置１では、録音された音声から話者（通信相手）の特徴情報が
抽出される。録音された音声から特徴情報を抽出する方法としては、さまざまな従来技術
を使用することができる。例えば、特開２００４－５３８２１号公報によれば、録音され
た音声から音声特徴パラメータが抽出されることが記載され、この音声特徴パラメータを
本実施形態において「音声特徴」として用いることが可能である。
【００３５】
　図３Ａは、アドレス帳１３１に格納される情報を表示部１７に表示するときの画面例で
ある。ユーザは、電話をかける通信相手が既にアドレス帳１３１に登録されている場合、
アドレス帳１３１に登録された情報を呼び出して選択するだけで電話をかけることができ
る。
【００３６】
　名前タブ３１は、画面２０１においては、名前の先頭の文字を示すアルファベット記号
である。名前タブ３１を選択することにより、表示部１７に表示される情報が切り替わる
ため、ユーザは、電話をかける通信相手の名前を探すことができる。画面２０１において
は、名前タブ「Ｂ」が選択され、「Ｂ」で始まる名前の登録ユーザが表示される。
【００３７】
　画面２０１には、「Ｂ」で始まる名前の登録ユーザの他に、各登録ユーザのID（図２の
「ID」）と、音声特徴抽出済み印４０が示される。画面２０１に示される３番目のユーザ
「ＢＪ」には、音声特徴抽出済み印４０が付されていないが、ユーザが「ＢＪ」のエント
リをアドレス帳１３１に手入力によって登録をした後、一度もユーザ「ＢＪ」と発着信を
していない状態が想定される。この場合、まだユーザ「ＢＪ」の音声が録音されておらず
、画面２０１に示されるような表示状態となる。
【００３８】
　名前タブ３１が一度に表示部１７に表示しきれない場合、画面２０１に示されるように
、左スクロール印３２、右スクロール印３３が表示され、入力部１６を介して表示が操作
可能であることがユーザに通知される。また、画面２０１の下部には、メニューボタン３
５が表示され、入力部１６を介してこのメニューボタン３５が選択されると、アドレス帳
１３１の表示画面が終了し、通信端末装置１の操作用メニューを呼び出すと最初に表示さ
れる画面に戻ることができる。
【００３９】
　図３Ｂは、アドレス帳１３１に格納される情報の表示操作に使用する入力部１６のボタ
ン配置例を示す図である。画面２０１の下部に表示される機能ボタン（例えば、メニュー
ボタン３５）に対応するように、○ボタン５１、×ボタン５２、□ボタン５３が配置され
る。例えば、画面２０１が表示部１７に表示される状態でユーザが×ボタンを押すと、メ
ニューボタン３５が選択されることになる。
【００４０】
　十字キー５４は、方向選択ボタンであり、東西南北方向に４つ配置される。画面２０１
においては、東西方向の十字キー５４により、名前タブ３１を切り替えることができ、ま
た、南北方向の十字キー５４により、切り替えられた名前タブ３１に登録されたユーザを
選択することができる。十字キーの中央部は決定ボタン５５であり、選択されたユーザの
情報を表示部１７に表示する決定をすることができる。
【００４１】
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　図４は、発着信履歴表１３２のデータ構成例を示す図である。発着信履歴表１３２は、
「発着」「ID」「時刻」「名前」「識別番号」「録音データ」というデータ項目を含む。
「発着」は、発信か着信かを示すフラグ情報である。
【００４２】
　「ID」は、順番を示す連続番号であり、例えば、番号の大きいものほど古い発着信であ
ることを示す。「時刻」は、発着信が発生した時刻を示す。「名前」は、発信があった発
信先又は着信があった発信元の通信相手の名前であり、アドレス帳１３１に登録された「
名前」（図２参照）と同じである。
【００４３】
　「識別番号」は、発着信時に通信端末装置１に通知される発信先か発信元の電話番号で
ある。「録音データ」は、録音された通信相手の音声データが格納されるファイルパスを
示す。図４には、音声データがmp3ファイルとして格納される様子が示される。
【００４４】
　図４に示される１番目、２番目のエントリは、アドレス帳１３１に登録されていない番
号に対する発信が行われ、そして、通話中に、通信相手（この場合発信先）の音声が録音
されたことを示す。図４に示される３番目のエントリは、アドレス帳１３１に登録された
番号を持つ人物か、アドレス帳１３１に登録された人物と同じ音声特徴情報を持つ人物か
ら着信したことを示す。
【００４５】
　図５Ａは、発信履歴を表示部１７に表示するときの画面例である。画面２０２には、発
信履歴に含まれる４エントリ分の情報が表示される。画面２０２に表示される各エントリ
４２は、「ID」、「時刻」、「識別番号」が表示される。また、通話中に通信相手の音声
が録音されたことを示す印４１が合わせて表示される。画面２０２に表示されたカーソル
４３を入力部１６に配置されるボタン（図３Ｂ参照、例えば、南北方向の十字キー５４）
を操作して移動させることで選択対象が切り替わる。
【００４６】
　また、画面２０２の下部には、機能ボタンとして、メニューボタン３５、登録ボタン３
６が表示される。メニューボタン３５は図３にて説明した通りである。カーソルがあるエ
ントリに位置する状態、つまりそのエントリがユーザにより選択された状態で、入力部１
６を介して登録ボタン３６が選択されると、その選択されたエントリがアドレス帳１３１
に登録される。
【００４７】
　このとき、画面２０２の着信履歴から選択されたエントリに含まれる電話番号を、アド
レス帳１３１に登録するための画面に切り替わる。画面２０２において、メニューボタン
３５、登録ボタン３６の選択は、例えば、図３Ｂに示される入力部１６において、それぞ
れ、×ボタン５２、□ボタン５３をユーザが押すことにより行われる。
【００４８】
　図５Ｂは、着信履歴を表示部１７に表示するときの画面例である。画面２０３には、着
信履歴に含まれる４エントリ分の情報が表示される。着信履歴として表示される内容は、
発信履歴として画面２０２（図５Ａ）に表示される内容と同じであるため、説明は省略す
る。画面２０２と画面２０３の表示切り替えは、例えば、図３Ｂに示される入力部１６に
おいて、東西方向の十字キー５４をユーザが押すことにより行われる。
【００４９】
　図６は、本実施形態の通信端末装置１における着信処理を説明するフローチャートであ
る。まず、通信端末装置１に対する着信が発生する（Ｓ１１）。続いて通信端末装置１は
、所定時間内に通話開始要求が入力されたかを判定する（Ｓ１２）。
【００５０】
　通信端末装置１は、例えば、入力部１６に配置されるいずれかのボタンが押されれば、
通話開始要求が入力されたと判定することができる。他にも、通信端末装置１は、入力部
１６に配置されるいずれかのボタンが「通話開始」ボタンに割り当てられている場合、そ
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の「通話開始」ボタンが押されれば通話開始要求が入力されたと判定することができる。
【００５１】
　着信から所定時間に通話開始要求が入力されない場合（Ｓ１２Ｎｏ）、通信端末装置１
は、留守番電話機能を実行し、通信端末装置１の所有者が電話に出ることができない旨を
通知した後、通信相手からの伝言を録音し（Ｓ１８）、着信処理を終了する。ステップＳ
１８の後、通信端末装置１は、図７に説明する着信後処理を行う。
【００５２】
　着信から所定時間に通話開始要求が入力される場合（Ｓ１２Ｙｅｓ）、通信端末装置１
は、着信時に通知される通信相手の電話番号が、アドレス帳１３１に登録されているかを
判定する（Ｓ１３）。通信端末装置１は、通知される電話番号をキーとして、アドレス帳
１３１の「識別番号」を検索し、一致するエントリがあるかを確認する。
【００５３】
　検索の結果一致するエントリがアドレス帳１３１にあれば（Ｓ１３Ｙｅｓ）、通信端末
装置１は、その一致するエントリにおいて音声特徴が抽出されているかを判定する（Ｓ１
４）。通信端末装置１は、アドレス帳１３１においてその一致するエントリの「音声特徴
」（図２参照）にデータが格納されていれば、音声特徴が抽出済みであると判定する。
【００５４】
　通信端末装置１は、ステップＳ１３の検索の結果一致するエントリにおいて音声特徴が
抽出済みである場合（Ｓ１４Ｙｅｓ）、今回の着信に関する通信相手の音声の録音を行わ
ずに、通話終了要求の入力を待って、通話を終了し（Ｓ１７）、着信処理を終了する。ス
テップＳ１７の後、通信端末装置１は、図７に説明する着信後処理を行う。
【００５５】
　ステップＳ１７における通話終了要求の入力判定は、通話開始要求の入力判定同様に行
われる。例えば、通信端末装置１は、入力部１６に配置されるいずれかのボタンが「通話
終了」ボタンに割り当てられている場合、その「通話終了」ボタンが押されれば通話終了
要求が入力されたと判定することができる。
【００５６】
　通信端末装置１は、ステップＳ１３の検索の結果一致するエントリにおいて音声特徴が
抽出されていない場合（Ｓ１４Ｎｏ）、今回の着信に関する通信相手の音声の録音を行う
（Ｓ１６）。ステップＳ１６の処理が行われるのは、図３の画面２０１に示される３番目
のユーザ「ＢＪ」において説明したように、ユーザがアドレス帳１３１に手入力によって
登録をした後、最初に着信が行われる場合である。
【００５７】
　ステップＳ１６において、通信端末装置１は、例えば、通話開始後の１０秒間にスピー
カ１８から出力される音声を録音して、RAM１３に格納する。そして、通信端末装置１は
、ステップＳ１６が済むと、通話終了要求の入力を待って、通話を終了し（Ｓ１７）、着
信処理を終了する。ステップＳ１７の後、通信端末装置１は、図７に説明する着信後処理
を行う。
【００５８】
　通信端末装置１は、ステップＳ１３において、検索の結果一致するエントリがアドレス
帳１３１になければ（Ｓ１３Ｎｏ）、着信時に通知される通信相手の電話番号が、発着信
履歴表１３２に登録されているかを判定する（Ｓ１５）。通信端末装置１は、通知される
電話番号をキーとして、発着信履歴表１３２の「識別番号」を検索し、一致するエントリ
があるかを確認する。
【００５９】
　検索の結果一致するエントリが発着信履歴表１３２にあれば（Ｓ１５Ｙｅｓ）、今回の
着信に関する通信相手の音声の録音を行わずに、通話終了要求の入力を待って、通話を終
了する（Ｓ１７）。通信端末装置１は、ステップＳ１５において、検索の結果一致するエ
ントリが発着信履歴表１３２になければ（Ｓ１５Ｎｏ）、今回の着信に関する通信相手の
音声の録音を行う（Ｓ１６）。
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【００６０】
　そして、通信端末装置１は、ステップＳ１６が済むと、通話終了要求の入力を待って、
通話を終了し（Ｓ１７）、着信処理を終了する。ステップＳ１７の後、通信端末装置１は
、図７に説明する着信後処理を行う。
【００６１】
　図７は、本実施形態の通信端末装置１における着信後処理を説明するフローチャートで
ある。通信端末装置１は、図６におけるステップＳ１７かステップＳ１８の処理の後、本
フローチャートに示される処理を実行する。
【００６２】
　まず、通信端末装置１は、今回の着信にて録音が行われたかを判定する（Ｓ１９）。例
えば、通信端末装置１は、RAM１３にステップＳ１６で録音された音声データが存在する
場合、録音が行われたと判定する。ステップＳ１８において、留守番電話機能に伝言が残
される場合も、通信端末装置１は、録音が行われたと判定する。
【００６３】
　ステップＳ１９の処理において、録音が行われたと判定される場合（Ｓ１９Ｙｅｓ）、
通信端末装置１は、自動登録を行うかを判定する（Ｓ２０）。通信端末装置１は、例えば
、RAM１３に事前に格納される自動登録フラグ（図示省略）が「ＯＮ」である場合に、自
動登録を行うと判定することができる。
【００６４】
　自動登録を行うと判定される場合（Ｓ２０Ｙｅｓ）、通信端末装置１は、自動登録処理
を行う（Ｓ２２）。自動登録処理については、図８にて説明する。自動登録処理が完了す
ると、通信端末装置１は、発着信履歴表１３２の「発着」「ID」「時刻」「名前」「識別
番号」「録音データ」を更新する。特に、通信端末装置１は、録音データに基づき抽出さ
れた特徴情報が、既にアドレス帳１３１に登録された特徴情報と一致する場合、アドレス
帳１３１に登録済みの「名前」を発着信履歴表１３２に反映する。
【００６５】
　ステップＳ１９の処理において、録音が行われなかったと判定される場合（Ｓ１９Ｎｏ
）とステップＳ２０の処理において、自動登録を行わないと判定される場合（Ｓ２０Ｎｏ
）、通信端末装置１は、自動登録処理を行わずに発着信履歴表１３２を更新する（Ｓ２１
）。但し、自動登録処理（Ｓ２２）を経て行われる更新とは異なり、「名前」にアドレス
帳１３１に登録された情報が反映されることはない。
【００６６】
　図８は、本実施形態の通信端末装置１における自動登録処理を説明するフローチャート
である。まず、通信端末装置１は、録音された音声データに基づき特徴情報を抽出する（
Ｓ２２１）。録音された音声データから特徴情報を抽出する方法は、図２に説明したよう
に、さまざまな従来技術を使用することができる（一例として、特開２００４－５３８２
１号公報がある）。
【００６７】
　次に、通信端末装置１は、ステップＳ２２１で抽出された特徴情報が、アドレス帳１３
１に格納された特徴情報と一致するかを判定する（Ｓ２２２）。例えば、特徴情報が特開
２００４－５３８２１号公報に示されるような音声特徴パラメータで表される場合、通信
端末装置１は、ステップＳ２２１で抽出された特徴情報に対応する音声特徴パラメータを
キーとして、アドレス帳１３１の「特徴情報」を検索し、一致するエントリがあるかを確
認する。
【００６８】
　検索の結果一致するエントリがアドレス帳１３１にあれば（Ｓ２２２Ｙｅｓ）、今回の
着信に関する通信相手は、既にアドレス帳１３１に登録された人物と同一であることがわ
かるため、通信端末装置１は、事前設定に基づき、追加登録、上書き登録、新規登録を決
定し（Ｓ２２３）、アドレス帳１３１に登録済みの人物が新たに使用した電話番号をアド
レス帳に登録するための処理を行う。本実施形態においては、例えば、RAM１３に事前に
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ルールデータ（図示省略）が格納されており、その値に応じて通信端末装置１は、ステッ
プＳ２２３における動作を決定することができる。
【００６９】
　例えば、ルールデータに「１」が格納されていれば、通信端末装置１は、既にアドレス
帳１３１に登録された人物のエントリに、今回の着信に使用された新たな電話番号を追加
する追加登録を行う（Ｓ２２４）。ルールデータに「２」が格納されていれば、通信端末
装置１は、既にアドレス帳１３１に登録された人物のエントリに登録済みの電話番号を、
今回の着信に使用された新たな電話番号で置換する上書き登録を行う（Ｓ２２５）。ルー
ルデータに「３」が格納されていれば、通信端末装置１は、アドレス帳１３１に新たなエ
ントリを作成し、今回の着信に使用された新たな電話番号を登録する新規登録を行う（Ｓ
２２６）。
【００７０】
　なお、検索の結果一致するエントリがアドレス帳１３１になければ（Ｓ２２２Ｎｏ）、
通信端末装置１は、今回の着信に使用された新たな電話番号を登録する新規登録を行う（
Ｓ２２６）。ステップＳ２２４、Ｓ２２５、Ｓ２２６の処理が完了すると、通信端末装置
１は、図７のステップＳ２１の処理を行う。
【００７１】
　図９は、図８の自動登録処理において、アドレス帳１３１の特徴情報と一致するエント
リが存在する場合に、表示部１７に表示される画面例である。この場合、通信端末装置１
は、ルールデータに基づき自動的にアドレス帳１３１の更新処理を行うことになり、画面
２０４には、今回の着信に関する発信者がアドレス帳１３１に登録済みの人物であること
を通知するメッセージ９１、アドレス帳１３１の自動更新を通知するメッセージ９２、更
新完了までの進行状況を通知するメッセージ９３が表示される。
【００７２】
　図１０Ａは、図８の自動登録処理前のアドレス帳１３１のデータ構成例を示す図である
。この状態で、図１０Ａの２番目のエントリの音声特徴に一致する人物（Bill）から、登
録済みの電話番号（090-xxxx-xxxx）とは異なる新たな電話番号(06-xxxx-xxxx)にて着信
があるとする。
【００７３】
　図１０Ｂは、図８の追加登録後のアドレス帳１３１のデータ構成例を示す図である。図
１０Ｂでは、２番目のエントリの音声特徴に一致する人物（Bill）の「識別番号」に、今
回の着信に使用された新たな電話番号(06-xxxx-xxxx)が追加されることが描かれる。
【００７４】
　図１０Ｃは、図８の上書き登録後のアドレス帳１３１のデータ構成例を示す図である。
図１０Ｃでは、２番目のエントリの音声特徴に一致する人物（Bill）の「識別番号」が、
今回の着信に使用された新たな電話番号(06-xxxx-xxxx)で置換されることが描かれる。
【００７５】
　図１０Ｄは、図８の新規登録後のアドレス帳１３１のデータ構成例を示す図である。図
１０Ｄでは、２番目のエントリの音声特徴に一致する人物（Bill）と同じ音声特徴の別の
エントリ(Bill(2))が追加されることが描かれる。
【００７６】
　以上の説明は、着信時に行われる処理であるが、発信時に行われる処理として適用する
こともできる。こうして、アドレス帳１３１に既に登録された人物に関する新たな電話番
号の登録が、その人物への発着信時に自動的に行われることになる。
【００７７】
　また、発着信以外の時、ユーザが発着信履歴表１３２に残された電話番号を閲覧しなが
ら、その電話番号をアドレス帳１３１に手動で登録することがある。本実施形態の通信端
末装置１は、アドレス帳１３１に登録されているエントリで音声特徴が一致するものを自
動的に呼び出すため、ユーザの登録作業負担を軽減することができる。
【００７８】
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　図１１は、本実施形態の通信端末装置１における閲覧処理を説明するフローチャートで
ある。閲覧処理とは、アドレス帳１３１に登録された情報や発着信履歴表１３２に格納さ
れた情報を表示部１７に表示して閲覧する処理のことである。
【００７９】
　通信端末装置１は、まず、アドレス帳１３１の表示要求が入力されたかを判定する（Ｓ
１）。通信端末装置１は、通信端末装置１の操作用メニューが表示部１７に表示される状
態において、入力部１６を介してアドレス帳１３１が選択されれば、アドレス帳１３１の
表示要求が入力されたと判定する。
【００８０】
　図１２は、閲覧処理において表示部１７に表示されるメニュー画面の例である。画面２
０５には、メニューとして９つの項目がアイコンとして表示され、画面２０５に表示され
たカーソル６２を入力部１６に配置されるボタン（図３Ｂ参照、例えば十字キー５４）を
操作して移動させることで選択対象が切り替わる。
【００８１】
　画面２０５では、中央の「メール」が選択対象であることがわかる。ユーザが選択対象
のアイコンにカーソル６２を移動し、図３Ｂに示される決定ボタン５５を用いて決定する
ことで、メニューが選択される。
【００８２】
　メニューのアイコンには、アドレス帳１３１に登録された情報を表示するための「アド
レス帳」アイコン６１、発着信履歴表１３２に格納された情報を表示するための「履歴」
アイコン６３が含まれる。従って、ユーザが十字キー５４を用いてカーソル６２を「アド
レス帳」アイコン６１に移動させ、決定ボタン５５を押すと、通信端末装置１は、図１１
のステップＳ１の処理において、アドレス表１３１の表示要求が入力されたと判定する。
【００８３】
　図１１に戻り、アドレス帳１３１の表示要求が入力されると（Ｓ１Ｙｅｓ）、通信端末
装置１は、アドレス表１３１に格納された情報を表示部１７に表示する。この様子は、図
３Ａに示した通りである。
【００８４】
　アドレス帳１３１の表示要求が入力されない場合（Ｓ１Ｎｏ）、通信端末装置１は、発
着信履歴表１３２の表示要求が入力されたかを判定する（Ｓ３）。例えば、ユーザが十字
キー５４を用いてカーソル６２を図１２に示される「履歴」アイコン６３に移動させ、決
定ボタン５５を押すと、通信端末装置１は、発着信履歴表１３２の表示要求が入力された
と判定する。
【００８５】
　発着信履歴表１３２の表示要求が入力されると（Ｓ３Ｙｅｓ）、通信端末装置１は、発
着信履歴表１３２に格納された情報を表示部１７に表示する（Ｓ４）。この様子は、図５
に示した通りである。
【００８６】
　次に、通信端末装置１は、閲覧中の発着信履歴表１３２に関し、登録要求が入力された
かを判定する（Ｓ５）。例えば、図３Ｂに示される入力部１６において、□ボタン５３を
ユーザが押すと、図５の画面２０２に示される登録ボタン３６が選択され、通信端末装置
１は、登録要求が入力されたと判定する。
【００８７】
　登録要求が入力されると（Ｓ５Ｙｅｓ）、通信端末装置１は、手動登録処理を行う（Ｓ
６）。手動登録処理については、図１２にて説明する。そして、アドレス表１３１の表示
要求も、発着信履歴表１３２の表示要求も入力されない場合（Ｓ３Ｎｏ）、登録要求が入
力されない場合（Ｓ５Ｎｏ）、そして、手動登録処理が完了した場合（Ｓ６）には、通信
端末装置１は、ステップＳ１に戻り、新たな表示要求を待つことになる。
【００８８】
　図１３は、本実施形態の通信端末装置１における手動登録処理を説明するフローチャー
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トである。まず、通信端末装置１は、録音された音声データに基づき特徴情報を抽出する
（Ｓ２２１）。次に、通信端末装置１は、ステップＳ２２１で抽出された特徴情報が、ア
ドレス帳１３１に格納された特徴情報と一致するかを判定する（Ｓ２２２）。ステップＳ
２２１、Ｓ２２２の処理は、図８における自動登録処理のステップＳ２２１、Ｓ２２２と
同じ処理であり、説明は略す。
【００８９】
　検索の結果一致するエントリがアドレス帳１３１にあれば（Ｓ２２２Ｙｅｓ）、通信端
末装置１は、処理方法を選択する選択画面を表示部１７に表示する（Ｓ６１）。これは、
ユーザに、自動登録処理にて説明した上書き登録、追加登録、新規登録のいずれかを選択
させるものである。
【００９０】
　図１４は、手動登録処理において表示部１７に表示される選択画面の例である。画面２
０６には、追加登録を示すボタン１４１、上書き登録を示すボタン１４２、新規登録を示
すボタン１４３、登録を行わないことを示すボタン１４４が表示される。
【００９１】
　ユーザが、入力部１６を介して、画面２０６に示されるいずれかのボタンを選択すると
、対応する処理が行われる。例えば、画面２０６において追加登録を示すボタン１４１が
選択されると、追加登録処理が行われ、その間、画面２０７に示されるような、アドレス
帳１３１の更新完了までの進行状況を通知するメッセージ９３が表示される。
【００９２】
　図１３に戻り、通信端末装置１は、選択画面が表示された状態において、いずれかの選
択入力が行われるのを待つ（Ｓ６２）。そして、選択入力に応じて処理を行う。
【００９３】
　例えば、通信端末装置１は、画面２０６において、追加登録を示すボタン１４１が選択
されると（Ｓ６２Ｙｅｓ）、既にアドレス帳１３１に登録された人物のエントリに、発着
信履歴において選択された電話番号を追加する追加登録を行う（Ｓ２２４）。通信端末装
置１は、画面２０６において、上書き登録を示すボタン１４２が選択されると（Ｓ６２Ｙ
ｅｓ）、既にアドレス帳１３１に登録された人物のエントリに登録済みの電話番号を、発
着信履歴において選択された電話番号で置換する上書き登録を行う（Ｓ２２５）。
【００９４】
　通信端末装置１は、画面２０６において、新規登録を示すボタン１４３が選択されると
（Ｓ６２Ｙｅｓ）アドレス帳１３１に新たなエントリを作成し、発着信履歴において選択
された電話番号を登録する新規登録を行う（Ｓ２２６）。
【００９５】
　なお、ステップＳ２２４、Ｓ２２５、Ｓ２２６の処理は、図８における自動登録処理の
ステップＳ２２４、Ｓ２２５、Ｓ２２６と同じ処理であり、説明は略す。また、通信端末
装置１は、画面２０６において、登録を行わないことを示すボタン１４４が選択されると
（Ｓ６２Ｎｏ）、手動登録処理を終了する。
【００９６】
　ステップＳ２２２において、検索の結果一致するエントリがアドレス帳１３１になけれ
ば（Ｓ２２２Ｎｏ）、通信端末装置１は、新規登録への同意確認画面を表示部１７に表示
する（Ｓ６３）。これは、ユーザに、新規登録を行うことを確認させるものである。
【００９７】
　図１５は、手動登録処理において表示部１７に表示される同意確認画面の例である。画
面２０８には、ユーザの同意を示す「はい」ボタン１５１、ユーザの否認を示す「いいえ
」ボタン１５２が表示される。ユーザが、入力部１６を介して、画面２０８に示されるい
ずれかのボタンを選択すると、対応する処理が行われる。
【００９８】
　再び図１３に戻り、通信端末装置１は、同意確認画面が表示された状態において、いず
れかの選択入力が行われるのを待つ（Ｓ６４）。そして、選択入力に応じて処理を行う。
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　例えば、通信端末装置１は、画面２０８において、「はい」ボタン１５１が選択される
と（Ｓ６４Ｙｅｓ）、アドレス帳１３１に新たなエントリを作成し、発着信履歴において
選択された電話番号を登録する新規登録を行う（Ｓ２２６）。
【０１００】
　そして、通信端末装置１は、画面２０６において、「いいえ」ボタン１５２が選択され
ると（Ｓ６４Ｎｏ）、手動登録処理を終了する。
【０１０１】
　図１６は、本実施形態の通信端末装置１の機能ブロック図である。通信端末装置１の制
御部１１は、録音部１１１、解析部１１２、登録部１１３を含む。制御部１１の各機能部
は、制御部１１に備えられる図示省略されたCPUで実行されるプログラムとして実現され
るが、ハードウェアにより実現することも可能である。
【０１０２】
　録音部１１１は、発信先又は発信元の通信相手の電話番号がアドレス帳１３１に含まれ
ない場合、発信先又は発信元の通信相手の音声を録音する。解析部１１２は、録音部１１
１が録音した音声から、通信相手を特定する特徴情報を抽出する。そして、登録部１１３
は、解析部１１２が抽出した特徴情報がアドレス帳１３１に含まれる場合、発信先又は発
信元の通信相手の電話番号をアドレス帳１３１に含まれる特徴情報に対応付けてアドレス
帳１３１のエントリを更新する。
【０１０３】
　また、録音部１１１は、発着信するとき、発信先又は発信元の通信相手の識別番号がア
ドレス帳１３１と発着信履歴表１３２のいずれにも含まれない場合、その通信相手の音声
を録音するようにしてもよい。そして、この場合、解析部１１２は、抽出した特徴情報を
、発信先又は発信元の通信相手の識別番号と対応付けて発着信履歴表１３２に格納する。
【０１０４】
　以上に説明したように、本実施形態の通信端末装置１においては、話者の音声の特徴情
報に基づき、ユーザが特定される。すると、既にアドレス帳１３１に登録されているユー
ザが、アドレス帳１３１に登録されている番号とは異なる新たな番号で、本実施形態の通
信端末装置１に電話を掛けてきても、通信端末装置１は、電話を掛けてきている通信相手
が、既にアドレス帳１３１に登録されているユーザであることを特定することができる。
そして、通信端末装置１は、アドレス帳１３１に登録されているエントリを自動的に呼び
出すので、その新たな番号をアドレス帳１３１へ登録する作業が容易になる。更に、通信
端末装置１は、その新たな番号のアドレス帳１３１への登録作業も自動で行うことが可能
であり、一層ユーザの作業負担を軽くすることができる。
【０１０５】
　本実施形態の説明では、携帯電話やコードレス電話の子機を通信端末装置の一例として
用いたが、本実施形態は、着信履歴機能、アドレス帳機能を備える電話等の通信端末装置
（コードレス電話の親機を含む）にも同様に適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
　本実施形態は、着信履歴機能、アドレス帳機能を備える電話等の通信端末装置に適用す
ることができる。
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【図１５】 【図１６】
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