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明 細 書

通信端末装置、管理サ一バ、変更認知システム、変更認知方法

技術分野

０００1 本発明は、管理サ一バが接続される通信回線を介して回線利用者と通信を行ぅ通

信端末装置、管理サ一バ、通信端末装置および管理サ一バを有する変更認知シス

テム、および変更認知方法に関する。

背景技術

０００2 従来の携帯電話等に代表される通信端末装置は、通信端末装置の保持者 (端末

保持者) が個人的に知っており交信する可能性がある、電話発信やメール送信の相

手となる相手ュ一ザ、又は会社・店舗・その他施設等の電話番号やメールアドレスを

ュ一ザデータとして登録できる、いわゆる電話帳機能を保持する。ュ一ザデータは、

登録しよぅとしている相手ュ一ザからその情報を聞いて端末保持者が手入力で、又

は登録しよぅとしている相手ュ一ザ端末と直接交信することで電話帳に登録されるた

め、その内容が登録されたュ一ザ (端末登録ュ一ザ)の都合により変更された場合は

、再び端末登録ュ一ザからの通知を受けて登録し直す必要がある。もし、端末保持

者が端末登録ュ一ザから変更した旨の通知を受けなかった場合は、その端末登録

ュ一ザのュ一ザデータは古い不正確な情報となっているので、誤った電話番号に電

話発信したり、誤ったメールアドレスにメール送信してしまったりすることになる。

０００3 その誤った電話番号が、どのュ一ザにも割り当てられていない場合は、電話番号が

利用されていない旨のメッセージによって変更されたことを認知するが、既に他のュ
一ザに割り当てられている場合は、そのュ一ザに電話が繋がってしまい相手に迷惑

をかけてしまぅ。また、誤ったメールアドレスがどのュ一ザにも割り当てられていない場

合は、送信に失敗した旨のエラーメールによって変更されたことを認知するが、既に

他のュ一ザに割り当てられている場合は、そのュ一ザに送信されてしまぅため全く異

なった相手と交信することになってしまぅ。さらに、他のュ一ザが本来交信したい相手

と同性同年代の場合は、人物を声で判断するのは困難であり、間違った相手である

とは知らずに通話してしまぅ可能性もある。



０００4 一方、端末保持者側から端末登録ュ一ザのュ一ザデータ変更有無を認知するた

めには、その端末登録ュ一ザに間合せをする必要があるが、端末登録ュ一ザの連

絡先が当該端末のみに記憶されている場合は、ュ一ザデータが変更された相手に

は連絡することができず、目的を達成することができない。

０００5 そこで、ュ一ザが住所、電話番号、メールアドレスなどの同一性情報をサ一バヘ登

録しておき、その後ュ一ザが同一性情報を変更した際に、ュ一ザがネットワーク上の

サ一バを不り用して所望の相手へ通知する方法が知られている (例えば、特許文献

参照 ) 。また、ュ一ザが電話番号の変更を行った際に、所望の相手に変更の旨を通

知する携帯電話機が知られている (例えば、特許文献2 参照 ) 。

０００6 特許文献 1 特開2００2 ０8882 号公報

特許文献2 特開2００2 8 2 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００7 しかしながら、上述した従来の技術は、電話番号等を変更したュ一ザが通知する相

手を検索するものであり、変更されたュ一ザデータを登録している端末保持者全てが

変更通知を受けるわけではなく、通知されなかった端末保持者はュ一ザデータの変

更を知らないことになり、それらの端末保持者が誤った電話番号に電話発信したり、

誤ったメールアドレスにメールを送信したりするれづ事情があった。

０００8 本発明は、このょぅな従来の事情に鑑みてなされたものであって、ュ一ザのデータ

変更が行われた際に、ュ一ザから変更通知を受けなくても少なくともュ一ザデータが

変更されている可能性があることを認知することができる通信端末装置、管理サ一バ

、変更認知システム、おょび変更認知方法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

０００9 上記 目的を達成するために、本発明の第 の通信端末装置は、通信回線を介して

前記通信回線の回線利用者と通信を行ぅ通信端末装置であって、前記回線利用者

を識別する識別情報おょび前記回線利用者の連絡先を有する個人情報を管理する

個人情報管理部と、前記個人情報の更新または利用を行った最新の日時を示す最

新利用 日時を管理する最新利用 日時管理部と、前記最新利用 日時が所定 日時ょり



も前である場合には、前記個人情報が変更されたと認知する変更認知部とを有する

構成としている。

００1０ この構成により、ュ一ザのデータ変更が行われた際に、ュ一ザから変更通知を受け

なくてもデータ変更の可能性があることを認知することができる。通信端末装置に登

録されているュ一ザデータの中で、ほとんど利用していなレ屹のに関して不正確な情

報である可能性が高い旨の警告を受けることができ、警告を受けることによりュ一ザ

ヂ一タの変更有無を確認するタイミングを知ることができる。

００11 また、本発明の第2の通信端末装置は、前記所定 日時が、通信回線管理サ一バで

前記通信回線利用者に関する回線利用者情報の更新が行われた日時であることを

特徴とする構成としている。

００12 この構成により、最新利用 日時が管理サ一バに管理されたュ一ザ登録、修正日時

よりも新 、場合はュ一ザデータが変更されていない、最新利用 日時が管理サ一バ

に管理されたュ一ザ登録、修正日時よりも古い場合はュ一ザデータが変更されたこ

とになるので、登録ュ一ザからのュ一ザデータ変更通知を受けなくても、端末保持者

が任意のタイミングで対象とするュ一ザデータの変更有無を認知できるよぅになり、そ

の結果、間違った電話番号に電話発信したり、間違ったメールアドレスにメール送信

したりすることを防止できる。

００13 また、本発明の第 の管理サ一バは、通信端末装置と通信回線を介して通信を行ぅ

管理サ一バであって、通信回線利用者に関する回線利用者情報および前記回線利

用者情報の更新を行った更新 日時を管理する更新管理部と、前記通信端末装置か

ら前記個人情報を受信する個人情報受信部と、前記個人情報の前記最新利用 日時

が前記個人情報に対応する前記回線利用者情報の前記更新 日時より前である場合

には、前記個人情報が変更されていると認識する変更認知部とを有する構成として

いる。

００14 この構成により、ュ一ザのデータ変更が行われた際に、ュ一ザから変更通知を受け

なくてもデータ変更の有無を認知することができる。最新利用 日時が管理サ一バに

管理されたュ一ザ登録、修正日時よりも新しい場合はュ一ザデータが変更されてい
ない、最新利用 日時が管理サ一バに管理されたュ一ザ登録、修正日時よりも古い場



合はュ一ザデータが変更されたことになるので、登録ュ一ザからのュ一ザデータ変

更通知を受けなくても、端末保持者が任意のタイミングで対象とするュ一ザデータの

変更有無を認知できるよぅになり、その結果、間違った電話番号に電話発信したり、

間違ったメールアドレスにメール送信したりすることを防止できる。

００15 また、本発明の第 の通信システムは、通信回線を介して前記通信回線の回線利

用者と通信を〒ぅ通信端末装置および前記通信端末装置と通信を〒ぅ管理サ一バを

有する通信システムであって、前記通信端末装置は、前記回線利用者を識別する識

別情報および前記回線利用者の連絡先を有する個人情報を管理する個人情報管

理部と、前記個人情報の更新または利用を行った最新の日時を示す最新利用 日時

を管理する最新利用 日時管理部と、前記個人情報および前記最新利用 日時を前記

管理サ一バヘ送信する送信部とを有し、前記管理サ一バは、前記回線利用者に関

する回線利用者情報および前記回線利用者情報の更新を行った更新 日時を管理

する更新管理部と、前記個人情報および前記最新利用 日時を受信する受信部と、前

記個人情報の最新利用 日時が前記個人情報に対応する前記回線利用者情報の前

記更新 日時よりも前である場合、前記個人情報が変更されていることを示す変更通

知を前記通信端末装置へ通知する変更通知部とを有する構成としている。

００16 この構成により、ュ一ザのデータ変更が行われた際に、ュ一ザから変更通知を受け

なくてもデータ変更の有無を認知することができる。最新利用 日時が管理サ一バに

管理された 、ュ一ザ登録、修正日時よりも新 場合はュ一ザデータが変更されてい
ない、最新利用 日時が管理サ一バに管理されたュ一ザ登録、修正日時よりも古い場

合はュ一ザデータが変更されたことになるので、登録ュ一ザからのュ一ザデータ変

更通知を受けなくても、端末保持者が任意のタイミングで対象とするュ一ザデータの

変更有無を認知できるよぅになり、その結果、間違った電話番号に電話発信したり、

間違ったメールアドレスにメール送信したりすることを防止できる。

００17 また、本発明の第2の通信システムは、前記送信部が、前記個人情報および前記

最新利用 日時をメールによって送信し、前記変更通知部が、前記変更通知をメール

によって通知する構成としている。

００18 この構成により、一般的な通信端末装置に標準で備えられているメール送受信機



能によって、対象とするュ一ザデータの変更有無を認知できるよぅになり、その結果、

通信端末装置にュ一ザ管理サ一バとの特別な通信手段を設ける必要がなくなる。

００19 また、本発明の第3の通信システムは、前記管理サ一バが、前記回線利用者と前記

通信端末装置との間で呼の接続を〒ぅ呼接続部を有し、前記送信部が、前記個別情

報および前記最新利用 日時を有する送信情報を付加した電話発信によって前記管

理サ一バヘ送信し、前記変更通知部が、前記通信端末装置から前記回線利用者へ

電話発信を〒ぅ場合、前記呼の接続を〒ぅ前に前記変更通知を音声によって通知す

る構成としている。

００2０ この構成により、すでに情報が古くて変更などがされている誤った電話番号に電話発

信しよぅとした場合でも、サ一バはすぐに呼を繋がずに、端末保持者に電話番号が変

更されている旨を警告してくれるので、現在その電話番号を使用している他のュ一ザ

ヘ迷惑をかけることを防止できる。

００2 1 また、本発明の第4の通信システムは、前記携帯端末装置が、前記回線利用者と

前記通信端末装置との間でメール送信を〒ぅ回線利用者用メール送信部を有し、前

記送信部が、前記個人情報および前記最新利用 日時を有する送信情報を付加した

メールによって前記管理サ一バヘ送信し、前記変更通知部が、前記通信端末装置

から前記回線利用者ヘメールを送信する場合、前記メール送信を〒ぅ前に前記変更

通知をメールによって通知する構成としている。

００22 この構成により、誤ったメールアドレスにメール送信しよぅとした場合でも、サ一バは

すぐにメール送信せずに、端末保持者にメールアドレスが変更されている旨を警告し

てくれるので、現在そのメールアドレスを使用している他のュ一ザヘ迷惑をかけること

を防止できる。

００23 また、本発明の第 の通信方法は、通信回線を介して前記通信回線の回線利用者

と通信を〒ぅ携帯端末装置の通信方法であって、前記回線利用者を識別する識別

情報および前記回線利用者の連絡先を有する個人情報が管理されるステップと、前

記個人情報の更新または利用を行った最新の日時を示す最新利用 日時が管理され

るステップと、前記最新利用 日時が所定 日時よりも前である場合には、前記個人情報

が変更された可能性があることが認知されるステップとを有する方法としている。



００24 この方法により、ュ一ザのデータ変更が行われた際に、ュ一ザから変更通知を受け

なくてもデータ変更の可能性があることを認知することができる。通信端末装置に登

録されているュ一ザデータの中で、ほとんど利用していなレ屹のに関して不正確な情

報である可能性が高い旨の警告を受けることができ、警告を受けることによりュ一ザ

データの変更有無を確認するタイミングを知ることができる。

００25 また、本発明の第2の通信方法は、通信回線の回線利用者に関する個人情報およ

び前記個人情報の更新または利用を行った最新の日時を示す最新利用 日時を有す

る通信端末装置と前記通信回線を介して通信を行ぅ管理サ一バの通信方法であって

、前記回線利用者に関する回線利用者情報および前記回線利用者情報の更新を

行った更新 日時が管理されるステップと、前記通信端末装置から前記個人情報が受

信されるステップと、前記個人情報の前記最新利用 日時が前記個人情報に対応する

前記回線利用者情報の前記更新 日時より前である場合には、前記個人情報が変更

されていることが前記通信端末装置へ通知されるステップとを有する方法としている。

００26 この方法により、ュ一ザのデータ変更が行われた際に、ュ一ザから変更通知を受け

なくてもデータ変更の有無を認知することができる。最新利用 日時が管理サ一バに

管理されたュ一ザ登録、修正日時よりも新 、場合はュ一ザデータが変更されてい
ない、最新利用 日時が管理サ一バに管理されたュ一ザ登録、修正日時よりも古い場

合はュ一ザデータが変更されたことになるので、登録ュ一ザからのュ一ザデータ変

更通知を受けなくても、端末保持者が任意のタイミングで対象とするュ一ザデータの

変更有無を認知できるよぅになり、その結果、間違った電話番号に電話発信したり、

間違ったメールアドレスにメール送信したりすることを防止できる。

００27 また、本発明の第3の通信方法は、通信回線を介して前記通信回線の回線利用者

と通信を行ぅ通信端末装置および前記通信端末装置と通信を行ぅ管理サ一バを有す

る通信システムの通信方法であって、前記通信端末装置によって前記回線利用者を

識別する識別情報および前記回線利用者の連絡先を有する個人情報が管理される

ステップと、前記通信端末装置によって前記個人情報の更新または利用を行った最

新の日時を示す最新利用 日時が管理されるステップと、前記管理サ一バによって前

記回線利用者に関する回線利用者情報および前記回線利用者情報の更新を行っ



た更新 日時が管理されるステップと、前記通信端末装置によって前記個人情報およ

び前記最新利用 日時が前記管理サ一バヘ送信されるステップと、前記管理サ一バ

によって前記個人情報および前記最新利用 日時が受信されるステップと、前記個人

情報の最新利用 日時が前記個人情報に対応する前記回線利用者情報の前記更新

日時よりも前である場合、前記管理サ一バによって前記個人情報が変更されてレ巧

いる。

００28 この方法により、ュ一ザのデータ変更が行われた際に、ュ一ザから変更通知を受け

なくてもデータ変更の有無を認知することができる。最新利用 日時が管理サ一バに

管理されたュ一ザ登録、修正日時よりも新 、場合はュ一ザデータが変更されてい
ない、最新利用 日時が管理サ一バに管理されたュ一ザ登録、修正日時よりも古い場

合はュ一ザデータが変更されたことになるので、登録ュ一ザからのュ一ザデータ変

更通知を受けなくても、端末保持者が任意のタイミングで対象とするュ一ザデータの

変更有無を認知できるよぅになり、その結果、間違った電話番号に電話発信したり、

間違ったメールアドレスにメール送信したりすることを防止できる。

発明の効果

００29 本発明によれば、ュ一ザのデータ変更が行われた際に、ュ一ザから変更通知を受

けなくても少なくともュ一ザデータが変更されている可能性があることを認知すること

ができる。端末保持者が電話発信する際は、当該電話番号の変更有無を認知し、変

更されている場合は端末保持者に警告して発信するかどぅかを確認することができ、

その結果、誤った相手に電話発信してしまぅ事情を解消することができる。端末保持

者がメール送信する際は、メールアドレスの変更有無を認知し、変更されている場合

は端末保持者に警告メールを返信することができ、その結果、誤った相手へのメール

送信を防止することができる。

００3０ また、登録されたュ一ザデータの最新利用 日時を管理することで、最新利用 日時

が古すぎる場合はュ一ザデータが変更されている可能性が高いことに基づいて、ュ
一ザデータの信想性を推測することができる。さらに、一人のュ一ザに対して複数の

ュ一ザデータを登録している場合は、最新利用 日時に基づいてどのデータが正 、



ものであるかを推測することもできる。

図面の簡単な説明
「 「図1 本発明の実施形態におけるデータ変更有無認知システムのブロック図

図 本発明の実施形態における最新利用 日時の管理方法の概略構成図

図3 本発明の実施形態における変更可能性の高いュ一ザデータを自動的に検知し

て通知する際の動作フロー図

図4 本発明の実施形態におけるメール機能又はWeb閲覧機能を利用してュ一ザデ

ータの変更有無を確認する際の動作フロー図

図 本発明の実施形態における電話発信時の電話番号の変更有無を確認する際

の動作フロー図

図6 本発明の実施形態におけるメール送信時のメールアドレスの変更有無を確認、

する際の動作フロー図

符号の説明
「 nn データ変更有無認知システム

n 通信端末装置

口 基地局

9 通信ネットワーク

R サ一バ

入力部

F 表示部

制御部

7 電話帳管理部

S 最新利用 日時管理部

データベース

9 電話帳管理テーブル

9 最新利用 日時管理テーブル

発明を実施するための最良の形態

実施形態)



次に、本発明の実施形態について図 ～図6を参照して説明する。なお、全図を通

じて同一符号は同一対象物を表す。

００34 図 は本発明の実施形態におけるデータ変更有無認知ンステム ００のブロック図

である。データ変更有無認知システム ００は、通信端末装置 ０、基地局皿、通信ネ、
、ソトワーク 2、サ一バ 3を有する。また、通信端末装置 ０は、入力部 4、表示部 5

、制御部 6、電話帳管理部 7、最新利用 日時管理部 8を有する。また、サ一バ 3

はデータベース 9を有する。

００35 ここで、データ変更有無認知システム ００は変更認知システムの一例である。また

、通信端末装置 ０は通信端末装置の一例である。また、電話帳管理部 7は個人情

報管理部の一例である。また、最新利用 日時管理部 8は最新利用 日時管理部の一

例である。また、制御部 6の一部は変更認知部、送信部、呼接続部、回線利用者用

メール送信部の一例である。また、サ一バ 3は管理サ一バの一例である。また、デ

ータベース 9は更新管理部の一例である。また、通信ネットワーク 2は通信回線の

一例である。

００36 入力部 4は、ュ一ザデータの登録 編集 削除又は端末登録ュ一ザへの電話

発信 メール送信等を実行するための入力手段であり、例えば入カボタンなどであ

る。表示部 5は、ュ一ザデータに関するュ一ザデータ情報やュ一ザデータの変更

有無の結果等を表示する手段であり、例えば液晶ディスプレイなどである。

００37 制御部 6は、ュ一ザデータを利用した際にュ一ザデータの最新利用 日時を更新

する、又は、ュ一ザデータの変更有無を確認する際にュ一ザデータとその最新利用

日時情報を専用のサ一バに通知する等の制御を行ぅ手段であり、例えば P などで

実現される。

００38 電話帳管理部 7は、通信相手の電話番号やメールアドレス等のュ一ザデータを管

理する。最新利用目時管理部 8は、電話帳管理部 7に登録されたュ一ザデータ毎

に登録 編集 削除 電話発信 電話着信 メール送信 メール受信等を一番

最近に行ったときの最新利用 日時を保持する。この最新利用 日時は、登録済みデー

タのュ一ザ変更有無の確認の際に、後述するヂ一タベース 9において管理されて

いるュ一ザ登録 修正日時との比較を行ぅために用いられる。



００39 また、通信端末装置 ０は、基地局皿を介して通信ネットワーク 2に接続される。通

信ネットワーク 2上には回線を利用するュ一ザ情報を管理するサ一バ 3が接続さ

れる。サ一バ 3は、ュ一ザ情報に加えてュ一ザが回線利用者として新規に登録もし

くは登録内容を変更したときのュ一ザ登録 修正日時を保持するデータベース 9を

有する。

００4０ また、制御部 6は、通信端末装置 ０が有する通信機能および関連する他の機能

の制御を行ぅことに加えて、入力部 4からのュ一ザデータの登録 編集 削除又は

端末登録ュ一ザへの電話発信 メール送信等の要求に対する処理を 、竹 、端末登

録ュ一ザからの電話着信 メール受信に対する処理を 、竹 、その後利用したュ一ザ

データの最新利用 日時を更新する。さらに、制御部 6は、ュ一ザデータの変更有無

を確認する際にュ一ザデータとその最新利用 日時情報とを、メール機能もしくはWe

b閲覧機能を利用して、または電話発信時の情報要素もしくはメール送信時のメール

ヘッダに追加してサ一バ ェ3へ送信し、得られた結果を表示部 5に表示する。

００41 次に、図2を用いて電話帳管理部 7に登録されたュ一ザデータ毎に最新利用 日

時を管理する方法について説明する。図2は本発明の実施形態における最新利用

日時の管理に関する概略構成図である。

００42 ュ一ザデータ毎に最新利用 日時を管理するために、電話帳管理部 7は電話帳管

理テーブル2０を有し、最新利用 日時管理部 8は最新利用 日時管理テーブル2 を

有する。電話帳管理テーブル2０は、電話帳管理部 7において端末登録ュ一ザ情

報を管理するために利用される。電話帳管理テーブル2０には、端末登録ュ一ザの

名前、ュ一ザに対応する電話番号やメールアドレス等のュ一ザデータ、及びュ一ザ

データ番号などが登録されている。最新利用 日時管理テーブル2 には、最新利用

日時管理部 8においてュ一ザデータ毎に最新利用 日時が管理される。最新利用 日

時テーブル2 にはュ一ザデータ番号をキ一にして対応するュ一ザデータの最新利

用 日時などが登録されている。

００43 まず、ュ一ザデータ登録時の動作に関して説明する。入力部 4からュ一ザデータ

の登録イベントが制御部 6に入ると、制御部 6は電話帳管理部 7にュ一ザデータ

の登録要求を 、竹 、ュ一ザデータ登録要求を受けた電話帳管理部 7は電話帳管



理テーブル2０に当該ュ一ザデータを追加する。当該ュ一ザデータの追加後に制御

部 6は、最新利用 日時管理部 8に当該ュ一ザデータのュ一ザデータ番号と最新

利用 日時(データ登録時の日時)の登録要求を 、竹 、登録要求を受けた最新利用 日

時管理部 8は最新利用 日時管理テーブル2 に当該ュ一ザデータのュ一ザデータ

番号と最新利用 日時を追加する。

００44 次に、ュ一ザデータ削除時の動作に関して説明する。入力部 4からュ一ザデータ

の削除イベントが制御ｧ 6に入ると、制御部 6は電話帳管理部 7にュ一ザデータ

の削除要求を 、竹 、ュ一ザデータ削除要求を受けた電話帳管理部 7は電話帳管

理テーブル2０から当該ュ一ザデータを削除する。当該ュ一ザデータの削除後に制

御部 6は、最新利用 日時管理部 8に当該ュ一ザデータのュ一ザデータ番号と最

新利用 日時の削除要求を 、竹 、削除要求を受けた最新利用 日時管理部 8は最新

利用 日時管理テーブル2 から当該ュ一ザデータのュ一ザデータ番号と最新利用 日

時を削除する。

００45 次に、ュ一ザデータ編集時などの動作に関して説明する。入力部 4からュ一ザデ

ータの編集、端末登録ュ一ザへの電話発信もしくはメール送信イベントが、または通

信ネットワーク 2を介した端末登録ュ一ザからの電話着信もしくはメール受信イベン

トが制御部 6に入ると、制御部 6は、電話帳管理部 7から当該ュ一ザデータを参

照して受信したイベントに対する処理 (ュ一ザデータ編集処理、電話発着信処理もし

くはメール送受信処理など)を行ぅ。受信したイベントに対する処理後に制御部 6は

、最新利用 日時管理部 8に当該ュ一ザデータのュ一ザデータ番号の最新利用 日

時更新要求を 、竹 、更新要求を受けた最新利用 日時管理部 8は最新利用 日時管

理テーブル2 に登録されている当該ュ一ザデータのュ一ザデータ番号の最新利用

日時をその処理時の日時に更新する。

以上の手順により電話帳管理部 7に登録されたュ一ザデータの最新利用 日時を管

理することができる。

００46 このよぅなュ一ザデータ毎の最新利用 日時の管理処理を行ぅことで、ュ一ザデータ

に対して最新利用 日時管理部 8が管理する対象ュ一ザデータの最新利用 日時とデ

ータベース 9において管理されている対象ュ一ザデータのュ一ザ登録 修正日時



とを比較することができ、その比較結果を基に対象ュ一ザデータが変更されているか

否かを判定することができる。最新利用 日時がュ一ザ登録 修正日時よりも新しい場

合は当該ュ一ザデータが変更されていない、最新利用 日時がュ一ザ登録 修正日

時よりも古い場合は当該ュ一ザデータが変更されていることになるので、登録ュ一ザ

からのュ一ザデータ変更通知を受けなくても、端末保持者が任意のタイミングで対象

とするュ一ザデータの変更有無を認知できるよぅになる。

００47 次に、通信端末装置 ０に登録されているュ一ザデータから変更可能性の高レ屹の

を自動的に検知して通知する方法について説明する。図3は本発明の実施形態に

おける通信端末装置 ０が変更可能性の高いュ一ザデータを自動的に検知し通知

する際の動作フロー図である。

００48 本実施形態において、通信端末装置 ０に登録されているュ一ザデータから変更

可能性の高いものを自動的に検知し通知する場合、まず端末保持者は、自動検知を

実施する間隔 (以下「自動検知実施間隔」れづ。)および変更可能性の高いュ一ザ

データとして推定するための閾値 (未使用期間の長さ) (以下「変更推定閾値」れづ。

)を予め設定しておく。

００49 ュ一ザデータから変更可能性の高いものを自動的に検知し通知する処理の対象は

、電話帳管理テーブル2０に記載されている全ュ一ザデータである。まず、通信端末

装置 ０が待ち受け状態にあり通信端末装置 ０の日付が変わったときに、本処理が

開始される (ステップS3 )。前回の自動検知実施 日から所定期間経過し、自動検知

実施期間が経過している場合 (ステップS 3 ) 、制御部 6は、最新利用 日時管理テ

ーブル2 からュ一ザデータの最新利用 日時を取得する (ステップS32) 。自動検知

実施期間が経過していない場合は、処理全体を終了する。

００5０ 制御部 6は、取得した最新利用 日時と現在の日付からュ一ザデータの未使用期

間を計算し、未使用期間と変更推定閾値とを比較する(ステップ 33)。未使用期間が

変更推定閾値よりも 心い場合は、当該ュ一ザデータの変更可能性は低いものと推

定され、制御部 6は当該ュ一ザデータに関する処理は終了し、次のュ一ザデータ

に関する推定処理に移行する。未使用期間が変更推定閾値よりも大きい場合は、当

該ュ一ザデータの変更可能性は高いと推定され、制御部 6は当該ュ一ザデータの



ュ一ザデータ番号をキ一に電話帳管理テーブル2０から当該ュ一ザデータを取得し

(ステップ 34)、当該ュ一ザデータの変更可能性が高い旨を表示部 5に表示して

端末保持者に通知する (ステップS35)

００5 1 当該ュ一ザデータの変更有無を確認する場合は (ステップ 36)、後述するュ一ザ

データの変更有無確認処理 (図4参照)を実施して当該ュ一ザデータの変更有無を

確認し(ステップ 37)、当該ュ一ザデータの変更有無を確認しない場合は、ステップ

38に進む。尚、どのュ一ザデータについて変更有無確認処理を行ぅかについては

、別途定められている。

電話帳管理テーブル2０に記載されている全ュ一ザデータについてステップS32 ～
ステップ 37が終了していない場合はステップ 32へ進み、終了している場合は処

理全体を終了する (ステップ 38)

００52 このよぅな変更可能性の高いュ一ザデータを自動的に検知し通知する処理を行元
とで、登録されたュ一ザデータの最新利用 日時が現在の時刻から所定期間以上経

過している場合に、当該ュ一ザデータの変更可能性が高レ屹のとして端末保持者に

通知することができる。その結果、ほとんど利用されず変更されている可能性の高い

ュ一ザデータを知ることができ、本実施形態におけるュ一ザデータの変更有無確認、

処理を実施するタイミングを知ることができる。

００53 次に、端末保持者が任意のタイミングで対象とするュ一ザデータの変更有無を確

認する方法について説明する。本実施形態においては、確認方法としてメール機能

又はWeb閲覧機能を利用することを想定する。図4は本発明の実施形態における通

信端末装置 ０がメール機能又はWeb閲覧機能を利用したュ一ザデータの変更有

無を確認する際の動作フロー図である。

００54 端末保持者によって人力部 4がュ一ザデータ変更有無確認要求を行った場合、

若しくは変更可能性の高いものとして推定されたュ一ザデータに対して変更確認要

求を行った場合に、本処理が開始される (ステップS4０)

００55 まず、制御部 6は、電話帳管理テーブル2０から対象とするュ一ザデータを取得し

(ステップS4 、最新利用 日時管理テーブル2 から対象ュ一ザデータの最新利用

日時を取得する (ステップS42) 。続いて制御部 6は、表示部 5を介して端末保持



者に確認方法 (メール機能利用もしくはWeb機能利用)の問い合わせを行メステップ

S43)

００56 確認方法としてメール機能を利用する場合はステップ 4 、ステップ 42において

取得したュ一ザデータと最新利用 日時に関する情報を含めたュ一ザデータ変更有

無の問い合わせメールを制御部 6がアンテナなどを介して専用のサ一バ 3に送信

する (ステップ 44)。問い合わせメールを受信したサ一バ 3は、メールに付与された

最新利用 日時とヂ一タベース 9にて管理される当該ュ一ザデータのュ一ザ登録

修正日時とを比較する。その結果、最新利用 日時がュ一ザ登録 修正日時よりも古

いものであれば、制御部 6が、ュ一ザが最後に利用したデータがュ一ザ登録 修

正日時以降に変更されているためにュ一ザデータが変更されていると判断し、最新

利用 日時がュ一ザ登録 修正日時以降であれば、ュ一ザデータが変更されていな

いと判断し、結果を返信メールにて端末保持者に通知する (ステップS45)

００57 また、確認方法としてWeb閲覧機能を利用する場合は、制御部 6はュ一ザデータ

変更有無の問い合わせ用のWebサイトにアクセスしてステップS4 、ステップS42に

おいて取得したュ一ザデータと最新利用 日時とを制御部 6がアンテナなどを介して

専用のサ一バ 3に送信する (ステップ 46)。変更有無の間い合わせを受けたサ一

バ 3は、送信された最新利用 日時とデータベース 9にて管理される当該ュ一ザデ

ータのュ一ザ登録 修正日時とを比較する。その結果最新利用 日時がュ一ザ登録

修正日時よりも古レ屹のであれば、制御部 6は、ュ一ザが最新に利用したデータ

がュ一ザ登録 修正日時以降に変更されているためにュ一ザデータが変更されて

いると判断し、最新利用 日時がュ一ザ登録 修正日時以降であれば、ュ一ザデータ

が変更されていないと判断し、結果をW。bサイトに表示して端末保持者に通知する (

ステップS47)

００58 このよぅなュ一ザデータの変更有無確認処理が行われることにより、一般的な通信

端末装置 ０に標準で備えられているメール送受信機能又はWeb閲覧機能によって

、端末保持者が任意のタイミングで対象とするュ一ザデータの変更有無を認知できる

よぅになる。その結果、通信端末装置 ０とサ一バ 3との間で特別な通信手段を設け

る必要はなくなる。



００59 次に、端末保持者が端末登録ュ一ザ宛へ連絡を〒ぅ際に、その連絡前にュ一ザの

情報が変更されている旨を通知する方法について説明する。ここでは電話発信によ

って連絡する場合と、メール送信によって連絡する場合を想定する。

００6０ まず、図5は本発明の実施形態における通信端末装置 ０が電話発信時に電話番

号の変更有無を確認する際の動作フロー図である。また、サ一バ 3は発信要求を受

けた呼の接続を〒ぅものとする。

００61 端末保持者が端末登録ュ一ザに対して電話発信する際に、本処理が開始される (

ステップS5 )。まず、制御部 6は電話帳管理テーブル2０から対象とする電話番号

を取得し(ステップS5 )、最新利用 日時管理テーブル2 から対象とする電話番号の

最新利用 日時を取得する (ステップS52)

００62 制御部 6は、ステップ 52において取得した最新利用 日時を情報要素として含め

てステップS5 において取得した電話番号に電話発信する (ステップS53) 。サ一バ

3は、データベース 9から当該電話番号のュ一ザ登録 修正日時を取得し(ステッ
プS54)、電話番号に付与された最新利用 日時とステップ 4において取得した当

該電話番号のュ一ザ登録 修正日時とを比較する (ステップS55)

００63 最新利用 日時がュ一ザ登録 修正日時よりも古い場合は、サ一バ 3は通信端末

装置 ０に対して音声ガイダンス等のメッセージにより電話番号が変更されている旨

の通知を〒ぅ(ステップ 56)。端末保持者はステップ 56における通知を受けた上

で電話発信を〒ぅ意思があるかを制御部 6がサ一バ 3に通知する (ステップS57)

その通知を受けたサ一バ 3は、通知の内容が警告を無視しないものであれば電話

発信を中止し、警告を無視するものであれば電話発信を続行する (ステップS57)

また、最新利用 日時がュ一ザ登録 修正日時よりも新しい場合は、当該電話番号は

変更されていないので通信端末装置 ０の制御部 6は電話発信を続行する (ステッ
プS58)

００64 このよぅに電話発信時に電話番号の変更有無確認処理が行われることにより、端末

登録ュ一ザ宛に電話発信する際にもし登録された電話番号が変更されていて、現在

その電話番号が誤った番号であった場合でも、回線接続を行ぅサ一バ 3はすぐに呼

を繋がずに、端末保持者に当該電話番号が変更されている旨を通知できるよぅにな



る。その結果、誤ったュ一ザに電話発信して迷惑をかけてしまぅよぅな事態を防止で

きる。

００65 また、図6は本発明の実施形態におけるメール送信時のメールアドレスの変更有無

を確認する際の動作フロー図である。

００66 端末保持者が端末登録ュ一ザに対してメール送信する際に、本処理が開始される

(ステップ 6０)。まず、制御部 6は、電話帳管理テーブル2０から対象とするメール

アドレスを取得し(ステップS6 、最新利用 日時管理テーブル2 から対象とするメー

ルアドレスの最新利用 日時を取得する (ステップS62)

００67 続いて制御部 6は、ステップ 62において取得した最新利用 日時をメールヘ、ソダ

情報に含めてステップS6 において取得したメールアドレスにメール送信する (ステッ
プS63) 。サ一バ 3は、データベース 9から当該メールアドレスのュ一ザ登録 修

正日時を取得し(ステップ 4)、メールヘッダに付与された最新利用 日時とステップS

64において取得した当該メールアドレスのュ一ザ登録 修正日時とを比較する (ス

テップS65)

００68 最新利用 日時がュ一ザ登録 修正日時よりも古い場合は、サ一バ 3は通信端末

装置 ０に対して返信メールによりメールアドレスが変更されている旨の通知を〒ぅ(ス

テップ 66)。端末保持者はステップ 66における通知を受けた上でメール送信する

意思があるかどぅかをサ一バ 3へ返信メールにて通知する (ステップ 67)。その通

知を受けたサ一バ 3は、通知の内容が警告を無視しないものであればメール送信を

中止し、警告を無視するものであればメール送信を続行する (ステップ 68)

また、この返信メールによる通知をサ一バ 3が受信しなかった場合は、メール送信を

取りやめたものと解釈して本処理を終了する。

また、最新利用 日時がュ一ザ登録 修正日時よりも新しい場合は、当該メールアドレ

スは変更されていないのでメール送信を続行する (ステップ 68)

００69 このよぅなメール送信時のメールアドレスの変更有無確認処理が行われることにより

、端末登録ュ一ザ宛にメール送信する際にもし登録されたメールアドレスが変更され

ていて、現在そのメールアドレスが誤ったアドレスであった場合でも、回線接続を行ぅ

サ一バ 3はすぐにメールを送信せずに、端末保持者に当該メールアドレスが変更さ



れている旨を通知できるよぅになる。その結果、誤ったュ一ザにメール送信して迷惑

をかけてしまぅよぅな事態を防止できる。

００7０ このよぅな本発明の実施形態のデータ変更有無通知システム ００の通信端末装置

０によれば、通信ネットワーク 2０を介して通信ネットワーク 2０の回線利用者と通

信を行ぅ通信端末装置 ０であって、回線利用者を識別する識別情報および回線利

用者の連絡先を有する個人情報を管理する電話帳管理部 7と、個人情報の更新ま

たは利用を行った最新の日時を示す最新利用 日時を管理する最新利用 日時管理部

8と、最新利用 日時が所定 日時よりも前である場合には、個人情報が変更された可

能性があると認知する制御部 6とを有する構成とすることで、ュ一ザのデータ変更が

行われた際に、ュ一ザから変更通知を受けなくても少なくともュ一ザデータが変更さ

れている可能性があることを認知することができる。

産業上の利用可能，性

００7 1 本発明は、ュ一ザのデータ変更が行われた際に、ュ一ザから変更通知を受けなく

ても少なくともュ一ザデータが変更されている可能性があることを認知することができ

る通信端末装置、管理サ一バ、および変更認知システム等において有用である。



請求の範囲

通信回線を介して前記通信回線の回線利用者と通信を〒ぅ通信端末装置であって

前記回線利用者を識別する識別情報および前記回線利用者の連絡先を有する個

人情報を管理する個人情報管理部と、

前記個人情報の更新または利用を行った最新の日時を示す最新利用 日時を管理

する最新利用 日時管理部と、

前記最新利用 日時が所定 日時よりも前である場合には、前記個人情報が変更され

たと認知する変更認知部と

を有する通信端末装置。

2 前記所定 日時は、通信回線管理サ一バで前記通信回線利用者に関する回線利用

者情報の更新が行われた日時であることを特徴とする請求項 記載の通信端末装置

3 通信端末装置と通信回線を介して通信を〒ぅ管理サ一バであって、

通信回線利用者に関する回線利用者情報および前記回線利用者情報の更新を

行った更新 日時を管理する更新管理部と、

前記通信端末装置から前記個人情報を受信する個人情報受信部と、

前記個人情報の前記最新利用 日時が前記個人情報に対応する前記回線利用者

情報の前記更新 日時より前である場合には、前記個人情報が変更されていると認識

する変更認知部と

を有する管理サ一バ。

4 通信回線を介して前記通信回線の回線利用者と通信を〒ぅ通信端末装置および

前記通信端末装置と通信を〒ぅ管理サ一バを有する通信システムであって、

前記通信端末装置は、

前記回線利用者を識別する識別情報および前記回線利用者の連絡先を有する個

人情報を管理する個人情報管理部と、

前記個人情報の更新または利用を行った最新の日時を示す最新利用 日時を管理

する最新利用 日時管理部と、



前記個人情報および前記最新利用 日時を前記管理サ一バヘ送信する送信部と、

を有し、

前記管理サ一バは、

前記回線利用者に関する回線利用者情報および前記回線利用者情報の更新を

行った更新 日時を管理する更新管理部と、

前記個人情報および前記最新利用 日時を受信する受信部と、

前記個人情報の最新利用日時が前記個人情報に対応する前記回線利用者情報

の前記更新 日時よりも前である場合、前記個人情報が変更されていることを示す変

更通知を前記通信端末装置へ通知する変更通知部と

を有する通信システム。

5 請求項4に記載の通信システムであって、

前記送信部は、前記個人情報および前記最新利用 日時をメールによって送信し、

前記変更通知部は、前記変更通知をメールによって通知する通信システム。

6 請求項4に記載の通信システムであって、

前記管理サ一バは、

前記回線利用者と前記通信端末装置との間で呼の接続を〒ぅ呼接続部を有し、

前記送信部は、

前記個別情報および前記最新利用 日時を有する送信情報を付加した電話発信によ

って前記管理サ一バヘ送信し、

前記変更通知部は、

前記通信端末装置から前記回線利用者へ電話発信を〒ぅ場合、前記呼の接続を行

ぅ前に前記変更通知を音声によって通知する通信システム。

7 請求項4に記載の通信システムであって、

前記携帯端末装置は、

前記回線利用者と前記通信端末装置との間でメール送信を〒ぅ回線利用者用メー

ル送信部を有し、

前記送信部は、

前記個人情報および前記最新利用 日時を有する送信情報を付加したメールによっ



て前記管理サ一バヘ送信し、

前記変更通知部は、

前記通信端末装置から前記回線利用者ヘメールを送信する場合、前記メール送

信を〒ぅ前に前記変更通知をメールによって通知する通信システム。

8 通信回線を介して前記通信回線の回線利用者と通信を〒ぅ携帯端末装置の通信

方法であって、

前記回線利用者を識別する識別情報および前記回線利用者の連絡先を有する個

人情報が管理されるステップと、

前記個人情報の更新または利用を行った最新の日時を示す最新利用 日時が管理

されるステップと、

前記最新利用 日時が所定 日時よりも前である場合には、前記個人情報が変更され

た可能性があることが認知されるステップと

を有する通信方法。

9 通信回線の回線利用者に関する個人情報および前記個人情報の更新または利用

を行った最新の日時を示す最新利用 日時を有する通信端末装置と前記通信回線を

介して通信を〒ぅ管理サ一バの通信方法であって、

前記回線利用者に関する回線利用者情報および前記回線利用者情報の更新を

行った更新 日時が管理されるステップと、

前記通信端末装置から前記個人情報が受信されるステップと、

前記個人情報の前記最新利用 日時が前記個人情報に対応する前記回線利用者

情報の前記更新 日時より前である場合には、前記個人情報が変更されていることが

前記通信端末装置へ通知されるステップと

を有する通信方法。

０ 通信回線を介して前記通信回線の回線利用者と通信を〒ぅ通信端末装置および

前記通信端末装置と通信を〒ぅ管理サ一バを有する通信システムの通信方法であっ
て、

前記通信端末装置によって前記回線利用者を識別する識別情報および前記回線

利用者の連絡先を有する個人情報が管理されるステップと、



前記通信端末装置によって前記個人情報の更新または利用を行った最新の日時

を示す最新利用日時が管理されるステ、ソプと、

前記管理サ一バによって前記回線利用者に関する回線利用者情報および前記回

線利用者情報の更新を行った更新 日時が管理されるステップと、

前記通信端末装置によって前記個人情報および前記最新利用 日時が前記管理サ

一バヘ送信されるステップと、

前記管理サ一バによって前記個人情報および前記最新利用 日時が受信されるス

テップと、

前記個人情報の最新利用 日時が前記個人情報に対応する前記回線利用者情報

の前記更新 日時よりも前である場合、前記管理サ一バによって前記個人情報が変更

されていることを示す変更通知が前記通信端末装置へ通知されるステップと

を有する通信方法。
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