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通信装置、通ィ言制御方、法 ，および清報表示方、法

技術分野

０００1 本発明は、P (p s a k ) 等のグループ通信を〒ぅ通信装置とその通信制御

方法ぉょび情報表示方法に係り、特に、呼出信号に応答しなかった場合に末応答の

着信があったことを報知する機能を備えた通信装置に関するものである。

背景技術

０００2 一般に携帯電話機は、呼出信号を着信したにも係わらずこれに応答しなかった場

合、その末応答の着f (不在着f ) があったことをュ一ザに通知する機能を備えてい
る。例えば、待ち受け画面の中央付近に「不在着信あり」等のメッセージを表示したり

、画面の上部や下部の専用領域にピクトと称される図形を用いて不在着信があった

ことを表示したり、ある ま 等の発光素子を点灯したりすることにょって、不在着

信を通知する。

０００3 また、電話の着信だけでなく、電子メールの着f (新規メールの受f ) があった場合

にも、電話の場合と同様な方法にょって電子メールの着信がュ一ザに通知される。

０００4 上記のょぅな不在着信の表示は、通常、ュ一ザが所定の確認操作を〒ぅことにょっ
て消去される。例えば電話の場合、着信履歴の画面を表示することにょって消去され

、電子メールの場合は、新規メールをサ一バから受信してその受信したメールを画面

に表示することにょり消去される。ュ一ザがこれとは別の操作を行っても、不在着信の

表示は消去されない。

０００5 また多くの携帯電話機では、不在着信のメッセージとともに、着信履歴やメール受

信用の画面へ直接遷移するためのボタンをソフトキーとして表示する。ュ一ザがこの

表示に対応するボタンを押してこれらの画面に遷移すると、不在着信のメッセージが

待ち受け画面から消去される。

０００6 ところで、近年では電話機の通信態様が多様ィビしてぉり、回線交換にょる従来の音

声通話に加えて、P ( n e ne p o oco )網を利用したパケ、ソト通信を〒ぅことが可能な

電話機が広く利用されている。例えば、携帯電話機同士でリアルタイムに文字をやり



取りすることで会話を行ぅ「チヤットメール」がある (特許文献 参照 ) 。チヤットメールは

、予め登録しておいたメンバによってグループを形成し、このグループ内でリアルタイ

ムに文字などのデータをやり取りする「グループ通信」と呼ばれる通信態様の つであ

る。

０００7 また、昨今注目を集めているグループ通信の つに、P (p s a k ) やPoC (p

sh o a k O v e C e a ) と呼ばれるものがある。P T では、グループを形成する複数

の通信装置同士が o P (v o c e O v e n e ne p o oco ) によるリアルタイムの音声通

話を行列特許文献2 参照 ) 。

０００8 P T のグループ通信では、発言を希望するュ一ザが通信装置に設けられた所定

のボタン ( P T ボタン) を押下することにより、ュ一ザの発言要求がサ一バ装置へ送

信される。サ一バ装置は、各通信装置からの発言要求を受けて、 つの通信装置に

発言権を与える。発言権を与えられた通信装置は、ュ一ザの音声データをサ一バ装

置に送信し、サ一バ装置はその音声データを他の通信装置へ一斉に送信する。これ

により、グループを形成する複数の通信装置によってリアルタイムの音声通話が行わ

れる。

０００9 また、P T 通信を行ぅ携帯電話機は、P T 通信用のアプリケーションプログラムに

よってP T 通信に関する処理を実行する。このアプリケーションプログラムは、ュ一ザ

の指示により手動で起動するほか、P T の着f (電子メール等によるP T 通信の開

催通知の受f ) があった場合に自動的に起動する。

００1０ また、P T 通信用のアプリケーションプログラムは、着信に応答して自動的に起動

すると、報知音などによってP T の着信をュ一ザに報知する。このとき、通話ボタンな

どの操作によってP T 通信に参加するよぅにュ一ザの指示が入力されると、アプリケ

ーションプログラムはサ一バ装置に対してP T 通信に参加する旨の応答を送信し、P

T 通信を開始する。他方、ュ一ザの指示が一定時間以上入力されない場合、アプリ

ケーションプログラムは参加応答を送信することなく自発的に終了する。

特許文献 1 特開2００3 7452 ０号公報

特許文献2 特表 2００5 ０6 7 号公報

発明の開示



発明が解決しようとする課題

００11 ところで、このょぅな末応答の 通信の着f (P 通信の不在着f ) があった場

合、その着信履歴はアプリケーションプログラムにょって管理される口一力ルな記憶

領域に保存される。通常、このアプリケーション専用の記憶領域は他のプログラムか

ら自由にアクセスすることができない。そのため、アプリケーションプログラムが 自発的

に終了し、待受け画面を表示する別のプログラムヘ処理が移ると、そのプログラムは

通信の不在着信があったことを知る術がない。その結果、 通信を〒ぅ携帯

電話機においては、上述のょぅな不在着信の表示を〒ぅことができないとレづ不都合

がある。

００12 また、 通信のアプリケーションプログラムが終了した後に 通信の不在着信

表示を画面に残すとしても、その役に処理を〒ぅ別のプログラム (例えば待受け画面

表示用のアプリケーションプログラム) は、 通信に関する処理が停止しているた

め、 通信に関するユーザの指示を入力することができない。すなわち、 通

信のアプリケーションプログラムが終了した状態では、 の不在着信の情報がユ

ーザに正しく伝わっているかを判断できないため、不在着信通知の表示を適切に停

止することができない。

００13 また、通常はユーザの指示が入力されない限り 通信への参加応答は送信され

ない。しかし、例えば 通信を常日き〒ぅ必要がある場合などにおいては、ユーザの

指示が無くても自動的に参加応答を送信して 通信を開始する方が好ま 、こと

がある。

ところが、自動的に 通信を開始してしまぅと、この 通信の開始がユーザに

認知されたものであるかどぅか不明であるため、 通信の終了後に適切な不在着

信表示を行えないとレづ不都合がある。

すなわち、 通信を自動的に開始した場合は常に不在着信表示を行わないも

のとすると、ユーザが の着信があったことに全く気がつかない可能，注がある。こ

のとき、逆に不在着信表示を常に実行するものとすると、既知の 通信について

不要な不在着信表示が行われてしまぅとレづ問題がある。

００14 本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、 等のデータ通



信の開始通知を受信したにも係わらずこれに応答しなかった場合に、そのデータ通

信に係わる処理を実行するプログラムが終了した後でも、当該開始通知に応答しな

かったことをュ一ザに表示することができる通信装置を提供することにある。

００15 また、本発明は、データ通信に係わる処理を実行するプログラムの末起動時におい
て、当該データ通信の開始通知に応答しなかったことを示すュ一ザへの表示を適切

に停止することができる通信装置および情報表示方法を提供することにある。

００16 さらに、本発明の目的は、開始通知に応答して開始したP 等のグループ通信が

終了した場合に、当該開始通知が受信されたことを適切に報知できる通信装置とそ

の通信制御方法を提供することである。

言果題を解が『するための手段

００17 本発明の第 の観点の通信装置は、データ通信を〒ぅ通信部と、情報を表示する

表示部と、指示を入力する入力部と、記憶部と、前記通信部がデータ通信の開始通

知を受信したときに、前記データ通信に係わる処理を実行する第 のプログラムを起

動する制御と、前記第 のプログラムが起動される状態においてデータ通信を開始す

るための前記入力部からの入力が所定時間なかったときに、当議第 のプログラムを

終了するとともに第 のデータを前記記憶部に保存する制御と、前記第 のプログラ

ムが起動されていない状態において前記記憶部に前記第 のデータが記憶されてい
る場合には、前記開始通知に応答しなかったことを示す第 の情報を前記表示部に

表示する制御とを実行可能な制御部とを有する。

００18 前記制御部は、前記表示部が前記第 の情報を表示中に前記入力部から入力さ

れる第 の起動指示に応じて前記第 のプログラムを起動した後、前記第 のプログラ

ムが終了されたときには前記表示部に前記第 の情報が表示されないよぅに制御す
る。

この場合、前記制御部は、前記第 の起動指示に応じて前記第 のプログラムを起

動すると、第2のデータを前記記憶部に保存し、前記第 のプログラムが起動されて

いない状態において、前記第2のデータが前記記憶部に保存されている場合には前

記第 の情報の表示を行わせない。

００19 また、前記制御部は、前記第 のデータを前記記憶部に保存する際には、前記開



始通知の発信元の情報を前記記憶部に対応づけて保存し、前記第 の起動指示に

応じて前記第 のプログラムを起動すると、前記記憶部に保存される前記発信元の情

報を前記表示部に表示しても良い。

００2０ 更に、前記制御部は、前記第 のデータを前記記憶部に保存する際には、前記開

始通知の発信元の情報を前記記憶部に対応づけて保存し、前記入力部から入力さ

れる第2の起動指示に応じて前記第 のプログラムを起動した後更に所定の指示が

前記入力部に入力されると、前記記憶部に保存される前記発信元の情報を前記表

示部に表示するとともに第3のデータを前記記憶部に保存し、前記第 のプログラム

が起動されていない状態において前記第3のデータが前記記憶部に保存されてレ巧

場合には前記第 の情報の表示を行わせない。

００2 1 本発明の第2の観点に係る通信装置は、データ通信を〒ぅ通信部と、情報を表示

する表示部と、指示を入カする入力部と、前記通信部において受信された前記デー

タ通信の開始通知に応答しなかったことを示す第 の情報を前記表示部に表示中に

、データ通信に係わる処理を実行する第 のプログラムを前記入力部からの入力によ

り起動した場合、前記第 のプログラムを終了した後には当該第 の情報の表示を行

わせないよぅ制御する制御部とを有する。

００22 上記第 の観点および上記第2の観点において、前記制御部は、前記第 のプログ

ラムが起動された状態においても、前記記憶部に記憶される前記第 のデータに基

づいて、前記開始通知に応答しなかったことを示す情報を前記表示部に表示可能で

ある。

００23 本発明の第3の観点は、グループ通信を〒ぅ通信部と、指示を入カする入力部と、

報知部と、前記通信部においてグループ通信の開始通知を受信すると当該開始通

知に基づいて所定のサ一バ装置を介して前記通信部によりグループ通信を開始す

る制御部とを備える通信装置に関する。この通信装置において、前記制御部は、受

信した開始通知に基づいて開始したグループ通信が終了すると、当該開始したグル

ープ通信中に前記通信部による白装置からの情報送信および 又は前記入力部に

おける指示の入力が無かった場合には、前記報知部により報知する。

００24 好適には、前記制御部は、前記開始通知が受信されたが当該開始通知に対する



応答指示が前記入力部において人力されなかったことを前記報知部に報知させる。

００25 好適には、前記制御部は、前記通信部において前記開始通知を受信すると、前記

入力部において指示の入力が無くとも自動的に前記通信部によりグループ通信の開

始処理を〒ぅことが可能である。

００26 好適には、前記第3の観点に係る通信装置は記憶部を備えており、前記制御部は

、前記グループ通信中に前記通信部において送受信した通信情報を前記記憶部に

記憶させ、当該グループ通信が終了すると、前記記憶部に記憶される通信情報をも

とに白装置からの情報送信の有無を判定する。

前記制御部は、前記記憶部に記憶される通信情報に白装置から送信した情報が

含まれない場合、白装置からの情報送信が無かったと判定してよい。

また、前記通信情報は、グループ通信中における情報の送信者を示す送信者名を

含んでよく、前記記憶部は、白装置の使用者名を記憶してよく、前記制御部は、前記

通信情報の中の送信者名に前記使用者名が含まれない場合、白装置からの情報送

信が無かったと判定してよい。

００27 前記通信情報において前記送信者名を表すデータは、そのデータ長が所定値以

下に制限されていてよく、前記制御部は、前記記憶部にて記憶する前記使用者名の

データ長が前記所定値より長い場合、当該使用者名に前方一致する送信者名が前

記通信情報に含まれているか否かにより、前記使用者名が前記通信情報に含まれて

いるか否かを判定してよい。

００28 好適には、前記第3の観点に係る通信装置は記憶部を備えており、前記制御部は

、実行中のグループ通信に関して前記入力部において人力される指示に関する情

報を前記記憶部に記憶させ、当該グループ通信が終了すると、前記記憶部に記憶さ

れる情報をもとに当該グループ通信に関して前記入力部に指示が入力されたか否か

を判定する。

前記制御部は、前記記憶部に記憶される情報の中に、グループ通信の開始通知

に対する応答指示、又は、グループ通信中に入力された指示に関する情報が含まれ

る場合、当該グループ通信に関して前記入力部に指示が入力されたと判定してよい



００29 前記制御部は、グループ通信中に所定の条件が成立すると当該グループ通信を

自動的に終了し、当該終了したグループ通信が 自動的に開始されたものであり、か

つ、当該グループ通信に関して前記通信部における白装置からの情報送信又は前

記入力部における指示の入力が無かった場合には、前記報知部により前記報知を

行ってよい。

前記所定の条件は、前記通信部においてグループ通信の終了通知が受信された

場合、及び、前記通信部においてグループ通信に関わる情報の送受信が所定時間

以上行われない場合の少なくとも一方でよい。

００3０ 前記制御部は、前記開始通知に応答して自動的に開始された複数のグループ通

信が終了すると、当該複数のグループ通信の少なくとも つに関して前記通信部に

おける白装置からの情報送信又は前記入力部における指示の入力が無かった場合

には、前記報知部により前記報知を行ってよい。

００3 1 本発明の第4の観点に係る通信装置は、グループ通信を〒ぅ通信部と、指示を入

カする入力部と、情報を記憶する記憶部と、報知部と、前記通信部においてグルー

プ通信の開始通知が受信されると、前記通信部によりグループ通信を自動的に開始

するグループ通信制御部と、前記グループ通信制御部が 自動的にグループ通信を

開始すると、当該グループ通信中に送受信されるデータの送信者に関する情報、及

び 又は、当該グループ通信中に前記入力部から入力される指示に関する情報を

前記記憶部に記憶させ、前記 自動的に開始したグループ通信が終了すると、当該グ

ループ通信への参加を示す情報が前記記憶部に記憶されていない場合には、前記

開始通知の受信が生じていたことを前記報知部により報知する報知制御部とを備え

る。

００32 本発明の第5の観点は、上述した第3の観点又は第4の観点に係る通信装置を含

んだ複数の通信装置と通信を 、竹 、グループ通信を管理するサ一バ装置に関する。

このサ一バ装置は、前記通信装置の つから相手先を指定してグループ通信の開始

を要求されると、指定された相手先の通信装置に対して当該グループ通信の開始通

知を送信し、当該開始通知に対して何れかの通信装置から参加の応答があれば当

該グループ通信を開始し、開催中のグループ通信を終了する場合には、前記指定さ



れた相手先の通信装置に対して終了通知を送信する。

００33 本発明の第6の観点は、通信部と指示入力部とを備え、前記通信部によりグループ

通信の開始通知を受信すると当該開始通知に基づいて所定のサ一バ装置を介して

前記通信部によりグループ通信を行ぅ通信装置における通信制御方法に関する。こ

の通信制御方法では、前記開始通知に基づいて開始したグループ通信に関して前

記通信部における白装置からの情報送信又は前記指示入力部における指示の入力

が無いまま当該グループ通信が終了すると、当該開始通知の受信が生じていたこと

を報知する。

発明の効果

００34 本発明によれば、データ通信の開始通知に応答しなかった場合、所定のデータを

記憶部に保存することにより、そのデータ通信に係わる処理を実行するプログラムが

終了した後でも、データ通信の開始通知に応答しなかったことをュ一ザに通知するこ

とができる。

また、データ通信の開始通知に応答しなかったことを表示しているとき、そのデータ

通信に係わる処理を実行するプログラムがュ一ザの指示によって起動したことを当該

表示の停止の条件とすることにより、このプログラムが末起動のときでも、当該表示を

適切に停止することができる。

００35 本発明によれば、開始通知に応答して開始したP 等のグループ通信が終了した

場合、白装置からの情報送信や入力部における指示の入力の有無に基づいて、当

該開始通知が受信されたことを適切に報知することができる。

００36 図 通信システムの構成の一例を示す図である。

図2 図 に示す通信装置の構成の一例を示す図である。

図3 待受け状態からPT アプリを起動する動作の一例を示すフローチヤートである

図4 PT アプリ起動時における通信装置の第 の動作例を示すフローチヤートであ

る。

図5 図4に示す第 の動作例による表示部の画面遷移の一例を示す図である。



図6 P T アプリ起動時における通信装置の第2 の動作例を示すフローチヤートであ

る。

図7 図6 に示す第2 の動作例による表示部の画面遷移の一例を示す図である。

図8 P T アプリ起動時における通信装置の第3 の動作例を示すフローチヤートであ

る。

図9 図8 に示す第3 の動作例による表示部の画面遷移の一例を示す図である。

図1０P T アプリ起動時における不在着信通知の表示例を示す図である。

図1 1 待ち受け状態からP T アプリを起動する動作の一例を示すフローチヤートで

ある。

図1 2 P T 通信の開始通知の受信に応じてP T アプリが 自動的に起動したときの通

信装置の動作例を示すフローチヤートである。

図1 3 自動応答モードにおける表示部の画面遷移の一例を示す図である。

符号の説明

００3 7 ０ … アンテナ、 ０2 … 通信部、 ０3 … キ一人力部、 ０4 … 音声処理部、 ０5

スピーヵ、 ０6 … マイクロフオン、 ０7 … 表示部、 ０8 … 記憶部、 ０… 制御部、

… グループ通信制御部、 2 … 報知制御部、 ００ ００ ～００ 5…通信端末

2００… 通信管理装置、3 ００… 通信網

発明を実施するための最良の形態

００3 8 まず、グループ通信における通信の履歴を残す場合の例を示す。図 は、本発明

の通信システムの構成の一例を示す図である。

本実施形態に係る通信システムは、例えば図 に示すよぅに、通信装置 ００ ～
００ 5と、通信管理装置2 ００とを有する。

００3 9 通信装置 ００ (は から5 までの整数を示す) は、例えば携帯電話機等の無線

通信端末であり、基地局 ( 3 ００ 3 ００ 2 3 ００ 3)を介して通信網 3 ００に接続

される。また、通信装置 ００ は、通信網 3 ００に接続される通信管理装置2 ００の制

御に従ってデータ通信を行ぅ。本実施形態では、一例としてP (p s a k ) によ

るグループ通f (以下、P T 通信と呼ぶことがある) を行ぅものとする。P T 通信にお

いて伝送されるデータには、例えば通話音声や、画像、文字、楽曲などのデータが



含まれる。

００4０ 通信装置 ００ は、PT 通信を行ぅ場合、PT 通信を開始する主催者の装置 (以

下、主催者端末と呼ぶことがある) になるか、又は、PT 通信の開通知を受けてPT

通信に参加する装置 (以下、参加者端末と呼ぶことがある) になる。

００41 自らが主催者端末となってPT 通信を開始する場合、まず通信装置 ００ は通

信管理装置2００にアクセスし、自らの記憶部に格納されているアドレス帳などから選

択した複数の相手先を指定して、PT 通信の開始を要求する。この要求を受けた通

信管理装置2００が後述するPT 通信管理用のサイトを設置すると、通信装置 ００

は、設置されたサイトのネットワークアドレスやログイン用 などの情報を通信管理装

置2００から取得する。

００42 他方、通信装置 ００ は、通信管理装置2００から送られてくるPT 通信の開始通

知を受信すると、例えば画像や光、音、振動などを発生する報知部により開始通知が

受信されたことをュ一ザに報知する。この報知の際、例えばュ一ザのキ一操作などに

よってPT 通信への参加指示が入力されると、通信装置 ００ はPT 通信に参加

する旨の応答を通信管理装置2００に送信するとともに、開始通知に含まれる情報に

基づいて通信管理用のサイトにアクセスし、参加者端末としてPT 通信を開始する。

００43 通信管理装置2００は、通信装置 ( ００ ～００ によって行われるPT のグ

ループ通信を管理する。

通信管理装置2００は、主催者端末より発せられたPT 通信の開始要求を受信する

と、通信管理装置2００ (あるいはネットワーク上の他のサ一バ装置でもよい) に、P

通信管理用のサイトを設ける。このサイトは、PT 通信に参加する各通信装置の情

報例えば電話番号、電子メールアドレスなどの管理や、各通信装置のPT 通信への

参加と退場、通信装置間のデータの送受信、発言を要求する通信装置への発言権

の付与など、PT 通信に関わる種々の管理や制御を行ぅ。

００44 通信管理装置2００は、PT 通信の開始要求に応じてPT 通信管理用のサイトを

設置すると、そのサイトの情報を主催者端末に送信するとともに、PT 通信の開始要

求において指定された参加者端末それぞれにPT 通信の開始通知を送信する。P

T 通信の開始通知には、例えばPT 通信の主催者端末の電話番号、電子メール



アドレスなどの情報や、上述したPT 通信管理用サイトのネットワークアドレス、ログイ

ン用 など、PT 通信に参加するために必要な各種の情報が含まれる。

００45 通信管理装置2００は、参加者端末に対してPT 通信の開始通知を送信すると、こ

の開始通知に対する参加者端末からの応答を監視し、少なくとも つの参加者端末

からPT 通信に参加する旨の応答を受信した場合、この参加者端末と主催者端末と

によるPT 通信を開始する。

００46 PT 通信に参加する の通信装置において、例えばPT ボタンの押下等により発

言要求 (データ送信要求) が発せられると、通信管理装置2００は他に発言中 (データ

送信中)の通信装置がいなければ、当該 の通信装置に対して発言権 (データ送信

権 )を付与する。すなわち、当該 の通信装置から送られてくるデータ(通話音声や文

字など)を受信し、これを他の参加中の通信装置へ送信する。発言中の通信装置が

他にあれば、当該 の通信装置に対して拒否の応答を返す。幾つかの通信装置の

発言要求が重なった場合には、所定のルールにより各通信装置の優先順位を決定

し、例えば発言回数が少ない端末ほど順位を高くする等して、これに基づいて各通

信装置へ順番に発言権を付与する。

００47 通信管理装置2００は、主催者端末により発せられたPT 通信の終了要求を受信

すると、PT 通信の終了通知を参加者端末にそれぞれ送信し、PT 通信を終了す

る。この場合、通信管理装置2００は、PT 通信に参加中の通信装置だけでなく、P

通信の開始通知に参加応答を返さなかった末参加の通信装置に終了通知を送信

してもよい。

００48 次に、通信装置の構成例について説明する。

００49 図2は、本発明の実施形態に係る通信装置 ( ００ ～００ の構成の一例を

示す図である。以下、図2に示す構成を有する通信装置をまとめて「通信装置 ００」

と呼ぶことがある。

図2に示す通信装置 ００は、アンテナ ０ と、通信部 ０2と、キ一人力部 ０3と、音

声処理部 ０4と、スピーヵ０5と、マイクロフオン ０6と、表示部 ０7と、記憶部 ０8と

、制御部 ０とを有する。

００5０ 通信部 ０2は、通信網3００に接続される基地局 (3００ 3００ 3００ と



無線通信を〒ぅ。例えば通信部 ０2は、制御部 ０から供給される送信データに所

定の変調処理を施して無線信号に変換し、アンテナ ０から送出する。また、アンテ

ナ ０において受信される基地局からの無線信号に所定の復調処理を施して受信

データに変換し、制御部 ０に出力する。

００5 1 キ一人力部 ０3は、例えば電源キ一、通話キ一、数字キ一、文字キ一、方向キ一、

決定キ一、 ボタンなど、各種の機能が割り当てられたキ一を有する。これらのキ

一がユーザによって操作された場合に、その操作内容に対応する信号を発生し、こ

れをユーザの指示として制御部 ０に入力する。

００52 音声処理部 ０4は、スピーヵ０5において出力される音声信号やマイクロフオン ０

6において人力される音声信号の処理を〒ぅ。すなわち、マイクロフオン ０6から入力

される音声信号に増幅、アナログ一デジタル変換、符号ィロ等の信号処理を施し、デ

ジタルの音声ヂ一夕に変換して制御ｧ ０に出力する。また、制御部 ０から供給

される音声データに復号ィヒ、デジタル一アナログ変換、増幅等の信号処理を施し、ア

ナログの音声信号に変換してスピーヵ０5に出力する。

００53 表示部 ０7は、例えば液品表示パネルや有機 パネルなどの表示デバイスを用

いて構成されており、制御部 ０から供給される映像信号に応じた画像を表示する。

例えば、発信時における発信先の電話番号、着信時における着信相手の電話番号

、受信メールや送信メールの内容、日付、時刻、バッテリ残量、待ち受け画面などの

各種の情報や画像を表示する。

００54 記憶部 ０8は、制御部 ０において処理に利用される各種のデータを記憶する。

例えば、制御部 ０に備わるコンピュータのプログラム、通信相手の電話番号や電

子メールアドレス等の個人情報を管理するアドレス帳、着信音やアラーム音を再生す

るための音声ファイル、各種の設定データ、プログラムの処理過程で利用される一時

的なデータなどを保持する。

００55 記憶部 ０8は、任意のプログラムのアクセスが許可された外部データ保存領域A

と、特定のアプリケーションプログラムのアクセスが許可されたアプリケーション領域

2を有する。例えば 通信に係わる処理を実行するアプリケーションプログラム

(以下、 アプリと呼ぶ) は、アプリケーション領域A 2内の専用の領域に、プログ



ラム終了後も保存する必要がある着信履歴などのデータを保存する。

００56 記憶部 ０8は、例えば不揮発性の記憶デバイス (不揮発性半導体メモり、ハードデ

ィスク装置、光ディスク装置など)やランダムアクセス可能な記憶デバイス (例えばS

R )などによって構成される。

００57 制御部 ０は、通信装置 ００の全体的な動作を統括的に制御する。すなわち、通

信装置 ００の各種の処理がキ一人力部 ０3の操作に応じて適切な手順で実行され

るよぅに、上述した各ュニットの動作を制御する。上述した各種の処理として、回線交

換網を介して行われる音声通話、 のグループ通信、電子メールの作成と送受信

、インターネットのWebサイトの閲覧などがある。また、各ュニットの動作として、通信

部 ０2における信号の送受信、音声処理部 ０4における音声の入出力、表示部 ０

7における画像の表示などがある。

００58 図2を用いて、グループ通信における通信の履歴を残す例の制御部 ０について

説明する。

例えば制御部 ０は、所定のプロトコルに従った音声通話 (回線交換網を経由した

通話、パケット交換網を経由した o Pの通話など) が適切に行われるよぅに、音声処

理部 ０4における音声の入出力処理、通信部 ０2における通話用の信号の送受信

を制御する。 のグループ通信を行ぅ場合、制御部 ０はP アプリを起動する

００59 また、制御部 ０は、通信部 ０2において 通信の開始通知 (以下、 開始

通知と呼ぶ)を受信すると、 アプリを自動的に起動する。そして、起動した

アプリにおいて、 通信を開始するための指示がキ一人力部 ０3から入力される

のを待つ。この指示の入力が所定時間なかった場合、制御部 ０は、起動した

アプリを終了するとともに、 開始通知に応答しなかったこと(すなわち 通信

の不在着信があったこと)を示すフラグデータf (第 のデータ)を記憶部 ０8の外

部データ保存領域 ０8に保存する。そして、 アプリが末起動のとき、外部データ

保存領域 ０8に保存されるフラグデータf に基づいて、 開始通知に応答しな

かったことを示す情報 (以下、不在着信通知と呼ぶ を表示部 ０7に表示する。

００6０ 制御部 ０は、 開始通知に応答しなかったことを示すフラグデータf を外部



データ保存領域 ０8に保存する際に、この発信元の情報をアプリケーション領域A

2に保存する。

末応答のP 開始通知の発信元に関する情報を、以下では「不在着信履歴」と呼

ぶことにする。不在着信履歴は、発信元の電話番号などの情報に加えて、例えば発

信 日時の情報などを含んでいても良い。

００6 1 制御部 ０は、P アプリによってアプリケーション領域A 2に不在着信履歴を保

存する処理を行ぅとともに、保存した不在着信履歴を読み出して表示部 ０7に表示

する処理を〒ぅ。表示部 ０7に不在着信履歴を表示する方法には、例えば次に述べ

る2つの方法がある。

００62 第 の方法では、キ一人力部 ０3から所定の指示 (第 の起動指示)を入力してP

アプリを起動し、その起動したP アプリにおいて自動的に不在着信履歴の表示

処理を実行する。

すなわち制御部 ０は、第 の起動指示に応じてP アプリを起動すると、この起

動したP アプリにおいて自動的にアプリケーション領域A 2から不在着信履歴を

読み出して表示部 ０7に表示する。

例えば制御部 ０は、表示部 ０7の画面に「P 着信あり」等の不在着信通知を

表示するとき、これと同じ画面にキ一人力部 ０3の特定のキ一を表すボタンを表示す

る (例えば図5の画面 3における「O 」ボタン)。この画面が表示されているとき、上

記特定のキ一がュ一ザによって押下されると、制御部 ０はP アプリを起動し、当

該起動したP アプリにおいて自動的に不在着信履歴の画面を表示する。

００63 他方、第2の方法では、所定の起動指示 (第2の起動指示)をキ一人力部 ０3から

入カすることによってPT アプリを起動した後、その起動したPT アプリにおいて更

に所定の指示をキ一人力部 ０3から入カすることにより、不在着信履歴の表示処理

を実行する。

すなわち制御部 ０は、キ一人力部に入力される第2の起動指示に応じてP ア

プリを起動した後更に所定の指示がキ一人力部 ０3に入力されると、アプリケーショ

ン領域A 2から不在着信履歴を読み出して表示部 ０7に表示する。

例えば、制御部 ０は、待受け画面を表示しているときキ一人力部 ０3の所定のキ



一 (メニューキー) が押下されると、各種機能の選択を〒ラメニュー画面を表示部 ０7

に表示する。このメニュー画面からP アプリを選択するよぅにキ一人力部 ０3が操

作されると、制御部 ０はこれを上述した第2の起動指示と判断して、P アプリを

起動する。制御部 ０は、この第2の起動指示を受けてP アプリを起動すると、P

通信に関する更に詳細な機能の選択を〒ぅためのメニュー画面を表示部 ０7に表

示する。このメニュー画面から不在着信履歴の表示を〒ぅよぅにキ一人力部 ０3が操

作されると、制御部 ０はアプリケーション領域A 2から不在着信履歴を読み出して

、表示部 ０7に表示する。

００64 制御部 ０は、表示部 ０7において不在着信通知を表示しているとき、上記のよぅ

な方法でP アプリを起動して不在着信履歴を表示したならば、そのP アプリを

終了した後、不在着信通知の表示を停止する。

００65 P アプリが終了した後で表示部 ０7の画面から不在着信通知を消去するか否か

の判断には、例えば外部データ保存領域 ０8に格納するデータを用いる。

例えば、制御部 ０は、第 の起動指示に応じてP アプリを起動すると、表示部

０7に不在着信履歴を表示するとともに、不在着信履歴が表示されたことを示すフラ

グデータf 2を記憶部 ０8の外部記憶領域A に保存する。そして、P アプリが

末起動のとき、外部記憶領域A に保存されるフラグデータf 2に基づいて、表示

部 ０7における不在着信通知の表示を停止する。

また例えば、制御部 ０は、第2の起動指示に応じてP アプリを起動した後更に

所定の指示がキ一人力部 ０3から入力されると、表示部 ０7に不在着信履歴更を表

示するとともに、不在着信履歴が表示されたことを示すフラグデータf 3を記憶部 ０

8の外部記憶領域A に保存する。そして、P アプリが末起動のとき、外部記憶

領域 に保存されるフラグデータf 3に基づいて、表示部 ０7における不在着信

通知の表示を停止する。

００66 なお、上述した3つのフラグデータf ～f 3 各々独立のデータであっても良いし

、共通のデータであっても良い。これらが共通のフラグデータf である場合は、そのフ

ラグデータf の値に応じて、P Tアプリ末起動時に不在着信通知を表示するか否か

を判別することができる。例えば、制御部 ０は、P 開始通知に応答しなかった場



合にフラグデータf の値を に設定し、不在着信履歴の表示を行った場合にはそ

の値を ０に設定する。そして、PT アプリが末起動のとき、フラグデータf の値が

であれば不在着信通知を表示し、その値が ０であれば不在着信通知の表示を停

止する。

００67 ここで、上述した構成を有する本発明の通信装置の動作について、3つの例を挙げ

て説明する。

００68 先ず、本実施形態に係る通信装置の第 の動作例について説明する。

００69 図3は、待受け状態からPT アプリを起動する動作の一例を示すフローチヤートで

ある。

００7０ 通信装置の電源がオンすると、制御部 ０は、表示部 ０7に待受け画面を表示す

るためのアプリケーションプログラム (以下、待受けアプリと呼ぶ)を起動する。

制御部 ０は、起動した待受けアプリにおいて、外部データ保存領域 に記憶

されるフラグデータf の値をチニソクする (ステップS )。フラグデータf の値が

の場合、制御部 ０は、末応答のPT 開始通知の受信があったと判定して、表示

部 ０7の画面に不在着信通知を表示する (ステップS 3)。他方、フラグデータf

の値が ０の場合は、表示部 ０7の画面から不在着信通知を消去する (ステップS

０4)

００7 1 待受けアプリの実行中にPT アプリを起動させるイベントが発生すると(ステップS

０5) 、制御部 ０は、待受けアプリをサスペンド状態にしてPT アプリを起動する (

ステップS 2００)

００72 PT アプリを起動させるイベントには、例えば次の3つがある。

第 のイベントは、通信部 ０2においてPT 開始通知が受信された場合に発生す

る。この場合、PT アプリは自動的に起動する。

第2のイベントは、待受け画面において不在着信通知が表示されているとき、その

画面上に表示されるボタン (O ボタン) に対応したキ一人力部 ０3の特定のキ一が

押下された場合に発生する。

第3のイベントは、待受けアプリにおいて各種の機能選択を行ぅための所定のメニュ
ー画面を表示しているとき、PT アプリを起動するよぅにキ一人力部 ０3から指示が



入力された場合に発生する。

００73 図4は、P アプリ起動時における通信装置の第 の動作例を示すフローチヤート

である。

００74 制御部 ０は、起動したP アプリにおいて、先ずP アプリの起動の種類を判

定する (ステップS 2０ S 2０7)

すなわち制御部 ０は、P アプリが上述した第 のイベント(P 開始通知の受

f ) に応じて自発的に起動したか否かを判定する (ステップS 2０ )。また、自発起

動でない場合、上述した第2のイベント(不在着信通知の画面におけるO ボタンの

押下) に応じて起動したのか、それとも第3のイベント(待受けアプリのメニュー画面に

おけるP アプリの選択) に応じて起動したのかを判定する (ステップS 2０7)

００75 第 のイベントに応じてP アプリが 自発的に起動した場合、制御部 ０は、P

開始通知が受信されたことを表示部 ０7に表示する (ステップS 2０2)。例えば、「P

着信中」などのメッセージを画面に表示する。

００76 P 開始通知を受信すると、制御部 ０は、P 通信の開始指示の入力を待つ(

ステップS 2 3 S 2０6)。キ一人力部 ０3において、例えば特定の開始ボタンや

受話ボタンを押下するなど、P 通信の開始を指示する所定のキ一操作が行われる

と(ステップS 2０6) 、制御部 ０はP アプリによってP 通信を開始する (ステッ
プS 3００)

００77 他方、P 通信の開始指示の待ち時間が所定の時間に達した場合、制御部 ０

は、P 開始通知の送信元に関する情報 (電話番号など)や着信時間に関する情報

などを含んだ不在着信履歴をアプリケーション領域A 2に保存する (ステップS 2０

4)。また、外部データ保存領域A のフラグデータf の値を に設定する (ステッ
プS 2０5)

不在着信履歴の保存とフラグデータf の設定が終わると、制御部 ０はP アプリ

を終了し、待受けアプリをサスペンド状態から復帰させる。動作を再開した待受けア

プリにおいて、フラグデータf が値 になっているため、制御部 ０は不在着信通

知を表示部 ０7に表示する (ステップS ０3)

００78 P アプリが第3のイベント(待受けアプリのメニュー画面のおけるP アプリの選



択) に応じて起動した場合、制御部 ０は、表示部 ０7に 通信の各種の機能を

選択するためのメニュー画面 (以下、 メニュー画面と呼ぶ)を表示する (ステップ

S 2０8)。そして、このPT メニュー画面においてキ一人力部 ０3に入力される指示

に応じて、 通信の各種の処理を実行する (ステップS 3００)

００79 第2のイベント(不在着信通知の画面における ボタンの押下) に応じて起動した

場合、制御部 ０は、上述の メニュー画面を経由することなく自動的に不在着

信履歴の画面を表示ｧ ０7に表示する (ステップS 2０9 。また、外部データ保存領

域 のフラグデータf の値を ０に設定する (ステップS ０)

不在着信履歴の表示とフラグデータf の設定が終わると、制御部 ０はPT アプリ

を終了し、待受けアプリをサスペンド状態から復帰させる。動作を再開した待受けア

プリにおいて、フラグデータf が値 ０になっているため、制御部 ０は不在着信通

知の表示を停止する (ステップS ０4)

００8０ 図5は、上述した第 の動作例による表示部 ０7の画面遷移の一例を示す図である

待受け時 (画面 ) に通信部 ０2がP 開始通知を受信すると、P アプリが起

動して、表示部 ０7の画面に「 着信中」などのメッセージが表示される (画面 2)

ユーザがこの 着信に応答しないと、所定の時間後に アプリが 自発的に終

了する。 アプリの終了後、表示部 ０7の画面には「 着信あり」などの不在着

信通知が表示される (画面 3)

この画面 3における「O ボタン」の表示に応じて、ユーザがキ一人力部 ０3の特

定のキ一を押下すると、P アプリが起動して、表示部 ０7に不在着信履歴の画面

が表示される (画面 4)

不在着信履歴の画面の表示後、ユーザの操作によってこの画面が閉じられると、P

アプリが終了し、不在着信通知が消去された画面 に戻る。

以上が、第 の動作例の説明である。

００8 次に、本実施形態に係る通信装置の第2の動作例について説明する。

００82 図6は、 アプリ起動時における通信装置の第2の動作例を示すフローチヤート



である。図4に示す第 の動作例との違いは、ステップS 3 におけるP アプリの

処理中に不在着信履歴の表示を行った場合、フラグデータf の値を ０に設定する

点にある。待受けアプリにおける処理は、図3のフローチヤートと同じである。

００83 メニュー表示 (ステッ 2０8)や開始ボタンの押下 (ステップ 2０6)などの後で

実行されるP アプリの処理 (ステップS 3 )の中で、不在着信履歴の表示を行ぅ

よぅに指示する所定のキ一操作がキ一人力部 ０3に対してなされる (ステップS 3

。すると、制御部 ０は、アプリケーション領域A 2に保存された不在着信履歴を

読み出して表示部 ０7に表示するとともに(ステップS 3０2) 、外部データ保存領域

2のフラグデータf の値を ０に設定する (ステップS 3０3)。その後、 アプリ

が終了して待受けアプリがサスペンド状態から復帰すると、フラグデータf が値 ０に

なっているため、制御部 ０は不在着信通知の表示を停止する (ステップS ０4)

００84 図7は、上述した第2の動作例による表示部 ０7の画面遷移の一例を示す図である

図7において、画面 から画面 2 3 4を経て画面 に戻る遷移は、図5と同

様である。

図7の例では、この図5に示す画面遷移に加えて、不在着信通知の画面 3からP

メニュー画面 5へ遷移を示している。さらに、この図7では、P メニュー画面 5

から不在着信履歴の画面 4へ移行することにより、不在着信通知が消去された画面

へ移行する遷移を示している。

００85 すなわち、不在着信通知が表示された画面 3の待受け時において、ユーザの操

作 (例えば、待受け時における機能選択用のメニュー画面からP アプリを選択する

操作など) によりP アプリを起動すると、P 通信の各種の機能を選択するための

P メニュー画面 5が表示される。

このP メニュー画面 5において、不在着信履歴の表示を選択せずにPT アプリ

を終了すると、表示部 ０7には元の画面 4が表示され、不在着信通知は消えない。

一方、P メニュー画面 5において不在着信履歴の表示を選択すると、表示部

０7に不在着信履歴の画面 4が表示される。不在着信履歴の画面 4が表示された

後、ユーザの操作によってこの画面が閉じられると、P メニュー画面 6に移行する



。このP メニュー画面 6においてPT アプリを終了した場合、不在着信通知が消

去された画面 4に戻る。

以上が、第2の動作例の説明である。

００86 次に、本実施形態に係る通信装置の第3の動作例について説明する。

００87 図8は、PT アプリ起動時における通信装置の第3の動作例を示すフローチヤート

である。図4に示す第 の動作例との違いは、第2のイベントに応じた処理 (ステップ

2０7 S 2０9 S 2 ０が省略され、その代わりに、ユーザの操作によってPT ア

プリが起動した場合にフラグデータの値を ０に設定するステップS が追加され

た点にある。待受けアプリにおける処理は、図3のフローチヤートと同じである。

００88 すなわち、PT アプリを第3のイベント(待受けアプリのメニュー画面のおけるPT

アプリの選択) に応じて起動した場合、制御部 ０はフラグデータf の値を ０に設

定する (ステップS 2 )。その後、PT アプリが終了して待受けアプリがサスペンド

状態から復帰すると、フラグデータf が値 ０になっているため、制御部 ０は不在

着信通知の表示を停止する (ステップS ０4)

００89 図9は、上述した第3の動作例による表示部 ０7の画面遷移の一例を示す図である

待受け時の画面 から不在着信通知を表示する画面 3 への遷移は、図5にお

ける画面 から画面 3への遷移と同じである。画面 3 は、不在着信通知「PT

着信あり」のみを表示し、画面 3における「O ボタン」を表示しないため、この画面

3 からPT アプリの不在着信履歴の画面へは直接移行できない。そこで、第3の動

作例では、待受け時の機能選択用のメニュー画面からPT アプリを起動し、PT メ

ニュー画面 4へ移行する。PT メニュー画面 4への移行により、少なくとも未応答

のPT 開始通知の存在がユーザに通知されたと判断できるため、PT メニュー画面

4から不在着信履歴の画面を開かずにPT アプリを終了した場合でも、不在着信

通知が消去された画面 ェに戻る。

以上が、第3の動作例の説明である。

００9０ 本実施形態に係る通信装置は、上述したよぅにPT アプリ末起動時における不在

着信通知の表示を制御可能であるが、これに加えて、PT アプリ起動時の不在着信



通知を制御することも可能である。

すなわち、制御部 ０は、起動したP アプリにおいて、外部データ保存領域A

に保存されるフラグデータf ～f 3に基づいて、不在着信通知の表示を制御する

。例えば、末応答のP 開始通知が存在し、その不在着信履歴をまだ表示していな

い場合、起動したP アプリにおいて、不在着信通知を表示する。

００9 1 図 ０は、P アプリ起動時における不在着信通知の表示例を示す図である。

図 ０の例において、P メニュー画面 7には、P アプリにおいて選択可能な機

能が一覧表示されている。

例えば図 ０において「 ・P 開始」を選択すると、P 通信を開始するためのメ

ニュー画面に移行する。「2・P 参加」を選択すると、開催中のP 通信に参加す

るためのメニュー画面に移行する。「3・履歴」を選択すると、不在着信履歴等の履歴

の表示を〒ぅための画面に移行する。「4・設定」を選択すると、P 通信に関する各

種の設定を〒ぅための画面に移行する。

ここで、「3・履歴」の欄には、末応答のP 開始通知を受信した場合に「着」のマ

ークが表示される。従って、ユーザは、P メニュー画面においてこのマークを確認

するだけで、不在着信履歴の画面をわざわざ選択しなくても、不在着信の存在を把

握することができる。

００92 以上説明したよぅに、本実施形態に係る通信装置によれば、通信部 ０2においてP

開始通知が受信された場合、P 通信に係わる処理を実行するP アプリが起

動される。この起動されたP アプリにおいて、P 通信を開始するための指示が

キ一人力部 ０3へ所定時間人力されなかった場合、P アプリが 自発的に終了し、

値 のフラグデータf が外部データ保存領域A に保存される。そして、P ア

プリが末起動のとき、外部データ保存領域 に保存されるフラグデータf に基づ

いて、P 開始通知に応答しなかったことを示す不在着信通知が表示部 ０7に表

示される。

従って、P 通信に係わる処理を実行するP アプリが終了した後でも、P 通

信の開始通知に応答しなかったことをユーザに通知することができる。

００93 また、本実施形態に係る通信装置によれば、キ一人力部 ０3に入力される第 の



起動指示に応じてP アプリが起動するとき、表示部 ０7が不在着信通知を表示中

ならば、P アプリの終了後、不在着信通知の表示が停止される。例えば、第 の起

動指示に応じて アプリが起動するとき、外部データ保存領域 に保存される

フラグデータf の値が ０に設定され、 アプリの終了後、この値 ０のフラグデ

ータf に応じて表示部 ０7における不在着信通知の表示が停止される。

このよぅに、ュ一ザの指示により アプリが起動することを条件として、その

アプリの終了後に不在着信通知の表示が停止されるため、ュ一ザが不在着信の存

在を把握していない段階で不在着信通知の表示が停止される事態を有効に防止で

きる。

００94 また、本実施形態に係る通信装置によれば、 開始通知に応答しなかったことを

示す値 のフラグデータf が外部データ保存領域A に保存される際に、このP

開始通知の発信元の情報が不在着信履歴としてアプリケーション領域 2に保存

される。そして、キ一人力部 ０3に入力される第 の起動指示に応じてP アプリが

起動すると、起動したP アプリにおいて、この不在着信履歴が 自動的にアプリケー

ション領域A 2から読み出されて表示部 ０7に表示される。

これにより、不在着信通知の表示を停止する場合、末応答のP 開始通知に関す

るより詳細な情報 (不在着信履歴) がュ一ザに表示されるため、不在着信に関する情

報がュ一ザに伝わっていない段階で不在着信通知の表示が停止される事態をより

確実に防止することができる。

００95 また、本実施形態に係る通信装置によれば、キ一人力部 ０3に入力される第2の

起動指示に応じてP アプリが起動した後更に所定の指示がキ一人力部 ０3から

入力されると、表示部 ０7に不在着信履歴が表示されるとともに、外部データ保存領

域 のフラグデータf の値が ０に設定される。そして、P アプリの終了後、こ

の値 ０のフラグデータf に応じて、表示部 ０7における不在着信通知の表示が停

止される。すなわち、キ一入力部 ０3に入力されるュ一ザの指示によって不在着信

履歴の表示が選択された場合にも、不在着信通知の表示が停止される。

従って、不在着信に関する情報がュ一ザに確実に伝わった段階で、不在着信履歴

の表示を適切に停止することができる。



００96 更に、本実施形態に係る通信装置によれば、起動した アプリにおいて、外部

データ保存領域A に記憶されるフラグデータf に基づいて、 開始通知に応

答しなかったことを示す情報が表示部 ０7に表示される。これにより、 アプリが末

起動のときのみならず、 アプリが起動しているときも、末応答の 開始通知が

存在することをユーザヘ確実に知らせることができる。

００97 図9の例では、不在着信通知を表示する画面 3 から メニュー画面 4へ移

行する方法として、待受け時の機能選択用メニュー画面により アプリの起動を選

択する方法を挙げているが、本発明はこれに限定されない。例えば画面 3 に画面

3と同様な「O ボタン」を表示し、この「O ボタン」が押下された場合に メニュ
ー画面 4へ直接移行しても良い。この方法でも、「O ボタン」の押下によってユーザ

が不在着信の存在を把握していることを確認できるため、 アプリの終了後におい
て不在着信履歴の表示を適切に停止することができる。

００98 上述の実施形態では、データ通信の一例として を挙げているが、本発明はこ

れに限定されず、種々のデータ通信に適用可能である。

００99 次に、先に示したよぅな通信履歴の表示を〒ぅ際に、特に自動応答機能を用いて応

答したときにその履歴を残す例を説明する。なお、基本的には構成 自体は先に説明

したものと変わらないが、若干、制御部の制御機能が付加されるため説明を行ぅ。

０1００ 自動応答機能を用いて応答してその履歴を残すときの制御部 ０の動作について

説明する。制御部 ０は、通信部 ０2において 通信の開始通知を受信するとP

アプリを自動的に起動し、予め設定された動作モード(手動応答モード、自動応

答モード) に応じて次のよぅな処理を行ぅ。

０1０1 く手動応答モードノ

手動応答モードに設定されている場合、図2に示す制御部 ０は、起動した

アプリにおいて 通信開始の指示がキ一人力部 ０3から入力されるのを待つ。こ

の指示の入力があった場合、制御部 ０は、通信部 ０2によってP 通信の開始

処理を実行する。すなわち、 通信に参加する旨の応答を通信部 ０2から通信

管理装置2００へ送信するとともに、開始通知に含まれる情報に基づいて通信管理装

置2００が設置したサイトにアクセスし、 通信を開始する。



０1０2 他方、この開始指示の入力が所定時間内になかった場合、制御部 ０は、起動し

たP アプリを終了するとともに、P 通信の開始通知に応答しなかったこと(すな

わちP の不在着信があったこと)を示すフラグデータ (f 二 )を記憶部 ０8の外

部データ保存領域A に保存する。

０1０3 制御部 ０は、P 開始通知に応答しなかったことを示すフラグデータ (f 二 )

を外部データ保存領域 に保存する際、この 通信に関連する情報を「不在

着信履歴」としてアプリケーション領域A 2に保存する。不在着信履歴には、例えば

主催者端末や参加者端末の情報 (名前、電話番号など)や開始通知の送信 日時の

情報などが含まれる。

０1０4 く自動応答モードノ

自動応答モードに設定されている場合、図2に示す制御部 ０は、キ一人力部 ０

3からの指示入力の有無に係わらず、通信部 ０2によってP 通信の開始処理を実

行する。すなわち、P 通信に参加する旨の応答を通信部 ０2から通信管理装置2

００へ送信するとともに、開始通知に含まれる情報に基づいて通信管理装置2００が

設置したサイトにアクセスし、P 通信を開始する。

０1０5 制御部 ０は、自動応答モードにおいてP 通信を開始すると、通信部 ０2にお

いて送受信される情報を記憶部 ０8のアプリケーション領域A 2に通信ログとして保

存する。通信ログとして保存される情報は、主として通信管理装置2００との通信情報

や、通信管理装置2００を介してP 通信を〒ぅ他の通信装置との通信情報であり、

例えば 通信の送信者名やその文字データなどの送信データを含む。

更にこの場合、制御部 ０は、実行中のP 通信に関連してキ一人力部 ０3に入

力される指示に関する情報を、記憶部 ０8のアプリケーション領域 2にキ一操作

ログとして保存する。このキ一操作ログには、例えば、P 通信中にキ一人力部 ０3

のどのキ一が操作されたかなどを示す情報が含まれる。

０1０6 自動応答モードにおいて自動的に開始されたP 通信中に所定の条件が成立す

ると、制御部 ０はP 通信を自動的に終了する。例えば、通信管理装置2００から

送られてくるP 通信の終了通知が通信部 ０2において受信された場合や、通信

部 ０2においてP 通信に関わる情報の送受信が所定時間以上行われない場合



に 通信を自動終了する。

０1０7 自動的に開始された 通信が 自動的に終了する際、制御部 ０は、アプリケー

ション領域A 2に保存される通信ログに基づいて、 通信に関する白装置からの

情報送信があったか否か判定する。

０1０8 例えば制御部 ０は、記憶部 ０8 に保存されている白装置の使用者名、例えば他

の通信装置に通知される白装置の使用者の通称などと一致する送信者名を通信ロ

グの中から検索し、一致するものが含まれていない場合、白装置からの情報送信が

なかったと判定する。

０1０9 文字によるチヤットを例に挙げると、この場合の通信ログには、例えば図 3の画面

2に示すよぅに、「送信者名」、「ノ (区切り記号) 」、「発言内容」、「改行コード」の順で

データが記録される。制御部 ０は、上記のよぅな形式の通信ログにおいて「ノ (区

切り記号) 」と「改行コード」とに挟まれた文字列を送信名として抽出し、これと白装置

の使用者名とが一致するか否か判定する。

０11０ 送信者名のデータ長が所定値より長い場合、通信ログには例えば送信者名の先頭

部分だけが記録される。このよぅに、通信ログ中の「送信者名」のデータ長が所定値

以下に制限されており、かつ白装置の使用者名のデータ長がこの所定値より長い場

合、制御部 ０は、白装置の使用者名と前方一致する送信者名が通信ログに含ま

れているか判定する。例えば、通信ログにおいて「送信者名」の文字数が8文字以下

に制限されており、白装置の使用者名が ０文字の場合、制御部 ０は、白装置の

使用者名の先頭8文字分の文字列と一致する「送信者名」が通信ログに含まれてい
るか判定する。

０111 更に制御部 ０は、自動的に開始された 通信が終了する際、アプリケーション

領域 2に保存されるキ一操作ログに基づいて、 通信に関するキ一人力部 ０

3への指示の入力があったか否かを判定する。例えば、 通信の送信者の投稿内

容を読むために表示部 ０7の画面をスクロールする操作や、 通信において投

稿された画像を表示部 ０7において拡大表示する操作などがキ一操作ログに記録さ

れている場合、制御部 ０はP 通信に関する指示の入力があったと判定する。

０112 上記の判定を行った結果、白装置からの情報送信がなく、キ一操作部 ０3への指



示の入力もなかった場合、制御部 ０はP 通信の開始通知に応答しなかったこと

(すなわちP の不在着信があったこと) を示すフラグデータ(f 二 ) を記憶部 ０

8の外部データ保存領域A に保存する。

０113 なお、自動応答モードにおいてP 通信を自動的に実行しているとき、別のP

通信の開始通知が通信部 ０2において受信される可能性がある。このよぅな場合、

制御部 ０は、後のP 通信に応答せずに先のP 通信を続行してもよいし、ある

いは、先のP 通信を中断して後のP 通信を自動的に開始してもよい。

後のP 通信を自動的に開始する場合、制御部 ０は、後のP 通信の終了時

にそのP 通信について上述した判定を〒ぅとともに、中断した先のP 通信につ

いても同様な判定を行ぅ。そして、2つのP 通信の何れか つにおいて白装置から

の情報送信及びキ一人力部 ０3への指示入力が無かったと判定した場合、P の

不在着信があったことを示すフラグデータ (f 二 ) を記憶部 ０8の外部データ保

存領域 に保存する。

自動応答モードにおいて3以上のP 通信を重複して実行した場合も上記と同様

であり、その何れか つのP 通信において白装置からの情報送信及びキ一人力部

０3への指示入力が無かったと判定した場合、制御部 ０はP の不在着信があ

ったことを示すフラグデータ(f 二 ) を記憶部 ０8の外部データ保存領域A に

保存する。

０114 制御部 ０は、P 開始通知に応答しなかったことを示すフラグデータ (f 二 )

を外部データ保存領域 に保存する際、手動応答モードの場合と同様に、この発

信元に関する不在着信履歴をアプリケーション領域A 2に保存する。

０115 上記の判定やフラグデータの保存、不在着信履歴の保存を行った後、制御部 ０

はP アプリを終了し、例えば待ち受け画面表示用のアプリケーションプログラム (以

下、待ち受けアプリと呼ぶことがある) など、別のアプリケーションプログラムを実行す

る。

０116 以上が手動応答モード及び自動応答モードにおける制御部 ０の処理の説明で

ある。

０117 制御部 ０は、P アプリが末起動のとき、例えば待ち受けアプリを実行していると



き、外部データ保存領域A に保存されるフラグデータf に基づいて、P 開始通

知に応答しなかったことを示す情報 (以下、不在着信通知と呼ぶ を表示部 7に表

示する。例えば外部データ保存領域 に値 「 」のフラグデータf が保存されてい
る場合、制御部 ０は、待ち受け画面上に「P 着信あり」などのメッセージを表示

する。

０118 この不在着信通知に応じて、不在着信履歴を確認するための操作がキ一人力部

０3 に対して行われた場合、制御部 ０は表示部ェ０7における不在着信通知の表示

を停止する。不在着信履歴を確認する方法には、例えば次に述べる2つの方法があ

る。

０119 第 の方法では、キ一人力部 ０3から所定の指示 (第 の起動指示) を入力してP

アプリを起動し、その起動したP アプリにおいて自動的に不在着信履歴の表示

処理を実行する。

すなわち制御部 ０は、第 の起動指示に応じてP アプリを起動すると、この起

動したP アプリにおいて自動的にアプリケーション領域A 2から不在着信履歴を

読み出して表示部 ０7に表示する。

例えば制御部 ０は、表示部 ０7の画面に「P 着信あり」等の不在着信通知を

表示するとき、これと同じ画面にキ一人力部 ０3の特定のキ一を表すボタンを表示す

る。例えば図 3の画面 3における「O 」ボタンを表示する。この画面が表示されて

いるとき、上記特定のキ一がュ一ザによって押下されると、制御部 ０はP アプリ

を起動し、当該起動したP アプリにおいて自動的に不在着信履歴の画面を表示

する。

０ 2０ 他方、第2の方法では、所定の起動指示 (第2の起動指示 をキ一人力部 ０3から

入カすることによってPT アプリを起動した後、その起動したPT アプリにおいて更

に所定の指示をキ一人力部 ０3から入カすることにより、不在着信履歴の表示処理

を実行する。

すなわち制御部 ０は、キ一人力部に入力される第2の起動指示に応じてP ア

プリを起動した後更に所定の指示がキ一人力部 ０3に入力されると、アプリケーショ

ン領域A 2から不在着信履歴を読み出して表示部 ０7に表示する。



例えば、制御部 ０は、待ち受け画面を表示しているときキ一人力部 ０3の所定の

キ一 (メニューキー) が押下されると、各種機能の選択を行ぅメニュー画面を表示部 ０

7に表示する。このメニュー画面からPT アプリを選択するよぅにキ一人力部 ０3が

操作されると、制御部 ０はこれを上述した第2の起動指示と判断して、PT アプリ

を起動する。制御部 ０は、この第2の起動指示を受けてPT アプリを起動すると、

PT 通信に関する更に詳細な機能の選択を行ぅためのメニュー画面を表示部 ０7

に表示する。このメニュー画面から不在着信履歴の表示を行ぅよぅにキ一人力部 ０3

が操作されると、制御部 ０はアプリケーション領域A 2から不在着信履歴を読み

出して、表示部 ０7に表示する。

０121 制御部 ０は、上記のよぅな方法でPT アプリを起動して不在着信履歴を表示し

た場合、アプリケーション領域A 2に格納されるフラグデータf の値を「 」から「０」に

変更する。PT アプリが終了して待ち受けアプリに戻ったときにフラグデータf の値

が 「 」になっていない場合、制御部 ０はPT の不在着信が存在しないものと判断

して、表示部 ０7における不在着信通知の表示を停止する。

０122 上述した制御部 ０は、PT 通信に関連するブロックとして、例えばグループ通信

制御部皿 と報知制御部 2を有する。

０123 図2に示すグループ通信制御部 は、グループ通信に係わる処理を行ぅための

ブロックであり、例えば上述した自動応答モードにおいてPT 通信の開始や終了に

係わる処理を行ぅ。すなわち、自動応答モードにおいて通信部 ０2にPT 通信の開

始通知が受信されると、通信部 ０2によりPT 通信を自動的に開始する。

０124 報知制御部 2は、PT の不在着信の報知に係わる処理を行ぅ。すなわち、自動

応答モードにおいてグループ通信制御部 が 自動的にPT 通信を開始すると、

当該PT 通信中に送受信されるデータの送信者に関する情報 (通信ログ)や、当該

PT 通信中にキ一人力部 ０3から入力される指示に関する情報 (キ一操作ログ) を

記憶部 ０8に保存する。そして、このグループ通信が終了したとき当該グループ通

信への参加を示す情報が記憶部 ０8に記憶されていない場合には、不在着信通知

を表示部 ０7に表示する。

０125 ここで、上述した構成を有する通信装置の動作について、図皿及び図 2のフロー



チヤートを参照して説明する。

０126 図 、待ち受け状態から アプリを起動する動作の一例を示すフローチヤー

トである。

０127 通信装置の電源がオンすると、制御部 ０は待ち受けアプリを起動する (ステップS

００)

制御部 ０は、起動した待ち受けアプリにおいて、外部データ保存領域 に記

憶されるフラグデータ の値をチニソクする (ステ、ソプS )。フラグデータ の値

が 「 」の場合、制御部 ０は、末応答の 開始通知の受信があったと判定して、

表示部 ０7の画面に不在着信通知を表示する (ステップS 3)。他方、フラグデー

タf の値が 「０」の場合は、表示部 ０7の画面から不在着信通知を消去する (ステップ

S ０4)

０128 待ち受けアプリの実行中に 通信の開始通知が通信部 ０2において受信され

ると(ステップS 5) 、制御部 ０は待ち受けアプリをサスペンド状態に設定してP

アプリを起動する (ステップS 2００)

また、待ち受けアプリの実行中に の着信履歴を表示するための操作がキ一人

力部 ０2に対して行われると(ステップS 6) 、制御部 ０はP アプリを起動し

て、 の着信履歴を表示部 ０7の画面に表示する (ステップS 3００)。この画面

において不在着信履歴を表示した場合、制御部 ０は外部データ保存領域A に

記憶されるフラグデータf の値を「０」に設定する。

の着信履歴の表示が終了すると、制御部 ０はP アプリを終了し、サスペ

ンド状態に設定した待ち受けアプリを再び起動する。

０129 図 2は、 通信の開始通知の受信に応じて アプリが 自動的に起動したとき

の通信装置の動作例を示すフローチヤートである。

０13０ 制御部 ０は、通信部 ０2において 通信の開始通知が受信されると、PT ア

プリを自動的に起動して、 着信の報知動作を実行する (ステップS 25 )。例え

ば表示部 ０7の画面にPT の着信を告げるメッセージを表示させたり、スピーヵ０5

において音を発生させたりすることにより、 通信の開始通知が受信されたことを

報知する。



０13 1 次いで制御部 ０は、動作モードが 自動応答モードであるか手動応答モードであ

るかを判定する (ステッ S 252)

手動応答モードの場合、制御部 ０はキ一人力部 ０3 に設けられた所定のキ一 (

P 通信の開始ボタン) が押下されたか否かを監視する (ステップS 253)。所定時

間内に開始ボタンが押下されない場合、制御部 ０はP 通信に対する参加指示

が入力されなかったと判定し(ステップS 254)、外部データ保存領域 のフラグ

ヂ一タf を「 」に設定し(ステップS 262 P Tアプリを終了する。

０132 他方、自動応答モードの場合、制御部 ０はキ一人力部 ０3 に対する操作の有無

に係わらずP 通信の開始処理を実行する (ステップS 255)。すなわち、通信管

理装置2００に対してP 通信に参加する旨の応答を送信するとともに、受信された

P 通信の開始通知に含まる情報に基づいてP 通信管理用のサイトにログインし

P 通信を開始する。

０133 P 通信処理 (ステップS 256)の実行中において、制御部 ０は、P 通信に

関連する情報の送受信やキ一人力部 ０3への操作を監視し、そのログ (通信ログ、

キ一操作ログ) を記憶部 ０8 に記憶させる。

０134 また制御部 ０は、キ一人力部 ０3 に対する操作や通信部 ０2 における情報の送

受信が所定時間以内に行われているか監視し(ステップS 257)、所定時間以上キ

一操作や情報の送受信が行われていないと判定した場合、P 通信の終了処理を

実行する (ステッ S 259)。通信管理装置2００からP 通信の終了通知を受信し

た場合やキ一人力部 ０3 においてP 通信の終了指示が入力された場合にも、P

通信処理を終了する。

０135 通信処理を終了すると、制御部 ０は、白装置からの情報送信が行われたことを示

す情報が記憶部 ０8の通信ログに含まれているか判定する (ステップS 26０) 。白装

置からの情報送信の情報が含まれていない場合、制御部 ０は、P 通信に関連

するキ一操作が行われたことを示す情報が記憶部 ０8のキ一操作ログに含まれてい
るか判定する (ステッ S 2 ) P 通信に関連するキ一操作の情報も含まれて

いない場合、制御部 ０は、外部データ保存領域A のフラグデータf を「 」に設

定して (ステップS 262) P アプリを終了する。



白装置からの情報送信の情報が通信ログに含まれている場合や、 通信に関

連するキ一操作の情報がキ一操作ログに含まれている場合、制御部 ０はフラグデ

ータf の値を変更することなく アプリを終了する。

０136 図 3は、自動応答モードにおける表示部 ０7の画面遷移の一例を示す図である。

待ち受け時 (画面 ) に通信部 ０2が 開始通知を受信すると、 アプリが

自動的に起動して 通信を開始する。 通信においては、例えば画面 2に示

すよぅに、送信者名とその投稿内容が表示部 ０7の画面に表示される。

０137 P 通信が終了すると、記憶部 ０8の通信ログやキ一操作ログに 通信への参

加を示す情報が含まれているか制御部 ０において判定される。この判定の結果、

参加を示す情報が含まれていない場合、 アプリ終了後の待ち受け画面 3には

不在着信通知 ( 「 通信あり」) が表示される。

不在着信通知は、 アプリではない他のアプリケーションプログラムによる割り込

み処理が発生しても消去されず、待ち受け画面に表示され続ける。

他方、画面 3における「O 」の表示に対応したキ一人力部2０3の所定のキ一が

押下されると、 アプリが起動して不在着信履歴の表示が行われる。この表示後、

再び待ち受け画面に戻ったとき、不在着信通知 ( 「 通信あり」) は表示部 ０7の

画面から消去される。

０138 以上説明したよぅに、本実施形態によれば、開始通知に応答して自動的に開始し

た 通信が終了した場合、通信部 ０2における白装置からの情報送信やキ一人

力部 ０3における指示の入力の有無に基づいて、末応答の 通信開始通知が受

信されたこと(P の不在着信があること) をュ一ザに対して適切に報知することがで

きる。

すなわち、白装置からの情報送信を示す記録が通信ログに含まれていない場合や

、キ一人力部 ０3における指示の入力を示す記録がキ一操作ログに含まれていない
場合、ュ一ザがP 通信に全く関与していない。しかし、P 通信が開始されたこと

をュ一ザが認知していないと判断できるため、このよぅな場合に の不在着信があ

ることを報知すること(例えば表示部 ０7に表示する等) によって、ュ一ザが の不

在着信の存在に全く気付かないよぅな事態を有効に回避できる。また、白装置からの



情報送信を示す記録が通信ログに含まれている場合や、キ一人力部 ０3における指

示の入力を示す記録がキ一操作ログに含まれている場合は、ュ一ザが 通信に

関与しており、 通信が開始されたことをュ一ザが認知していると判断できる。この

よぅな場合に不在着信の報知を行わないよぅにすることで、無駄な報知を行わずに済

む。

０139 ここまで本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記の形態のみに限

定されるものではなく、種々の改変が可能である。

０14０ 上述の実施形態では不在着信の報知を〒ぅ場合に「 着信あり」などのメッセー

ジを表示部 ０7の画面に表示する例を挙げているが、本発明はこれに限定されない
。例えばスピーヵ０5において発生する音や、不図示の振動部によって発生する振

動、不図示の発光部によって発生する光などにより、不在着信の報知を行ってもよい

０14 1 図 2に示すフローチヤートでは、 通信処理 (ステップS 256)を終了した後に

通信ログやキ一操作ログに基づく判定処理 (ステップS 26０ S 26 ) が行われて

いるが、本発明はこれに限定されない。例えば、キ一人力部 ０3におけるュ一ザの

操作によって 通信が終了した場合、明らかにュ一ザが 通信を認知している

と判断できるため、制御部 ０は判定処理 (ステップS 26０ S 26 ) を行わずにP

アプリを終了してもよい。

０142 通信ログやキ一操作ログは、自動応答モード時にのみ記録してもよいし、他の動作

モードにおいて記録してもよい。

０143 ここまで本発明の実施形態例について説明したが、本発明は上記の形態のみに限

定されるものではなく、種々のバリエーションを含んでいる。

０144 上記の実施形態では C 等の平面的なディスプレイを表示部 ０7に用いる例が

挙げられているが、これに限らず、例えば 等の発光素子の点灯や消灯によって

不在着信通知の表示を行っても良い。

０145 上述した通信装置の構成要素の機能は、全てをソフトウェアで実現しても良いし、

その少なくとも一部をハードウェアで実現しても良い。例えば、制御部 ０における

処理や通信部 ０2、音声処理部 ０4におけるデータ処理は、 つ又は複数のプログ



ラムによってコンピュータ上で実現しても良いし、その少なくとも一部をハードウェアで

実現しても良い。

０146 なお、本発明において、図3～０にて説明した履歴情報の表示機能と、図皿～図

3で示した自動応答における履歴情報の表示機能とは、両者共に有してもよいし、

いずれか一方のみ有してもよい。

産業上の利用可能性

０147 上述の実施形態では、グループ通信の一例として を挙げているが、本発明は

これに限定されず、他の種々のグループ通信にも適用可能である。



き青求の範 囲

データ通信を〒ぅ通信部と、

情報を表示する表示部と、

指示を入カする入力部と、

記憶部と、

前記通信部がデータ通信の開始通知を受信したときに、前記データ通信に係わる

処理を実行する第 のプログラムを起動する制御と、前記第 のプログラムが起動さ

れる状態においてデータ通信を開始するための前記入力部からの入力が所定時間

なかったときに、当該第 のプログラムを終了するとともに第 のデータを前記記憶部

に保存する制御と、前記第 のプログラムが起動されていない状態において前記記

憶部に前記第 のデータが記憶されている場合には、前記開始通知に応答しなかっ
たことを示す第 の情報を前記表示部に表示する制御とを実行可能な制御部と

を有する通信装置。

2 前記制御部は、前記表示部が前記第 の情報を表示中に前記入力部から入力さ

れる第 の起動指示に応じて前記第 のプログラムを起動した後、前記第 のプログラ

ムが終了されたときには前記表示部に前記第 の情報が表示されないよぅに制御す

請求項 に記載の通信装置。

3 前記制御部は、前記第 の起動指示に応じて前記第 のプログラムを起動すると、

第2のデータを前記記憶部に保存し、前記第 のプログラムが起動されていない状態

において、前記第2のデータが前記記憶部に保存されている場合には前記第 の情

報の表示を行わせない
請求項2に記載の通信装置。

4 前記制御部は、前記第 のデータを前記記憶部に保存する際には、前記開始通知

の発信元の情報を前記記憶部に対応づけて保存し、前記第 の起動指示に応じて

前記第 のプログラムを起動すると、前記記憶部に保存される前記発信元の情報を

前記表示部に表示する

請求項2に記載の通信装置。



5 前記制御部は、前記第 のデータを前記記憶部に保存する際には、前記開始通知

の発信元の情報を前記記憶部に対応づけて保存し、前記入力部から入力される第2

の起動指示に応じて前記第 のプログラムを起動した後更に所定の指示が前記入力

部に入力されると、前記記憶部に保存される前記発信元の情報を前記表示部に表

示するとともに第3のデータを前記記憶部に保存し、前記第 のプログラムが起動さ

れていない状態において前記第3のデータが前記記憶部に保存されている場合に

は前記第 の情報の表示を行わせない

請求項 に記載の通信装置。

6 前記制御部は、前記第 のプログラムが起動される状態においても、前記記憶部に

記憶される前記第 のデータに基づいて、前記開始通知に応答しなかったことを示

す情報を前記表示部に表示可能である

請求項 に記載の通信装置。

7 データ通信を〒ぅ通信部と、

情報を表示する表示部と、

指示を入カする入力部と、

前記通信部において受信された前記データ通信の開始通知に応答しなかったこと

を示す第 の情報を前記表示部に表示中に、データ通信に係わる処理を実行する

第 のプログラムを前記入力部からの入力により起動した場合、前記第 のプログラム

を終了した後には当該第 の情報の表示を行わせないよぅ制御する制御部と

を有する通信装置。

8 前記制御部は、前記第 のプログラムが起動された状態においても、前記記憶部に

記憶される前記第 のデータに基づいて、前記開始通知に応答しなかったことを示

す情報を前記表示部に表示可能である

請求項7に記載の通信装置。

9 データ通信を〒ぅ通信部と、情報を表示する表示部と、指示を入カする入力部と、

記憶部とを有する通信装置の情報表示方法であって、

前記通信部が前記データ通信の開始通知を受信した場合、前記データ通信に係

わる処理を実行する第 のプログラムを起動し、



第 のプログラムが起動される状態においてデータ通信を開始するための前記入

力部からの入力が所定時間なかった場合、当該第 のプログラムを終了するとともに

第 のデータを前記記憶部に保存し、

前記第 のプログラムが起動されていない状態において前記記憶部に前記第 の

データが記憶される場合には、前記開始通知に応答しなかったことを示す第 の情

報を前記表示部に表示する

情報表示方法。

０ グループ通信を〒ぅ通信部と、指示を入カする入力部と、報知部と、前記通信部に

おいてグループ通信の開始通知を受信すると当該開始通知に基づいて所定のサ一

バ装置を介して前記通信部によりグループ通信を開始する制御部とを備える通信装

置において、

前記制御部は、受信した開始通知に基づいて開始したグループ通信が終了すると

、当該開始したグループ通信中に前記通信部による白装置からの情報送信および

又は前記入力部における指示の入力が無かった場合には、前記報知部により報

知する

前記制御部は、前記報知部に、前記開始通知が受信されたが当該開始通知に対

する応答指示が前記入力部において人力されなかったことを報知させる

請求項 ０に記載の通信装置。

2 前記制御部は、前記通信部において前記開始通知を受信すると、前記入力部に

おいて指示の入力が無くとも自動的に前記通信部によりグループ通信の開始処理を

行ぅことが可能である

請求項 ０に記載の通信装置。

3 前記制御部は、前記記憶部に記憶される通信情報に白装置から送信した情報が

含まれない場合、白装置からの情報送信が無かったと判定する

請求項 ０に記載の通信装置。

4 記憶部を備え、

前記制御部は、前記グループ通信中に前記通信部において送受信した通信情報



を前記記憶部に記憶させ、当該グループ通信が終了すると、前記記憶部に記憶され

る通信情報をもとに白装置からの情報送信の有無を判定する

請求項 ０に記載の通信装置。

5 前記通信情報は、グループ通信中における情報の送信者を示す送信者名を含ん

でおり、

前記記憶部は、白装置の使用者名を記憶し、

前記制御部は、前記通信情報の中の送信者名に前記使用者名が含まれない場合

、白装置からの情報送信が無かったと判定する

請求項 4に記載の通信装置。

6 前記通信情報において前記送信者名を表すデータは、そのデータ長が所定値以

下に制限されており、

前記制御部は、前記記憶部にて記憶する前記使用者名のデータ長が前記所定値

より長い場合、当該使用者名に前方一致する送信者名が前記通信情報に含まれて

いるか否かにより、前記使用者名が前記通信情報に含まれているか否かを判定する

請求項 5に記載の通信装置。

7 記憶部を備え、

前記制御部は、実行中のグループ通信に関して前記入力部において人力される

指示に関する情報を前記記憶部に記憶させ、当該グループ通信が終了すると、前記

記憶部に記憶される情報をもとに当該グループ通信に関して前記入力部に指示が

入力されたか否かを判定する

請求項 ０に記載の通信装置。

8 前記制御部は、前記記憶部に記憶される情報の中に、グループ通信の開始通知

に対する応答指示、又は、グループ通信中に入力された指示に関する情報が含まれ

る場合、当該グループ通信に関して前記入力部に指示が入力されたと判定する

請求項 7に記載の通信装置。

9 前記制御部は、グループ通信中に所定の条件が成立すると当該グループ通信を

自動的に終了し、当該終了したグループ通信が 自動的に開始されたものであり、か

つ、当該グループ通信に関して前記通信部における白装置からの情報送信又は前



記入力部における指示の入力が無かった場合には、前記報知部により前記報知を
一，
行っ

請求項 ０に記載の通信装置。

2０ 前記所定の条件は、前記通信部においてグループ通信の終了通知が受信された

場合、及び、前記通信部においてグループ通信に関わる情報の送受信が所定時間

以上行われない場合の少なくとも一方である

請求項 9に記載の通信装置。

2 前記制御部は、前記開始通知に応答して自動的に開始された複数のグループ通

信が終了すると、当該複数のグループ通信の少なくとも つに関して前記通信部に

おける白装置からの情報送信又は前記入力部における指示の入力が無かった場合

には、前記報知部により前記報知を行ぅ

請求項 ０に記載の通信装置。

22 グループ通信を〒ぅ通信部と、

指示を入カする入力部と、

情報を記憶する記憶部と、

報知部と、

前記通信部においてグループ通信の開始通知が受信されると、前記通信部により

グループ通信を自動的に開始するグループ通信制御部と、

前記グループ通信制御部が 自動的にグループ通信を開始すると、当該グループ

通信中に送受信されるデータの送信者に関する情報、及び 又は、当該グループ

通信中に前記入力部から入力される指示に関する情報を前記記憶部に記憶させ、

前記 自動的に開始したグループ通信が終了すると、当該グループ通信への参加を

示す情報が前記記憶部に記憶されていない場合には、前記開始通知の受信が生じ

ていたことを前記報知部により報知する報知制御部と

を有する通信装置。

23 通信部と指示入力部とを備え、前記通信部によりグループ通信の開始通知を受信

すると当該開始通知に基づいて所定のサ一バ装置を介して前記通信部によりグルー

プ通信を〒ぅ通信装置における通信制御方法であって、



前記開始通知に基づいて開始したグループ通信に関して前記通信部における白

装置からの情報送信又は前記指示入力部における指示の入力が無いまま当該グル

ープ通信が終了すると、当該開始通知の受信が生じていたことを報知する

通信制御方法。
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