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(57)【要約】
【課題】通信装置の発信に関わる情報をサーバに提供す
る。
【解決手段】使用情報取得部（２１）は、通信装置（１
）が発信動作した場合の使用情報を取得し、発信履歴情
報作成部（２２）は、上記使用情報を、発信履歴情報（
Ｌ１）を記録するサーバ（１００）に送信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　公衆交換電話網を介して通信可能な通信装置であって、
　当該通信装置が発信動作をした場合に、上記発信動作に関わる情報または当該発信動作
による発信に関わる情報を取得する使用情報取得部と、
　上記使用情報取得部が取得した上記情報を、当該通信装置の発信履歴情報を記録するサ
ーバに送信する使用情報送信部と、を備えたことを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　上記情報は、発信回数、発信が行われた日時、発信時の通話時間、および発信先のうち
、少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　上記発信動作は、当該通信装置がユーザの操作によって公衆交換電話網に接続する動作
であることを特徴とする請求項１または２に記載の通信装置。
【請求項４】
　当該通信装置が発信をする際に操作される操作部をさらに備えており、
　上記発信動作は、上記操作部が操作されることであることを特徴とする請求項１または
２に記載の通信装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の通信装置と、
　上記サーバとを含む
　ことを特徴とする通信システム。
【請求項６】
　公衆交換電話網を介して通信可能な通信装置の制御方法であって、
　当該通信装置が発信動作をした場合に、上記発信動作に関わる情報または当該発信動作
による発信に関わる情報を取得する使用情報取得ステップと、
　上記使用情報取得ステップにおいて取得した上記情報を、当該通信装置の発信履歴情報
を記録するサーバに送信する使用情報送信ステップと、を含むことを特徴とする通信装置
の制御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、公衆交換電話網を介して通信可能な通信装置等に関し、特に、通信装置の使
用履歴情報を収集する通信装置等に関する。
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、勧誘やいたずらを目的とした迷惑電話の着信を自動的に拒否する電話機（通信装
置）が開発されている。しかしながら、迷惑電話のために使用される電話番号（迷惑番号
）は、日々、増大および変化しているので、全ての迷惑番号を予め電話機に登録しておく
ことは困難である。そこで、特許文献１には、迷惑番号が記載された迷惑番号リストを管
理する管理サーバから、所定のタイミングで、最新の上記迷惑番号リストを取得する電話
機が記載されている。
【０００３】
　上記管理サーバは、通信ネットワークを介して、多数の電話機から、当該電話機が着信
を受けるために使用された場合の使用履歴情報（着信履歴情報と呼ぶ）を受信する。着信
履歴情報には、発信元の電話番号の情報と、その電話番号からの着信が過去に拒否または
許可されたという情報とが含まれている。管理サーバは、着信履歴情報を参照して、電話
機によって着信を拒否された電話番号を、上記迷惑番号リストに記載する。管理サーバは
、警察から提供されるブラックリスト情報の他に、多数の電話機から日々受信する着信履
歴情報も用いて、上記迷惑番号リストを作成および更新する。例えば、管理サーバは、複
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数の電話機から受信した着信履歴情報を参照して、一定数以上の電話機において着信を拒
否された着番号を迷惑番号リストに記載する。また、一定数以上の電話機において着信を
許可された着番号を、迷惑番号リストから削除する。それゆえ、電話機は、管理サーバか
ら、常に、最新の迷惑番号リストを取得することができる。
【０００４】
　また、一般に、ユーザが、いつ、だれと、どれぐらいの頻度で電話しているのかといっ
た情報を、ユーザから遠く離れた第三者（例えば、ユーザの家族）が知りたいという要望
がある。そういった要望に対し、サーバで管理される、電話機の着信履歴情報は有用であ
る。なぜならば、第三者は、着信履歴情報を管理するサーバにアクセスし、電話機の着信
履歴情報を確認することによって、ユーザが迷惑電話を受けていないかといった情報を知
ることができるからである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－７５５０号公報（２０１４年１月１６日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の迷惑番号リストは、発信に関わる情報に基づいて作成され
ていない。例えば、発信に関わる情報には、発信先の電話番号が含まれる。ユーザが、電
話機を用いて、ある電話番号に自発的に発信した場合、発信先の電話番号は、迷惑電話の
電話番号ではない可能性が高いと考えられる。しかしながら、発信先の電話番号の情報は
、上記迷惑番号リストを作成するために使用されていない。そのため、迷惑番号リストに
は、迷惑番号ではない電話番号が誤って登録されている可能性がある。
【０００７】
　また、ユーザから遠く離れた第三者は、サーバから、着信履歴情報を取得することがで
きるが、発信に関わる情報を取得することができない。したがって、第三者は、ユーザが
迷惑番号に発信していないかどうかといった、重要な情報を取得することができない。
【０００８】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、通信装置の発信に関わ
る情報をサーバに提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る通信装置は、公衆交換電話網を介
して通信可能な通信装置であって、当該通信装置が発信動作をした場合に、上記発信動作
に関わる情報または当該発信動作による発信に関わる情報を取得する使用情報取得部と、
上記使用情報取得部が取得した上記情報を、当該通信装置の発信履歴情報を記録するサー
バに送信する使用情報送信部と、を備えている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の一態様によれば、通信装置の発信に関わる情報をサーバに提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施形態１に係る通信装置の構成を示すブロック図である。
【図２】実施形態１に係る通信装置およびサーバが構成する通信システムの一例を示す図
である。
【図３】実施形態１に係る通信装置が備えた発信履歴情報作成部が作成する発信履歴情報
の一例を示す図である。
【図４】実施形態１に係る通信装置が備えた通信モジュールが着信の許否を判定する場合
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における通信モジュールおよび端末の各動作の流れを示すフローチャートである。
【図５】実施形態１に係る通信装置が備えた端末が迷惑号リストをダウンロードする場合
における通信モジュール、端末、およびサーバの各動作の流れを示すフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　〔実施形態１〕
　以下、本発明の実施の形態について、図１～図５を用いて詳細に説明する。
【００１３】
　（通信装置１）
　図１を用いて、本実施形態に係る通信装置１の構成を説明する。図１は、通信装置１の
構成を示すブロック図である。図１に示すように、通信装置１は、通信モジュール１０お
よび通信管理モジュール２０を含んでいる。通信装置１は、例えば、電話機、ファクシミ
リ、パーソナルコンピュータであってよい。
【００１４】
　通信装置１において、通信モジュール１０と通信管理モジュール２０とは、例えば、Ｕ
ＡＲＴ（Universal Asynchronous Receiver Transmitter）モジュールを用いて、通信す
ることができるように構成されている。なお、通信管理モジュール２０は、図１に示すよ
うに、通信モジュール１０を搭載した通信装置１に搭載されていてもよいし、通信装置１
とは別体であってもよい（実施形態２）。
【００１５】
　通信装置１は、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ；Public Switched Telephone Network）を
介して、他の通信装置と接続されている。また、通信装置１は、ＰＳＴＮと接続されてい
るサーバ１００が管理する迷惑番号リストＬ２を、他の通信装置と共有する。通信装置１
およびサーバ１００は、本発明に係る通信システム（図２参照）を構成する。
【００１６】
　サーバ１００は、発信履歴情報Ｌ１（図３参照）および迷惑番号リストＬ２が記録され
たデータベースを管理する。なお、発信履歴情報Ｌ１を管理するサーバと、迷惑番号リス
トＬ２を管理するサーバとは、別であってもよい。
【００１７】
　通信装置１とＰＳＴＮ及びサーバ１００との接続は、例えば、ＰＳＴＮを介して通信装
置１とサーバ１００とを接続するような１回線による接続であってもよいし、通信装置１
とＰＳＴＮを接続する回線と、通信装置１とサーバ１００とを接続する回線とを用いる複
数回線による接続であってもよい。ＰＳＴＮを介さない通信装置１とサーバ１００との接
続は、例えば、有線ＬＡＮ、無線ＬＡＮ、Bluetooth（登録商標）、ＷｉＦｉ（登録商標
）等により通信装置１に接続されている他の機器を介して、サーバ１００に接続すること
により行うことができる。例えば、通信装置１に、ＷｉＦｉ（登録商標）の通信回路を設
け、ＷｉＦｉルーターを介してサーバ１００に接続してもよい。
【００１８】
　発信履歴情報Ｌ１は、通信モジュール１０の発信履歴の情報である。迷惑番号リストＬ
２は、迷惑電話の目的で使用されていると推定される電話番号のリストである。例えば、
サーバ１００は、ＰＳＴＮを介して接続されている複数の通信モジュール１０のうち、一
定の割合以上の通信モジュール１０の電話帳１２の拒否番号リストに登録されている電話
番号を、迷惑番号リストＬ２に記載してもよい。
【００１９】
　（通信システム）
　図２を用いて、通信システムの一例を説明する。図２に示すように、通信システムにお
いて、通信装置１は、ＰＳＴＮ経由でサーバ１００と通信可能に接続される。通信装置１
は、ユーザによる各電話機の使用履歴を示す使用履歴情報（発信動作または当該発信動作
による発信に関わる情報を含む）等の、各通信装置１に対応付けられた各種情報をサーバ
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１００へ送信する。通信装置１は、さらに、迷惑電話の目的で使用されているとユーザが
判断した電話番号（迷惑番号）を示す迷惑電話情報を、ＰＳＴＮを通じてサーバ１００へ
送信してもよい。また、ＰＳＴＮには、サービスに加入する他のユーザがそれぞれ使用す
る通信装置１ａ～１ｃも接続される。通信装置１ａ～１ｃは、通信装置１と同様、使用履
歴情報および（必要に応じて）迷惑電話情報を、サーバ１００へそれぞれ送信する。
【００２０】
　パーソナルコンピュータ（ＰＣ）２は、インターネット回線網５経由でサーバ１００と
通信可能に接続される。なお、ＰＣ２は、インターネット回線網５に接続可能な通信端末
であれば、携帯電話機（スマートフォン）、タブレット等であってもよい。
【００２１】
　サーバ１００は、通信装置１、１ａ～１ｃから受信した各種情報を管理するとともに、
様々な用途に利用する。例えば、サーバ１００は、通信装置１から受信した使用履歴情報
を、通信装置１のユーザとかかわりのある第三者（例えば、ユーザの家族）に提供する。
第三者（例えば、ユーザの家族）は、ＰＣ２を用いて、サーバ１００にアクセスを行うこ
とにより、通信装置１等の使用履歴情報を確認することができる。ここで、使用履歴情報
には、発信履歴情報Ｌ１（発信動作または当該発信動作による発信に関わる情報を含む）
が含まれる。
【００２２】
　また、サーバ１００は、通信装置１、１ａ～１ｃから受信した各種情報（発信履歴情報
を含む）や、警察から提供されるブラックリスト（迷惑番号のリスト）等を用いて、迷惑
番号リストＬ２等の迷惑番号に関する情報を作成し、作成した情報を、必要に応じて通信
装置１、１ａ～１ｃまたはＰＣ２に提供する。
【００２３】
　具体的には、サーバ１００は、迷惑番号リストＬ２のデータを通信装置１、１ａ～１ｃ
に送信する。通信装置１、１ａ～１ｃは、サーバ１００から迷惑番号リストＬ２のデータ
をダウンロードして、自機の拒否番号リストを更新する。例えば、通信装置１、１ａ～１
ｃは、所定期間ごと（例えば１日に１回）にサーバ１００へアクセスして、最新版の迷惑
番号リストＬ２に更新するためのデータを取得し、自機が管理する拒否番号リストを更新
してよい。これにより、通信装置１、１ａ～１ｃは、最新の拒否電話リストを参照して、
迷惑電話の着信を拒否することができる。
【００２４】
　また、サーバ１００は、所定期間ごとに（例えば通信装置１、１ａ～１ｃからアクセス
があったときに）、迷惑番号リストＬ２のデータ（最初は迷惑番号リストＬ２のすべての
データ、その後は、最新版の迷惑番号リストＬ２に更新するためのデータのみ）を通信装
置１、１ａ～１ｃに送信する。これにより、サーバ１００は、迷惑電話拒否サービスに加
入するすべてのユーザの通信装置１、１ａ～１ｃに対して、最新の迷惑番号リストを提供
できる。なお、サーバ１００に登録される最初の迷惑番号リストは、警察や業者等から提
供された迷惑電話情報に基づいて生成されてもよい。
【００２５】
　また、サーバ１００は、ＰＣ２に迷惑電話情報を提供する場合、登録された送信先メー
ルアドレスに迷惑電話情報を送信する。これにより、サービスに加入するユーザ間で迷惑
電話情報を共有できる。
【００２６】
　なお、サーバ１００による各種情報（発信履歴情報Ｌ１および迷惑番号リストＬ２を含
む）の使用方法は、上述した例に限定されない。
【００２７】
　（通信モジュール１０）
　図１に示すように、通信モジュール１０は、操作部１１、電話帳１２、使用情報通知部
１３、および許否判定部１４を備えている。通信モジュール１０は、ＰＳＴＮを介して、
他の通信モジュールに発信したり、他の通信モジュールから着信を受けたりすることがで
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きる。
【００２８】
　操作部１１は、通信モジュール１０から発信する操作、通信モジュール１０への着信を
許可または拒否する操作や、電話帳１２の電話番号を追加または削除する操作等を受け付
ける。
【００２９】
　電話帳１２には、許可番号リストおよび拒否番号リストが記録されている。許可番号リ
ストには、ユーザが着信を許可した（あるいは拒否していない）電話番号、および、通信
モジュール１０から発信した電話の発信先の電話番号が含まれる。また、拒否番号リスト
には、ユーザが着信を拒否した電話番号が含まれる。そのため、拒否番号リストに記載さ
れている電話番号は、しつこい勧誘やいたずらなどを目的とする迷惑電話の発信元の電話
番号等である可能性が高いと考えられる。
【００３０】
　使用情報通知部１３は、通信モジュール１０が使用された場合、その使用の内容に関す
る使用情報を作成し、作成した使用情報を、通信管理モジュール２０の使用情報取得部２
１に送信する。ここで、「使用」には、ユーザが、通信モジュール１０を用いて、発信し
たり、発信動作（例えば、受話器を挙げる）をしたり、着信を受けたりすることの他、電
話帳１２に新しい電話番号を追加したり、電話帳１２から電話番号を削除したりすること
も含まれる。また、「使用情報」には、例えば、相手の電話番号、イベント種別（発信、
着信、電話帳１２の更新等）、通話時間、着呼日時、および登録日時（そのイベントに関
わる電話番号がリストに登録された日時）が含まれる。
【００３１】
　なお、通信装置１の使用情報には、ユーザが自発的に通信装置１を使用した場合におけ
る使用情報のみが含まれていればよい。例えば、通信装置１が自動的に発信した場合にお
ける使用情報は、使用情報通知部１３が送信する使用情報から除かれてもよい。この構成
では、通信装置１が発信履歴情報Ｌ１をサーバ１００にアップロードするために発信した
場合における使用情報が、通信装置１の使用情報から除かれる。さらに、通信装置１が迷
惑番号リストＬ２をサーバ１００からダウンロードするために発信した場合における使用
情報も、通信装置１の使用情報から除かれる。
【００３２】
　許否判定部１４は、通信モジュール１０が着信を受けた場合、その着信の許否を判定す
る。具体的な判定の方法については後述する。
【００３３】
　なお、通信モジュール１０は、通信管理モジュール２０がサーバ１００からダウンロー
ドした迷惑番号リストＬ２を用いて、電話帳１２の拒否番号リストを更新してもよい。例
えば、迷惑番号リストＬ２に記載されている電話番号のうち、電話帳１２の拒否番号リス
トおよび許可番号リストの両方に記載されていない電話番号を、拒否番号リストに追加し
てもよい。
【００３４】
　（通信管理モジュール２０）
　通信管理モジュール２０は、使用情報取得部２１、発信履歴情報作成部２２（使用情報
送信部）、および迷惑番号判定部２３を含んでいる。使用情報取得部２１は、通信モジュ
ール１０の使用情報通知部１３から取得した使用情報を、発信履歴情報作成部２２に出力
する。
【００３５】
　発信履歴情報作成部２２は、使用情報のうち、通信モジュール１０が発信動作した場合
の使用情報を用いて、発信履歴情報Ｌ１（図３参照）を作成し、作成した発信履歴情報Ｌ
１をサーバ１００に送信する。ここで、発信履歴情報Ｌ１は、所定期間内（あるいは現在
まで）の使用履歴のうち、通信モジュール１０が発信動作した場合の使用履歴を示す情報
である。
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【００３６】
　図３は、発信履歴情報Ｌ１の一例を示す図である。図３に示すように、「発信履歴情報
」には、例えば、発信先の電話番号、発信回数、発信時の通話時間、発信日時、および登
録日時（相手（すなわち発信先）の電話番号が電話帳に登録された日時）の各リストが含
まれてよい。
【００３７】
　なお、発信動作は、通信装置１がＰＳＴＮに接続する動作（またはダイヤルアウトの動
作）であってもよいし、受話器がオフフックされる動作であってもよい。あるいは、発信
動作は、オフフックキーまたはスピーカーホンキーが押下されることであってもよいし、
タッチパネルがタッチされることであってもよい。受話器、オフフックキー、スピーカー
ホンキー、およびタッチパネルは、いずれも操作部１１に含まれる。特に、通信装置１が
ダイヤルアウトの回数をカウントすることができない場合、通信装置１が備えた受話器の
オフフックの回数が、発信回数として、発信履歴情報Ｌ１に含まれてもよい。また、通信
装置１が、インターネット回線網５を介して、他の通信装置１と接続する場合にも、オフ
フックの回数が、発信回数として発信履歴情報Ｌ１に含まれていてもよい。
【００３８】
　サーバ１００は、発信履歴情報作成部２２から受信した発信履歴情報Ｌ１を、サーバ１
００が管理するデータベース内に記録する。また、サーバ１００は、通信管理モジュール
２０から受信した発信履歴情報Ｌ１を用いて、迷惑電話の発信元であると推定される電話
番号（以下では、迷惑番号と呼ぶ）が記載された迷惑番号リストＬ２を作成する。
【００３９】
　迷惑番号判定部２３は、サーバ１００から、迷惑番号リストＬ２を取得する。また、通
信モジュール１０が着信を受けた場合、迷惑番号判定部２３は、通信モジュール１０の許
否判定部１４から、着信番号（発信元の電話番号）を取得して、その着信番号が迷惑番号
リストＬ２に記載されているか否かを判定する。そして、迷惑番号判定部２３は、判定結
果を許否判定部１４に送信する。
【００４０】
　（通信装置１の動作１；着信の許否の判定）
　図４を用いて、通信装置１の動作を説明する。具体的には、通信モジュール１０が着信
を受けて、その着信の許否を判定する場合における通信装置１の動作の流れを説明する。
図４は、上記の場合における通信モジュール１０および通信管理モジュール２０の各動作
の流れを示すフローチャートである。
【００４１】
　図４に示すように、まず、通信モジュール１０が着信を受ける（Ｓ１１）。
【００４２】
　次に、許否判定部１４は、電話帳１２の拒否番号リストおよび許可番号リストを参照し
て、着信番号が、どちらかのリストに記載されているか否かを判定する（Ｓ１２）。
【００４３】
　着信番号が拒否番号リストおよび許可番号リストのどちらかに記載されている場合（Ｓ
１２でＹｅｓ）、許否判定部１４は、着信番号が拒否番号であるか否かを判定する（Ｓ１
３）。
【００４４】
　着信番号が拒否番号でない場合（Ｓ１３でＮｏ）、通信モジュール１０は、その着信番
号からの着信を許可する（Ｓ１４Ａ）。換言すれば、通信モジュール１０は、着信を拒否
しないことを決定する（なお、着信に応答するかしないかは、ユーザが判断する）。一方
、着信番号が拒否番号である場合（Ｓ１３でＹｅｓ）、通信モジュール１０は、その着信
番号からの着信を拒否する（Ｓ１４Ｂ）。例えば、通信モジュール１０は、電話の発信元
に対して、着信を受けない旨を通知してもよい。
【００４５】
　Ｓ１２において、着信番号が許可番号または拒否番号ではない場合（Ｓ１２でＮｏ）、



(8) JP 2017-46076 A 2017.3.2

10

20

30

40

50

許否判定部１４は、通信管理モジュール２０の迷惑番号判定部２３に対して、着信番号を
送信する（Ｓ１５）。
【００４６】
　迷惑番号判定部２３は、通信モジュール１０の許否判定部１４から、着信番号を受信す
る（Ｓ２１）。次に、迷惑番号判定部２３は、着信番号が迷惑電話の発信元の電話番号で
あるか否か、すなわち、着信番号が迷惑番号リストＬ２に記載されているか否かを判定す
る（Ｓ２２）。そして、迷惑番号判定部２３は、Ｓ２２における判定の結果を、通信モジ
ュール１０の許否判定部１４に通知する（Ｓ２３）。
【００４７】
　許否判定部１４は、通信管理モジュール２０の迷惑番号判定部２３から、着信番号が迷
惑番号であるか否かの判定結果を受信する（Ｓ１６）。そして、許否判定部１４は、着信
番号が迷惑番号であるか否かを判定するステップ（Ｓ１７）。
【００４８】
　着信番号が迷惑番号ではない場合（Ｓ１７でＮｏ）、通信モジュール１０は、その着信
番号からの着信を許可する（Ｓ１４Ａ）。一方、着信番号が迷惑番号である場合（Ｓ１７
でＹｅｓ）、通信モジュール１０は、その着信番号からの着信を拒否する（Ｓ１４Ｂ）。
【００４９】
　以上で、通信モジュール１０が着信の許否を判定する場合における通信装置１の動作は
終了する。なお、上述した通信装置１の動作の流れにおいて、拒否番号リストおよび許可
番号リストに着番号が記載されているか否かを判定するステップ（Ｓ１２）と、許否判定
部１４が着信番号が迷惑番号であるか否かを判定するステップ（Ｓ１７）とは、入れ替わ
ってもよい。この構成では、通信モジュール１０は、Ｓ１７の処理を実行した後、着信番
号が迷惑番号であるならば、Ｓ１３の処理を実行する一方、着信番号が迷惑番号ではない
ならば、Ｓ１５の処理を実行する。
【００５０】
　（通信装置１の動作２；迷惑番号リストＬ２のダウンロード）
　図５を用いて、通信装置１およびサーバ１００の動作を説明する。具体的には、通信管
理モジュール２０が、サーバ１００に、発信履歴情報Ｌ１をアップロードするとともに、
サーバ１００から、最新の迷惑番号リストＬ２をダウンロードする場合における通信装置
１およびサーバ１００の動作の流れを説明する。図５は、上記の場合における通信モジュ
ール１０、通信管理モジュール２０、およびサーバ１００の各動作の流れを示すフローチ
ャートである。
【００５１】
　図５に示すように、まず、通信モジュール１０が使用される（Ｓ３１）。ここで、「使
用」には、通信モジュール１０が着信を受けること、および通信モジュール１０が発信す
ることの他、電話帳１２が更新されることも含まれる。ここでは、通信モジュール１０が
電話の発信のために使用されたとする。
【００５２】
　次に、使用情報通知部１３は、通信モジュール１０の使用の様態（発信先の電話番号、
通話時間、発信日時等）に基づいて、通信モジュール１０の使用情報を作成し、作成した
使用情報を、通信管理モジュール２０の使用情報取得部２１に送信する（Ｓ３２）。
【００５３】
　通信管理モジュール２０の使用情報取得部２１は、通信モジュール１０の使用情報通知
部１３から使用情報を取得する（Ｓ４１、使用情報取得ステップ）。発信履歴情報作成部
２２は、使用情報取得部２１が取得した使用情報を用いて、発信履歴情報Ｌ１を作成する
（Ｓ４２）。そして、発信履歴情報作成部２２は、作成した発信履歴情報Ｌ１を、サーバ
１００にアップロードする（Ｓ４３、使用情報送信ステップ）。
【００５４】
　サーバ１００は、通信管理モジュール２０の発信履歴情報作成部２２から、発信履歴情
報Ｌ１を受信する（Ｓ５１）。そして、サーバ１００は、受信した発信履歴情報Ｌ１を、
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データベースに記録する（Ｓ５２）。
【００５５】
　また、サーバ１００は、データベースに記録した発信履歴情報Ｌ１を用いて、迷惑番号
リストＬ２を更新してもよい（Ｓ５３）。例えば、発信履歴情報Ｌ１中に、現在の迷惑番
号リストＬ２に含まれている電話番号が記載されていた場合、サーバ１００は、その電話
番号を、迷惑番号リストＬ２から削除してもよい。このように、発信履歴情報Ｌ１は、サ
ーバ１００によって、迷惑電話の発信元ではない電話番号の情報として利用される。
【００５６】
　サーバ１００の迷惑番号リストが更新された場合、サーバ１００は、最新の迷惑番号リ
ストＬ２を通信装置１に送信する（Ｓ５４）。通信管理モジュール２０の迷惑番号判定部
２３は、サーバ１００から、最新の迷惑番号リストＬ２をダウンロードする（Ｓ４４）。
【００５７】
　以上で、通信管理モジュール２０の迷惑番号リストＬ２が更新される場合における通信
装置１の動作は完了する。図５に示すフローチャートにおいて、発信履歴情報作成部２２
が発信履歴情報Ｌ１をサーバ１００にアップロードする（Ｓ４３）タイミングは、毎日の
決められた時間であってもよいし、サーバから指示された所定の時間でもよい。また、発
信履歴情報作成部２２が迷惑番号リストＬ２をダウンロードする（Ｓ４４）タイミングは
、発信履歴情報の更新時であってもよいし、毎日の決められた時間でもよいし、サーバか
ら指示された所定の時間であってもよい。なお、発信履歴情報作成部２２は、サーバ１０
０に１回接続している間に、サーバ１００へのアップロードおよびサーバ１００からのダ
ウンロードをどちらも行ってもよい。
【００５８】
　（変形例１）
　一変形例では、サーバ１００は、ＰＣ２（図２参照）からのアクセスに応じて、通信モ
ジュール１０の発信履歴情報Ｌ１を閲覧することを許可してもよい。その際、サーバ１０
０は、通信装置１ごとに付与されたアカウントを入力することを、サーバ１００にアクセ
スしてきた人物（通信装置１のユーザ、または、当該ユーザとかかわりのある第三者）に
対して要求してもよい。
【００５９】
　本変形例によれば、通信モジュール１０のユーザから遠く離れた地域にいる人物であっ
ても、サーバ１００にアクセスし、通信モジュール１０の使用履歴を確認することによっ
て、通信モジュール１０のユーザの状態（例えば、通信モジュール１０をどれぐらいの頻
度で使用しているか、どの電話番号の相手とよく話をしているか）を知ることができる。
【００６０】
　（変形例２）
　他の変形例では、発信履歴情報作成部２２は、一定期間（または現在まで）に通信モジ
ュール１０が応答した着信の情報である着信履歴情報（例えば、電話番号、着信回数、通
話時間、着信日時、および、着信が拒否されたか否か等の情報を含む）をさらに作成して
もよい。そして、作成した着信履歴情報をサーバ１００に送信してもよい。
【００６１】
　本変形例では、サーバ１００は、発信履歴情報Ｌ１の他に、着信履歴情報も用いて、迷
惑番号リストＬ２を更新する。例えば、サーバ１００は、通信装置１のユーザが着信を拒
否した電話番号を、迷惑番号リストＬ２に追加してもよい。
【００６２】
　〔実施形態２〕
　本発明の他の実施形態について説明すれば、以下のとおりである。なお、説明の便宜上
、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し
、その説明を省略する。
【００６３】
　前記実施形態１では、通信モジュール１０と通信管理モジュール２０とが一体である場
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合における通信装置１の構成（図１）を説明した。しかしながら、本実施形態では、通信
管理モジュール２０が通信モジュール１０と着脱可能に構成されており、通信モジュール
１０と通信管理モジュール２０とが異なるハードウェア装置を構成している。
【００６４】
　本実施形態の構成によれば、通信管理モジュール２０が通信モジュール１０から着脱可
能である。そのため、例えば、旧い通信モジュール１０から通信管理モジュール２０を取
り外し、新しい通信モジュール１０に装着しなおすことができ、通信管理モジュール２０
を再利用することができる。
【００６５】
　〔実施形態３〕
　本発明の他の実施形態について説明すれば、以下のとおりである。なお、説明の便宜上
、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し
、その説明を省略する。
【００６６】
　前記実施形態１では、通信装置１が、ＰＳＴＮを介して、他の通信装置１およびサーバ
１００と接続されている構成を説明した（図１参照）。しかしながら、通信装置１は、他
の通信回線を使用して、他の通信装置１およびサーバ１００と通信を行ってもよい。本実
施形態では、通信装置１は、インターネットプロトコルに対応しており、ＬＡＮ（Local 
Area Network）およびインターネット回線網５を介して、他の通信装置１およびサーバ１
００と接続される。
【００６７】
　本実施形態では、発信履歴情報Ｌ１および迷惑番号リストＬ２は、インターネット回線
網５経由で、通信装置１とサーバ１００との間で送受信される。
【００６８】
　本実施形態の構成によれば、通信モジュール１０は、ＩＰ（Internet Protocol）電話
サービスを利用することができる。したがって、通信モジュール１０のユーザは、ＰＳＴ
Ｎの使用権を取得する必要なしに、他の通信モジュール１０と通話（発信・着信）するこ
とができる。
【００６９】
　さらに、通信装置１は、他の通信装置１とはＰＳＴＮを介して接続され、サーバ１００
とはインターネット回線網５などを介して接続されてもよい。
【００７０】
　〔ソフトウェアによる実現例〕
　通信モジュール１０の制御ブロック（特に、操作部１１、使用情報通知部１３、および
許否判定部１４）、および、通信管理モジュール２０の制御ブロック（特に、使用情報取
得部２１、発信履歴情報作成部２２、および迷惑番号判定部２３）は、集積回路（ＩＣチ
ップ）等に形成された論理回路（ハードウェア）によって実現してもよいし、ＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）を用いてソフトウェアによって実現してもよい。
【００７１】
　後者の場合、通信モジュール１０および通信管理モジュール２０は、各機能を実現する
ソフトウェアであるプログラムの命令を実行するＣＰＵ、上記プログラムおよび各種デー
タがコンピュータ（またはＣＰＵ）で読み取り可能に記録されたＲＯＭ（Read Only Memo
ry）または記憶装置（これらを「記録媒体」と称する）、上記プログラムを展開するＲＡ
Ｍ（Random Access Memory）などを備えている。そして、コンピュータ（またはＣＰＵ）
が上記プログラムを上記記録媒体から読み取って実行することにより、本発明の目的が達
成される。上記記録媒体としては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、テープ、ディ
スク、カード、半導体メモリ、プログラマブルな論理回路などを用いることができる。ま
た、上記プログラムは、該プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体（通信ネットワークや
放送波等）を介して上記コンピュータに供給されてもよい。なお、本発明は、上記プログ
ラムが電子的な伝送によって具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態でも
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実現され得る。
【００７２】
　〔まとめ〕
　本発明の態様１に係る通信装置（１）は、公衆交換電話網を介して通信可能な通信装置
であって、当該通信装置が発信動作をした場合に、上記発信動作に関わる情報または当該
発信動作による発信に関わる情報を取得する使用情報取得部（２１）と、上記使用情報取
得部が取得した上記情報を、当該通信装置の発信履歴情報を記録するサーバ（１００）に
送信する使用情報送信部（発信履歴情報作成部２２）と、を備えている。
【００７３】
　上記の構成によれば、通信装置の発信または発信動作に関わる情報が、通信装置の発信
履歴情報を記録するサーバに送信される。そのため、サーバは、上記情報を、様々な用途
に使用することができる。例えば、第三者が、サーバにアクセスして、通信装置の通信履
歴情報を参照することによって、通信装置のユーザが、通信装置を用いて、どのような発
信をしているのかを知ることができる。また、サーバは、迷惑電話の発信先であると推定
される迷惑電話番号のリストから、通信装置から受信した情報に含まれる、通信装置から
発信された電話番号を除くことによって、迷惑電話番号のリストの精度を向上させること
ができる。
【００７４】
　本発明の態様２に係る通信装置は、上記態様１において、上記情報は、発信回数、発信
が行われた日時、発信時の通話時間、および発信先のうち、少なくとも１つを含んでもよ
い。
【００７５】
　上記の構成によれば、サーバにアクセスした第三者は、例えば、通信装置のユーザが、
通信装置を用いて、どのような発信先に頻繁に発信をしているのかを知ることができる。
【００７６】
　本発明の態様３に係る通信装置は、上記態様１または２において、上記発信動作は、当
該通信装置がユーザの操作によって公衆交換電話網に接続する動作であってもよい。
【００７７】
　上記の構成によれば、通信装置が自動的に公衆交換電話網に接続した場合、その発信に
関わる情報は取得されず、また情報はサーバに送信されない。例えば、通信装置が、情報
をサーバに送信するために発信した場合、その発信に関わる情報はサーバに送信されない
。そのため、サーバは、ユーザの操作による発信に関わる情報のみを用いて、発信履歴情
報を作成することができる。
【００７８】
　本発明の態様４に係る通信装置は、上記態様１または２において、当該通信装置が発信
をする際に操作される操作部をさらに備えており、上記発信動作は、上記操作部が操作さ
れることであってよい。
【００７９】
　上記の構成によれば、通信装置が実際に発信をしない場合であっても、操作部が操作さ
れた場合、発信動作に関わる情報を取得し、サーバに送信することができる。操作部には
、例えば、受話器、オフフックキー、スピーカーホンキー、およびタッチパネルが含まれ
る。操作部が受話器である場合、発信動作に関わる情報には、受話器がオフフックされた
という事実自体、およびオフフックの回数が含まれてもよい。
【００８０】
　本発明の態様５に係る通信システム（通信装置１、サーバ１００）は、上記態様１～４
のいずれかの通信装置と、上記サーバとを含んでいてもよい。
【００８１】
　上記の構成によれば、上記通信装置と同様の効果を奏することができる。
【００８２】
　本発明の態様６に係る通信装置（１）の制御方法は、公衆交換電話網を介して通信可能
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な通信装置の制御方法であって、通信装置が発信動作をした場合に、上記発信動作に関わ
る情報または当該発信動作による発信に関わる情報を取得する使用情報取得ステップと、
上記使用情報取得ステップにおいて取得した上記情報を、当該通信装置の発信履歴情報を
記録するサーバに送信する使用情報送信ステップと、を含むことを含む。
【００８３】
　上記の構成によれば、上記通信装置と同様の効果を奏することができる。
【００８４】
　本発明の各態様に係る通信装置は、コンピュータによって実現してもよく、この場合に
は、コンピュータを上記通信装置が備える各部（ソフトウェア要素）として動作させるこ
とにより上記通信装置をコンピュータにて実現させる通信装置の制御プログラム、および
それを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。
【００８５】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれ
ぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成すること
ができる。
【符号の説明】
【００８６】
　　　１　通信装置
　　２１　使用情報取得部
　　２２　発信履歴情報作成部（使用情報送信部）
　　２３　迷惑番号判定部
　１００　サーバ

【図１】 【図２】

【図３】
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