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(57)【要約】
　複数のキャリア（電話回線）に跨がって使用される携
帯電話端末装置等の通話制御に関し、キャリア情報の取
得及び告知により、利便性を向上させたものであって、
通話先のキャリア情報を記憶し、通話時にキャリア情報
の授受をすることにより、告知されたキャリア情報が記
憶しているキャリア情報と異なる場合にそれを告知し、
又は、接続を抑止する構成を備える。また、発信側に通
話先のキャリアが特定のキャリアでない場合に、その告
知及びそのキャリア情報の通知の後、発信先からの要請
により、通話先との接続を開始させる構成である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通話先のキャリア情報を記憶する記憶部と、
　通話時、通話先から通知されたキャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と一致す
るか否かを判定する判定部と、
　前記判定部が前記通話先から通知された前記キャリア情報が前記記憶部にあるキャリア
情報と異なると判定した場合にそれを告知する告知部と、
　を備えることを特徴とする携帯電話端末装置。
【請求項２】
　請求の範囲１の携帯電話端末装置において、
　前記告知部は、通話先から通知された前記キャリア情報を表示する表示部を備えること
を特徴とする携帯電話端末装置。
【請求項３】
　請求の範囲１の携帯電話端末装置において、
　通話先から通知された前記キャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と異なる場合
に、通話を抑止する通話抑止部を備えることを特徴とする携帯電話端末装置。
【請求項４】
　請求の範囲１の携帯電話端末装置において、
　通話先との接続により、前記通話先から通知された前記キャリア情報を前記記憶部に書
き込み、又は、前記記憶部を更新する記憶制御部を備えることを特徴とする携帯電話端末
装置。
【請求項５】
　キャリア情報を記憶する記憶部と、
　前記記憶部にあるキャリア情報を通話時、通話先に通知する通知部と、
　を備えることを特徴とする携帯電話端末装置。
【請求項６】
　請求の範囲５の携帯電話端末装置において、
　前記キャリア情報を通話先に通知するか否かの設定をする設定部を備え、前記通知部は
、前記設定部の設定により、前記キャリア情報の通知又はその通知拒否をする構成とした
ことを特徴とする携帯電話端末装置。
【請求項７】
　携帯電話端末装置に接続される通信サーバ装置であって、
　発信側が指定する受信側のキャリアを特定し、そのキャリア情報を前記発信側に通知す
る通知部を備えることを特徴とする通信サーバ装置。
【請求項８】
　請求の範囲７の通信サーバ装置であって、
　前記通知部が前記キャリア情報を通知した後、前記発信側と前記受信側とを接続する接
続部を備えることを特徴とする通信サーバ装置。
【請求項９】
　通話先のキャリア情報を記憶部に記憶するステップと、
　通話時、通話先から通知されたキャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と一致す
るか否かを判定するステップと、
　前記通話先から通知された前記キャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と異なる
と判定した場合にそれを告知するステップと、
　を含むことを特徴とする携帯電話端末装置の制御方法。
【請求項１０】
　請求の範囲９の携帯電話端末装置の制御方法において、
　前記通話先から通知された前記キャリア情報を表示部に表示させるステップを含むこと
を特徴とする携帯電話端末装置の制御方法。
【請求項１１】
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　請求の範囲９の携帯電話端末装置の制御方法において、
　通話先から通知された前記キャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と異なる場合
に、通話を抑止するステップを含むことを特徴とする携帯電話端末装置の制御方法。
【請求項１２】
　請求の範囲９の携帯電話端末装置の制御方法において、
　通話先との接続により、前記通話先から通知された前記キャリア情報を前記記憶部に書
き込み、又は、前記記憶部を更新するステップを含むことを特徴とする携帯電話端末装置
の制御方法。
【請求項１３】
　キャリア情報を記憶部に記憶するステップと、
　前記記憶部にあるキャリア情報を通話時、通話先に通知するステップと、
　を含むことを特徴とする携帯電話端末装置の制御方法。
【請求項１４】
　請求の範囲１３の携帯電話端末装置の制御方法において、
　前記キャリア情報を通話先に通知するか否かの設定をするステップと、
　前記設定により、前記キャリア情報の通知又はその通知拒否をするステップと、
　を含むことを特徴とする携帯電話端末装置の制御方法。
【請求項１５】
　携帯電話端末装置に接続される通信サーバ装置の制御方法であって、
　発信側が指定する受信側のキャリアを特定し、そのキャリア情報を前記発信側に通知す
るステップを含むことを特徴とする通信サーバ装置の制御方法。
【請求項１６】
　請求の範囲１５の通信サーバ装置の制御方法であって、
　前記キャリア情報を通知した後、前記発信側と前記受信側とを接続するステップを含む
ことを特徴とする通信サーバ装置の制御方法。
【請求項１７】
　コンピュータによって実行される、携帯電話端末装置の制御プログラムであって、
　通話先のキャリア情報を記憶部に記憶するステップと、
　通話時、通話先から通知されたキャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と一致す
るか否かを判定するステップと、
　前記通話先から通知された前記キャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と異なる
と判定した場合にそれを告知するステップと、
　を含むことを特徴とする携帯電話端末装置の制御プログラム。
【請求項１８】
　請求の範囲１７の携帯電話端末装置の制御プログラムにおいて、
　前記通話先から通知された前記キャリア情報を表示部に表示させるステップを含むこと
を特徴とする携帯電話端末装置の制御プログラム。
【請求項１９】
　請求の範囲１７の携帯電話端末装置の制御プログラムにおいて、
　通話先から通知された前記キャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と異なる場合
に、通話を抑止するステップを含むことを特徴とする携帯電話端末装置の制御プログラム
。
【請求項２０】
　請求の範囲１７の携帯電話端末装置の制御プログラムにおいて、
　通話先との接続により、前記通話先から通知された前記キャリア情報を前記記憶部に書
き込み、又は、前記記憶部を更新するステップを含むことを特徴とする携帯電話端末装置
の制御プログラム。
【請求項２１】
　コンピュータによって実行される、携帯電話端末装置の制御プログラムであって、
　キャリア情報を記憶部に記憶するステップと、
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　前記記憶部にあるキャリア情報を通話時、通話先に通知するステップと、
　を含むことを特徴とする携帯電話端末装置の制御プログラム。
【請求項２２】
　請求の範囲２１の携帯電話端末装置の制御プログラムにおいて、
　前記キャリア情報を通話先に通知するか否かの設定をするステップと、
　前記設定により、前記キャリア情報の通知又はその通知拒否をするステップと、
　を含むことを特徴とする携帯電話端末装置の制御プログラム。
【請求項２３】
　携帯電話端末装置に接続されるとともに、コンピュータによって実行される、通信サー
バ装置の制御プログラムであって、
　発信側が指定する受信側のキャリアを特定し、そのキャリア情報を前記発信側に通知す
るステップを含むことを特徴とする通信サーバ装置の制御プログラム。
【請求項２４】
　請求の範囲２３の通信サーバ装置の制御プログラムであって、
　前記キャリア情報を通知した後、前記発信側と前記受信側とを接続するステップを含む
ことを特徴とする通信サーバ装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話回線（キャリア）情報の取得及び通話制御に関し、特に、取得した相手
先のキャリア情報を通話制御に用いる携帯電話端末装置、通信サーバ装置、その制御方法
及び制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話端末装置では、通話相手先の携帯電話端末装置が使用する電話回線（キャリア
）を相手先の電話番号から推測することができ、又、電話回線に対応した発信制限の仕組
みとして国際ローミング制限、市外発信制限、使用料金上限制限、指定番号以外の発信制
限等が知られており、これらを活用することにより、ユーザが意図しない接続を発信者側
で予防することが可能である。
【０００３】
　電話回線に関し、公衆電話網やその交換器についての技術として例えば、特許文献１で
は、発信者と着信者との間でインターネットサービス加入の有無、電話端末の種類等を格
納するデータベースにアクセスし、発信者のダイヤルした着信者の電話番号を基にそのデ
ータベースから得られる加入者情報により、インターネット通信網を経由するか公衆電話
網を経由するかを選択することが開示されている。
【特許文献１】特開２００１－３６６４１号公報（段落番号００３６、図１等）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特定の相手先の電話番号の登録により、その電話番号に対する通話料金や割
引等のサービスがキャリアより提供されており、接続先のキャリアが発信者側のキャリア
と異なる場合には、割引対象外や割引率の低下等、キャリアが設定する条件が異なる場合
が生じる。
【０００５】
　ユーザは斯かる状況を踏まえ、通話先から使用キャリアを問い合わせたり、電話番号か
らキャリアを調べたり、特定のサービスを受けられるか否かをキャリア毎に事前に確認し
、そのキャリア情報を電話番号とともに、登録している。このような作業は接続先が多い
ユーザにとっては面倒なことである。
【０００６】
　ところで、ナンバーポータビリティ制度が導入され、同一の電話番号であっても、その
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電話番号から想定されるキャリア以外のキャリアで通話接続が行われることが予想される
。このため、ユーザが期待するキャリアの条件でのサービスを受けられないことがある。
【０００７】
　斯かる課題について、特許文献１にはその開示や示唆はなく、それを解決する構成等に
ついての開示や示唆はない。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、複数のキャリア（電話回線）に跨がって使用される携帯電話
端末装置に関し、キャリア情報の取得及び告知により、利便性を向上させることにある。
【０００９】
　また、本発明の他の目的は、複数の回線に跨がって使用される携帯電話端末装置に関し
、キャリア情報の告知により、通話制御を可能にすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、携帯電話端末装置であって、通話先のキャリア情報を記憶し、通話時にキャ
リア情報の授受をすることにより、告知されたキャリア情報が記憶しているキャリア情報
と異なる場合にそれを告知し、又は、接続を抑止する構成を備えることにより、上記目的
を達成する。
【００１１】
　また、本発明は、携帯電話端末装置間に介在する通信サーバ装置であって、発信側に通
話先のキャリアが特定のキャリアでない場合に、その告知及びそのキャリア情報の通知の
後、発信先からの要請により、通話先との接続を開始させる構成である。斯かる構成によ
り、上記目的を達成している。
【００１２】
　そこで、上記目的を達成するため、本発明の第１の側面は、携帯電話端末装置であって
、通話先のキャリア情報を記憶する記憶部と、通話時、通話先から通知されたキャリア情
報が前記記憶部にあるキャリア情報と一致するか否かを判定する判定部と、前記判定部が
前記通話先から通知された前記キャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と異なると
判定した場合にそれを告知する告知部とを備える構成である。この第１の側面では、通話
を行う携帯電話端末装置間でキャリア情報の授受を行い、その告知により、ユーザは通話
をするか否かの判断の契機とすることができる。
【００１３】
　上記携帯電話端末装置において、好ましくは、前記告知部は、通話先から通知された前
記キャリア情報を表示する表示部を備える構成としてもよい。
【００１４】
　上記携帯電話端末装置において、好ましくは、通話先から通知された前記キャリア情報
が前記記憶部にあるキャリア情報と異なる場合に、通話を抑止する通話抑止部を備える構
成としてもよい。
【００１５】
　上記携帯電話端末装置において、好ましくは、通話先との接続により、前記通話先から
通知された前記キャリア情報を前記記憶部に書き込み、又は、前記記憶部を更新する記憶
制御部を備える構成としてもよい。
【００１６】
　上記目的を達成するため、本発明の第２の側面は、携帯電話端末装置であって、キャリ
ア情報を記憶する記憶部と、前記記憶部にあるキャリア情報を通話時、通話先に通知する
通知部とを備える構成である。この側面では、キャリア情報を通話時に発信先に通知する
構成であり、キャリアが変更されたこと等を相手先に通知でき、キャリア情報を媒介とす
る通話の利便性を高めることができる。
【００１７】
　上記携帯電話端末装置において、好ましくは、前記キャリア情報を通話先に通知するか
否かの設定をする設定部を備え、前記通知部は、前記設定部の設定により、前記キャリア
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情報の通知又はその通知拒否をする構成としてもよい。
【００１８】
　上記目的を達成するため、本発明の第３の側面は、携帯電話端末装置に接続される通信
サーバ装置であって、発信側が指定する受信側のキャリアを特定し、そのキャリア情報を
前記発信側に通知する通知部を備える構成である。この側面は、携帯電話端末装置に介在
する通信サーバ装置からキャリア情報を提供し、キャリアを媒介とする通話の利便性を高
めるものである。
【００１９】
　上記通信サーバ装置において、好ましくは、前記通知部が前記キャリア情報を通知した
後、前記発信側と前記受信側とを接続する接続部を備える構成としてもよい。
【００２０】
　上記目的を達成するため、本発明の第４の側面は、携帯電話端末装置の制御方法であっ
て、通話先のキャリア情報を記憶部に記憶するステップと、通話時、通話先から通知され
たキャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と一致するか否かを判定するステップと
、前記通話先から通知された前記キャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と異なる
と判定した場合にそれを告知するステップとを含む構成である。斯かる構成により、上記
目的を達成している。
【００２１】
　上記携帯電話端末装置の制御方法において、好ましくは、前記通話先から通知された前
記キャリア情報を表示部に表示させるステップを含む構成としてもよい。
【００２２】
　上記携帯電話端末装置の制御方法において、好ましくは、通話先から通知された前記キ
ャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と異なる場合に、通話を抑止するステップを
含む構成としてもよい。
【００２３】
　上記携帯電話端末装置の制御方法において、好ましくは、通話先との接続により、前記
通話先から通知された前記キャリア情報を前記記憶部に書き込み、又は、前記記憶部を更
新するステップを含む構成としてもよい。
【００２４】
　上記目的を達成するため、本発明の第５の側面は、携帯電話端末装置の制御方法であっ
て、キャリア情報を記憶部に記憶するステップと、前記記憶部にあるキャリア情報を通話
時、通話先に通知するステップとを含む構成である。斯かる構成により、上記目的を達成
している。
【００２５】
　上記携帯電話端末装置の制御方法において、好ましくは、前記キャリア情報を通話先に
通知するか否かの設定をするステップと、前記設定により、前記キャリア情報の通知又は
その通知拒否をするステップとを含む構成としてもよい。
【００２６】
　上記目的を達成するため、本発明の第６の側面は、携帯電話端末装置に接続される通信
サーバ装置の制御方法であって、発信側が指定する受信側のキャリアを特定し、そのキャ
リア情報を前記発信側に通知するステップを含む構成である。斯かる構成により、上記目
的を達成している。
【００２７】
　上記通信サーバ装置の制御方法において、好ましくは、前記キャリア情報を通知した後
、前記発信側と前記受信側とを接続するステップを含む構成としてもよい。
【００２８】
　上記目的を達成するため、本発明の第７の側面は、コンピュータによって実行される、
携帯電話端末装置の制御プログラムであって、通話先のキャリア情報を記憶部に記憶する
ステップと、通話時、通話先から通知されたキャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情
報と一致するか否かを判定するステップと、前記通話先から通知された前記キャリア情報
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が前記記憶部にあるキャリア情報と異なると判定した場合にそれを告知するステップとを
含む構成である。斯かる構成により、上記目的を達成している。
【００２９】
　上記携帯電話端末装置の制御プログラムにおいて、好ましくは、前記通話先から通知さ
れた前記キャリア情報を表示部に表示させるステップを含む構成としてもよい。
【００３０】
　上記携帯電話端末装置の制御プログラムにおいて、好ましくは、通話先から通知された
前記キャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と異なる場合に、通話を抑止するステ
ップを含む構成としてもよい。
【００３１】
　上記携帯電話端末装置の制御プログラムにおいて、好ましくは、通話先との接続により
、前記通話先から通知された前記キャリア情報を前記記憶部に書き込み、又は、前記記憶
部を更新するステップを含む構成としてもよい。
【００３２】
　上記目的を達成するための、本発明の第８の側面は、コンピュータによって実行される
、携帯電話端末装置の制御プログラムであって、キャリア情報を記憶部に記憶するステッ
プと、前記記憶部にあるキャリア情報を通話時、通話先に通知するステップと、を含む構
成である。斯かる構成により、上記目的を達成している。
【００３３】
　上記携帯電話端末装置の制御プログラムにおいて、好ましくは、前記キャリア情報を通
話先に通知するか否かの設定をするステップと、前記設定により、前記キャリア情報の通
知又はその通知拒否をするステップとを含む構成としてもよい。
【００３４】
　上記目的を達成するため、本発明の第９の側面は、携帯電話端末装置に接続されるとと
もに、コンピュータによって実行される、通信サーバ装置の制御プログラムであって、発
信側が指定する受信側のキャリアを特定し、そのキャリア情報を前記発信側に通知するス
テップを含む構成である。斯かる構成により、上記目的を達成している。
【００３５】
　上記通信サーバ装置の制御プログラムであって、前記キャリア情報を通知した後、前記
発信側と前記受信側とを接続するステップを含む構成としてもよい。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明によれば、次のような効果が得られる。
【００３７】
　(1) 複数の回線（キャリア）に跨がって使用される携帯電話端末装置について、発信側
で通話先のキャリア情報を取得でき、発信側又は相手先のキャリアに応じて通話でき、そ
の利便性が高められる。
【００３８】
　(2) 告知されたキャリア情報に応じて接続抑止等、通話を制御でき、通話の利便性が高
められる。
【００３９】
　(3) キャリア情報の通知により、キャリア毎に設定されるサービスを受けることができ
、例えば、通話料が割引になるサービスを利用するとき、通話相手がナンバーポータビリ
ティ制度を利用して、他のキャリアに同番号移行を行った場合でも、通話開始時に割引対
象となる通話か否かを知ることができるため、意図しない割引対象外の通話による通話料
金の増加予防等、キャリアを媒介とした通話の利便性を高めることができる。
【００４０】
　そして、本発明の他の目的、特徴及び利点は、添付図面及び各実施の形態を参照するこ
とにより、一層明確になるであろう。
【図面の簡単な説明】
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【００４１】
【図１】第１の実施の形態に係る通話制御システムを示す図である。
【図２】携帯電話端末装置の構成を示す図である。
【図３】携帯電話端末装置の外観部分の構成を示す図である。
【図４】発信側の携帯電話端末装置の処理手順を示すフローチャートである。
【図５】発信側の携帯電話端末装置の処理手順を示すフローチャートである。
【図６】メッセージ表示画面を示す図である。
【図７】メッセージ表示画面を示す図である。
【図８】メッセージ表示画面を示す図である。
【図９】メッセージ表示画面を示す図である。
【図１０】ダイアログ表示画面を示す図である。
【図１１】ダイアログ表示画面を示す図である。
【図１２】受信側の携帯電話端末装置の処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】ダイアログ表示画面を示す図である。
【図１４】第２の実施の形態に係る通話制御システム及び処理内容の一例を示す図である
。
【図１５】第３の実施の形態に係る通話制御システムを示す図である。
【図１６】第４の実施の形態に係る通話制御システムを示す図である。
【図１７】その他の実施の形態に係る通話制御システムを示す図である。
【図１８】その他の実施の形態に係る通話制御システムを示す図である。
【符号の説明】
【００４２】
　２１、２２、２３、２４　通話制御システム
　４１、４２、４３　携帯電話通信網
　６１、６２、６２１、６２２、６２３　携帯電話端末装置
　１０２　制御部
　１０６　電話帳記憶部
　１１０　警告音通知部
　１１４　通信制御部
　１１６　キャリア情報通知設定部
　１１８　キャリア情報記憶部
　１２０　キャリア情報送信部
　１２２　表示部
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
〔第１の実施の形態〕
【００４４】
　本発明の第１の実施の形態について、図１、図２及び図３を参照して説明する。図１は
、第１の実施の形態に係る通話制御システムを示す図、図２は、携帯電話端末装置の構成
を示す図、図３は、携帯電話端末装置の外観部分の構成を示す図である。
【００４５】
　第１の実施の形態の通話制御システム２１では、通信サーバ装置として携帯電話通信網
４１を媒介とする携帯電話端末装置６１、６２について、キャリア情報の通知により、登
録されたキャリア情報と異なる場合にその告知及び／又は接続抑止の制御を行う。ここで
、携帯電話通信網４１は、多数の電話会社が提供する通信回線網の総体であり、キャリア
情報は、電話会社が提供する通信回線を表す情報である。
【００４６】
　そこで、この通話制御システム２１では、図１に示すように、発信側の携帯電話端末装
置６１の発信８は携帯電話通信網４１で受け、着信側（通話相手先）の携帯電話端末装置
６２は携帯電話通信網４１から着信１０を受ける。これを契機に、携帯電話端末装置６２



(9) JP WO2007/108086 A1 2007.9.27

10

20

30

40

50

から発せられたキャリア情報通知１２は、携帯電話通信網４１を介して携帯電話端末装置
６１に転送された後、通話接続１４、１６が行われる。
【００４７】
　携帯電話端末装置６１には通話相手先のキャリア情報が登録されている。携帯電話端末
装置６１が持つ通話相手先のキャリア情報と、通知されたキャリア情報とが異なる場合に
は、携帯電話端末装置６１側にキャリア情報が異なることの告知及び／又は携帯電話端末
装置６２との接続抑止を行う。キャリア情報が異なることの告知は、例えば、画面表示、
アラーム音等により行う。この告知や接続抑止は、携帯電話端末装置６１側の設定により
変更可能とする。
【００４８】
　斯かる通話制御システム２１において、携帯電話端末装置６１、６２は、例えば、図２
に示すように、制御部１０２の他、各種機能部として電話帳設定部１０４、電話帳記憶部
１０６、警告音設定部１０８、警告音通知部１１０、スピーカ１１２、通信制御部１１４
、キャリア情報通知設定部１１６、キャリア情報記憶部１１８、キャリア情報送信部１２
０、表示部１２２、記憶部１２４、操作入力部１２６等を備えている。
【００４９】
　制御部１０２は、ＣＰＵ（Central Processing Unit ）等で構成され、記憶部１２４に
格納されているプログラムの実行により、電話帳設定部１０４等の各種機能部を制御する
。また、制御部１０２は、通話先から通知されたキャリア情報とキャリア情報記憶部１１
８にあるキャリア情報との比較により、両者が一致するか否かの判定を行う判定部であっ
て、その判定に基づく制御を実行する。
【００５０】
　電話帳設定部１０４は、制御部１０２の制御に基づき、操作入力部１２６の入力により
、通話相手先の氏名や名称、電話番号、メールアドレス等の通話相手先に関する情報を設
定する。また、電話帳記憶部１０６は例えば、不揮発性メモリで構成され、電話帳設定部
１０４で設定された通話相手先に関する情報を制御部１０２の制御により記憶する。
【００５１】
　警告音設定部１０８は、制御部１０２の制御により、警告音の発生の有無を設定する。
警告音通知部１１０はキャリア情報に関する警告を告知する告知部であって、制御部１０
２から発せられる警告音信号を出力し、スピーカ１１２はその警告音信号を音声に変換す
る。
【００５２】
　通信制御部１１４は、制御部１０２により制御され、アンテナ１２８を備えて携帯電話
通信網４１に無線信号を送信し、携帯電話通信網４１からの無線信号を受信する。この通
信制御部１１４では、通話信号やパケットデータ信号を搬送波に重畳させて無線信号とし
て送信し、受信した無線信号から通話信号やパケットデータ信号を再生する。また、通話
抑止動作をすることから、通信制御部１１４は通話抑止部を構成する。
【００５３】
　キャリア情報通知設定部１１６は、制御部１０２により制御され、通話相手先に通知す
べきキャリア情報を設定する。キャリア情報記憶部１１８はキャリア情報を記憶する記憶
部であって、例えば、不揮発性メモリで構成され、キャリア情報通知設定部１１６で設定
されたキャリア情報を制御部１０２の制御により記憶する。この場合、キャリア情報記憶
部１１８と電話帳記憶部１０６とは通話相手先毎に対応関係が取られ、例えば、対応関係
にある登録テーブルを備えている。即ち、通話相手先が決定されると、電話帳記憶部１０
６から電話番号やメールアドレスが読み出されるとともに、キャリア情報記憶部１１８か
らキャリア情報が読み出される関係にある。そこで、電話帳記憶部１０６にキャリア情報
記憶部１１８を合体し、電話番号毎にキャリア情報を記憶する構成としてもよい。
【００５４】
　キャリア情報送信部１２０は、通話先にキャリア情報を通知する通知部であって、制御
部１０２により制御され、着信時に送信すべきキャリア情報をキャリア情報記憶部１１８
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から読み出し、通信制御部１１４に通知する。表示部１２２はキャリア情報やそのキャリ
ア情報に関する情報の告知を行う告知部であって、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Dis
play）で構成され、制御部１０２により制御され、キャリア情報送信部１２０から出力さ
れるキャリア情報等を表示する。
【００５５】
　記憶部１２４は、ＲＯＭ（Read-Only Memory）１２４１、ＲＡＭ（Random-Access Memo
ry）１２４２、不揮発性メモリ１２４３等で構成され、ＲＯＭ１２４１には、キャリア情
報通知プログラム１２８１、キャリア情報表示プログラム１２８２、接続制御プログラム
１２８３、その他のプログラム１２８４が格納されている。ＲＡＭ１２４２は、ワークエ
リアを構成する。この実施の形態では、電話帳記憶部１０６、キャリア情報記憶部１１８
を記憶部１２４と別個に構成しているが、これらを記憶部１２４の不揮発性メモリ１２４
３に統括してもよく、また、ＳＩＭカード（Subscriber Identity Module card ）等の可
搬性記録媒体に格納して携帯電話端末装置６１、６２に着脱可能な構成としてもよい。
【００５６】
　操作入力部１２６は、制御部１０２に対する情報入力に用いられるキーボード等で構成
され、数字や文字等の記号キー、表示部１２２に表示されるカーソルを操作するカーソル
キー、ダイヤログ表示画面のメッセージに対応する決定キー等を備えている。
【００５７】
　また、これら携帯電話端末装置６１、６２は、図３に示すように、第１及び第２の筐体
部１３０、１３２をヒンジ部１３４によって連結して開閉可能にし、筐体部１３０には、
操作入力部１２６の記号キー１３６、カーソルキー１３８、決定キー１４０、接続開始キ
ー１４２、終了キー１４４、マイクロフォン１４６等が設置され、筐体部１３２には、表
示部１２２、スピーカ１１２、アンテナ１２８等が設置されている。
【００５８】
　次に、この通話制御システム２１の発信側の携帯電話端末装置６１の処理について、図
４を参照して説明する。図４は、発信側の携帯電話端末装置６１の処理手順を示すフロー
チャートである。
【００５９】
　携帯電話端末装置６１には、ユーザにより通話相手先の電話番号や接続先のキャリア情
報を設定する。
【００６０】
　そこで、相手先との通話を開始するには、携帯電話端末装置６１を起動し、電話帳記憶
部１０６から通話相手先の電話番号を取得し、キャリア情報記憶部１１８にキャリア情報
が存在する場合にはそのキャリア情報を取得し（ステップＳ１）、これら電話番号やキャ
リア情報は、表示部１２２に表示される（ステップＳ２）。通話発信を開始し、通話相手
先との通話接続を待ち（ステップＳ３）、中断する場合には、通話接続処理が解除され、
接続する場合には、通話相手先からのキャリア情報データの受信を待つ（ステップＳ４）
。データ受信に成功した場合には、通話相手先から受信したキャリア情報と、キャリア情
報記憶部１１８から取得したキャリア情報とを比較し（ステップＳ５）、この比較の結果
、キャリア情報が異なる場合には、表示部１２２の画面上にキャリア情報が異なることを
表示する（ステップＳ６）。この場合、表示部１２２の画面には、図６に示すように、そ
の旨のメッセージ２０６が表示され、携帯電話端末装置６１のユーザはこのメッセージ２
０６から通話相手先のキャリアが異なることを通話に先駆けて知ることができる。
【００６１】
　また、警告音の鳴動を設定しているか否かを判定し（ステップＳ７）、設定している場
合（ステップＳ７のＹＥＳ）には、警告音をスピーカ１１２から発生させ（ステップＳ８
）、通話相手先のキャリアが異なることを警告音によっても告知する。そして、通話をし
（ステップＳ９）、通話を終了した場合には、キャリア情報記憶部１１８のキャリア情報
を更新し（ステップＳ１０）、この処理を終了する。キャリア情報の更新については、当
初、キャリア情報がキャリア情報記憶部１１８に記憶されていない場合には、通話終了と
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ともに、キャリア情報記憶部１１８にキャリア情報を書き込むことにより、この処理を終
了する。
【００６２】
　ステップＳ４において、通話相手先からのキャリア情報データの受信がなく、通信に失
敗又はタイムアウトの場合には、表示部１２２の画面上にキャリアが不明なことを表示す
る（ステップＳ１１）。この場合、表示部１２２の表示画面には、図７に示すように、そ
の旨のメッセージ２１０が表示され、携帯電話端末装置６１のユーザはこのメッセージ２
１０から通話相手先のキャリアが不明であることを通話に先駆けて知ることができる。
【００６３】
　ステップＳ５において、キャリア情報の比較の結果、キャリア情報が同一である場合に
は、表示部１２２の画面にキャリアが同一であることを表示する（ステップＳ１２）。こ
の場合、表示部１２２には、図８に示すように、キャリア同一の表示画面２１２が表示さ
れ、続いて、図９に示すように、キャリアの表示画面２１６が表示される。携帯電話端末
装置６１のユーザは、表示画面２１２に表示されたメッセージ２１４から通話相手先のキ
ャリアが同一であること、表示画面２１６に表示されたキャリアに関するメッセージ２１
８からそのキャリアを、通話に先駆けて知ることができる。
【００６４】
なお、キャリア情報記憶部１１８に通話相手先のキャリア情報が無い場合には、通話終了
とともに、キャリア情報をキャリア情報記憶部１１８に記憶するものとする。
【００６５】
　この場合、図５に示すように、キャリア情報の比較の結果、キャリア情報が異なってい
る場合には、通話抑止処理（ステップＳ１３）を行い、通話の開始を終了させる処理とし
てもよい。
【００６６】
　この場合、通話抑止処理では、表示部１２２にダイアログ表示画面２２４（図１０）を
表示し、通話を開始させるか否かの問い合わせを行い（ステップＳ１４）、通話を開始す
る場合には、ステップＳ９（図４）にリターンし、通話を終了する場合には、操作入力部
１２６の終了キー１４４を押下することにより、通話を終了させることができる。
【００６７】
　そして、通話開始時、キャリアが異なっている場合には、図６に示すように、表示部１
２２に表示画面２０２が表示され、この表示画面２０２では、「通話中」を表すメッセー
ジ２０４とともに、キャリアに関するメッセージ２０６が表示される。この場合、メッセ
ージ２０６には、
　　　「通話相手先のキャリアが電話帳の設定と異なっています」
と表示される。
【００６８】
　また、キャリアが不明な場合には、図７に示すように、表示部１２２に表示画面２０８
が表示され、この表示画面２０８では、「通話中」を表すメッセージ２０４とともに、キ
ャリアに関するメッセージ２１０が表示される。この場合、メッセージ２１０には、
　　　　　　「通話相手先のキャリアが不明です」
と表示される。
【００６９】
　また、接続先のキャリアが同一である場合には、図８に示すように、表示部１２２に表
示画面２１２が表示される。この表示画面２１２には「通話中」を表すメッセージ２０４
とともに、キャリアに関するメッセージ２１４が表示される。この場合、メッセージ２１
４には、
　　　　　　「通話相手先のキャリアは同一です」
と表示される。
【００７０】
　また、接続先のキャリアが同一である場合には、図９に示すように、表示部１２２に表
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示画面２１６が表示される。この表示画面２１６には「通話中」を表すメッセージ２０４
とともに、キャリアに関するメッセージ２１８が表示される。この場合、メッセージ２１
８には、キャリアを表す情報が表示される。この場合、ピクトエリア２２０には、通話中
を表すアイコン２２２が表示される。
【００７１】
　また、ダイアログ表示画面２２４には、図１０に示すように、通話を問い合わせるメッ
セージ２２６が表示され、「ＹＥＳ」、「ＮＯ」を表すボタン２２８、２３０が表示され
る。この場合、メッセージ２２６は例えば、「通話を開始しますか？」と表示される。ダ
イアログの応答として、ボタン２３０には例えば、終了キー１４４を割り付けることによ
り、終了キー１４４の押下により、通話を終了させることができる。
【００７２】
　また、自動／手動の変更について、例えば、図１１に示すように、表示部１２２にダイ
アログ表示画面２３２を表示し、このダイアログ表示画面２３２では、キャリア情報を変
更する旨のメッセージ２３４と、自動／手動を決定するためのボタン２３６、２３８を表
示させ、その選択により、自動又は手動を設定する構成としてもよい。
【００７３】
　次に、この通話制御システム２１の受信側の携帯電話端末装置６２の処理について、図
１２を参照して説明する。図１２は、受信側の携帯電話端末装置６２の処理手順を示すフ
ローチャートである。
【００７４】
　受信側の携帯電話端末装置６２では、通話着信を待ち（ステップＳ２１）、着信があっ
た場合には、キャリア情報を送信することが許可されているか否かを確認し（ステップＳ
２２）、それが許可されている場合には、電話帳記憶部１０６に通話相手先（発信者）に
対する個別設定が行われているか否かを確認し（ステップＳ２３）、設定がある場合には
、発信者に対してキャリア情報の送信許可設定がされているか否かを確認し（ステップＳ
２４）、送信許可が設定されている場合には、キャリア情報を発信者側である携帯電話端
末装置６１に対して送信し（ステップＳ２５）、通話を開始する（ステップＳ２６）。
【００７５】
　ステップＳ２２において、キャリア情報の送信が不許可である場合には、また、ステッ
プＳ２４において、発信者に対してキャリア情報の送信許可設定がない場合には、通話を
開始する（ステップＳ２６）。また、ステップＳ２３において、発信者に対して発信許可
の個別設定が行われていない場合には、ステップＳ２５に移行し、キャリア情報を送信し
（ステップＳ２５）、通話を開始する。
【００７６】
　また、通常の通話に対し、キャリア情報の不一致によって発信制限や通話抑止を実行す
ると、緊急通話時では、通信機能を妨げることになるので、キャリア情報の表示の後、指
定した手順で発信する場合として例えば、図１３に示すように、表示部１２２にダイアロ
グ表示画面２４０を表示し、このダイアログ表示画面２４０では、接続抑止を解除する旨
のメッセージ２４２を表示し、その可否を決定するためのボタン２４４、２４６を表示さ
せ、これら応答（ＹＥＳ、ＮＯ）の選択により、通話相手先のキャリアによる発信制限を
解除し、通話開始を優先させる構成としてもよい。
【００７７】
　以上説明した通り、処理内容を総括すれば、次の通りである。
【００７８】
　(1) ユーザは、携帯電話端末装置６１、６２等の電話帳記憶部１０６の通話相手先の氏
名、名称、電話番号等の登録に対応し、キャリア情報記憶部１１８に接続先キャリア情報
を設定する。
【００７９】
　(2) 携帯電話端末装置６１、６２との接続において、通話発信時、携帯電話端末装置６
２から発せられたキャリア情報が携帯電話通信網４１を媒介として発信側の携帯電話端末
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装置６１に転送される。
【００８０】
　(3) 携帯電話端末装置６１側では、携帯電話端末装置６２から送信されたキャリア情報
が表示部１２２に表示され、携帯電話端末装置６１側のキャリア情報記憶部１１８に記憶
している接続先のキャリア情報と比較し、キャリア情報が異なる場合には、通話開始に当
たり、警告音を鳴らし、それを告知する。
【００８１】
　(4) 通話終了時には、通話相手先から通知されたキャリア情報によりキャリア情報記憶
部１１８の登録情報を更新し、又は、新たに登録する等、入力キャリア情報を次の通信に
役立てるために自動的に反映させることができ、ユーザに手動設定を強いることがなく、
最新のキャリア情報に保つことができる。
【００８２】
　(5) 着信側では、キャリア情報を発信者側に知らせたくない場合には、キャリア情報を
非通知とすることも可能である。この設定は、電話帳記憶部１０６に記憶されている特定
の通話相手先、グループ、又は全体に対し、通知許可又は通知拒否を設定する構成として
もよい。この場合、キャリア情報はブラウザ等を使って、携帯電話通信網４１側に設定情
報を保持させ、携帯電話通信網４１側で発信者へのキャリア情報の通知抑止を行う構成と
してもよい。
【００８３】
〔第２の実施の形態〕
【００８４】
　本発明の第２の実施の形態について、図１４を参照して説明する。図１４は、第２の実
施の形態に係る通話制御システム及び処理内容の一例を示す図である。
【００８５】
　この実施の形態の通話制御システム２２では、通信サーバ装置として携帯電話通信網４
２を媒介とする携帯電話端末装置６１、６２について、携帯電話通信網４２から通話相手
先のキャリア情報の通知及び／又は接続抑止の制御を行う。なお、この通話制御システム
２２においても、図２及び図３に示す携帯電話端末装置６１、６２が用いられ、その構成
は既述の通りであるから、その説明を省略する。
【００８６】
　この通話制御システム２２では、携帯電話通信網４２に制御部１５０とともに、データ
ベース１５２が設置されている。制御部１５０はコンピュータによって構成され、データ
ベース１５２には特定の接続先指定情報が格納されている。特定の接続先指定とは例えば
、携帯電話端末装置６１が指定先接続割引サービスに加入しているか等である。そこで、
携帯電話通信網４２では、携帯電話端末装置６１から発信１５４を受けると、発信者につ
いてデータベース１５２を検索し、発信者である携帯電話端末装置６１が特定の接続先と
して登録されているか否かを検索する。
【００８７】
　携帯電話端末装置６１が特定の接続先として登録されていれば、データベース１５２を
参照してキャリアチェックを行い（ステップＳ３１）、接続先の携帯電話端末装置６２が
いずれのキャリアに属するかを特定する（ステップＳ３２）。特定されたキャリアが特定
のサービスを受けるためのキャリアでない場合には、携帯電話通信網４２から携帯電話端
末装置６１に対して接続ガイダンスが発せられ（ステップＳ３３）、携帯電話端末装置６
１は携帯電話通信網４２からガイダンス音声通知１５６を受ける。
【００８８】
　携帯電話端末装置６１では、ガイダンス音声通知１５６を確認した後、又はこのガイダ
ンス音声をスキップして接続を開始するには携帯電話端末装置６１の操作入力部１２６（
図２）の接続開始キー１４２（図３）を押下すればよい。これにより、携帯電話端末装置
６１は、携帯電話通信網４２を介して着信側の携帯電話端末装置６２と接続が開始される
ので（ステップＳ３４）、携帯電話通信網４２から通話接続先の携帯電話端末装置６２の
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キャリア情報通知１５８が発せられるとともに、携帯電話端末装置６１、６２の間で通話
接続１６０、１６２が確立する。この通話開始の後、携帯電話通信網４２から通知された
キャリア情報通知１５８に基づき、携帯電話端末装置６１の表示部１２２の画面に接続先
のキャリア情報が表示される（図９）。
【００８９】
　この場合、例えば、検索の結果、指定先接続割引サービス対象外のキャリアの場合には
、発信者に対し、この通話は割引対象外となる旨の音声ガイダンスを流す構成としてもよ
い。このキャリア条件の選択指定として、国内か海外かを選択条件としてもよく、海外ロ
ーミング通話を条件として通話抑止等を行うようにしてもよい。
【００９０】
  そして、通話終了時、接続先のキャリア情報を電話帳記憶部１０６に自動的に反映させ
ることができる。これにより個々に手動で設定を行うことなく、自動的に最新の状態に情
報を保つことが可能となる。また、この自動／手動の変更は設定により指定可能である。
【００９１】
　また、この第２の実施の形態においても、通常の通話に対し、キャリア情報の不一致に
よって発信制限や通話抑止を実行すると、緊急通話時では、通信機能を妨げることになる
ので、指定した手順で発信する場合、通話相手先のキャリアによる発信制限を解除し、通
話開始を優先させる構成としてもよい。
【００９２】
　また、この第２の実施の形態においても、キャリア情報を発信者側に知らせたくない場
合には、キャリア情報を非通知とすることも可能である。この設定は、電話帳記憶部１０
６に記憶されている特定の通話相手先、グループ、又は全体に対し、通知許可又は通知拒
否を設定する構成としてもよい。この場合、キャリア情報はブラウザ等を使って、携帯電
話通信網４２側に設定情報を保持させ、携帯電話通信網４２側で発信者へのキャリア情報
の通知抑止を行う構成としてもよい。
【００９３】
〔第３の実施の形態〕
【００９４】
　本発明の第３の実施の形態について、図１５を参照して説明する。図１５は、第３の実
施の形態に係る通話制御システムを示す図である。図１５において、図１４と同一部分に
は同一符号を付してある。
【００９５】
　この通話制御システム２３では、携帯電話端末装置６１に対し、キャリアの異なる通話
先として複数の携帯電話端末装置６２１、６２２、６２３が想定されており、これら携帯
電話端末装置６１と携帯電話端末装置６２１～６２３との間には、通信サーバ装置として
携帯電話通信網４３、回線交換機７０が設置されているとともに、携帯電話端末装置６２
１～６２３が加入しているキャリア毎に通信網システム７１、７２、７３が設置されてい
る。ここで、「他キャリア」、「自キャリア」について、携帯電話端末装置６１が加入し
ているキャリアと同一のキャリアを自キャリア、異なる場合を他キャリアと称するものと
する。
【００９６】
　そして、携帯電話通信網４３には、第２の実施の形態の携帯電話通信網４２と同様に制
御部１５０が設置され、この制御部１５０には、キャリア検索部１６４、ガイダンス通知
部１６６、接続先指定検索部１６８及び通話接続部１７０が備えられている。通話接続部
１７０は、通話抑止機能を備えることから、通話抑止部を構成する。
【００９７】
　この携帯電話通信網４３では、携帯電話端末装置６１からの発信１５４を受け、キャリ
ア検索部１６４でキャリアの検索が行われるとともに、接続先指定検索部１６８からデー
タベース１５２にアクセスし、接続先指定情報を検索する。その検索結果がガイダンス通
知部１６６に通知され、契約対象外のキャリアである場合には、その旨のガイダンス音声
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通知１５６が携帯電話端末装置６１に伝送される。携帯電話端末装置６１からの接続抑止
の要求がない場合や、接続指定先である場合には、通話接続部１７０に接続許可が発せら
れ、携帯電話端末装置６１と、この場合、携帯電話端末装置６２１との通話接続１６０、
１６２が確立する。その他の構成は、第２の実施の形態と同様であり、その説明を省略す
る。
【００９８】
〔第４の実施の形態〕
【００９９】
　本発明の第４の実施の形態について、図１６を参照して説明する。図１６は、第４の実
施の形態に係る通話制御システムを示す図である。図１６において、図１５と同一部分に
は同一符号を付してある。
【０１００】
　この通話制御システム２４では、既述の携帯電話通信網４２又は携帯電話通信網４３に
代え、回線交換機７０と支援サーバ装置１８０が設置され、この支援サーバ装置１８０は
コンピュータによって構成され、この実施の形態では、ＣＰＵ１８２、ＲＯＭ１８４、Ｒ
ＡＭ１８６、通信制御部１８８及び記憶部１９０が備えられている。通信制御部１８８は
、通話抑止機能を備えることから、通話抑止部を構成する。
【０１０１】
　ＣＰＵ１８２はＲＯＭ１８４に格納されているオペレーティングシステム（ＯＳ）起動
プログラム１８４２により記憶部１９０に格納されているＯＳを起動するとともに、記憶
部１９０に格納されている各種プログラムを実行し、通信制御部１８８等を制御する。Ｒ
ＡＭ１８６は、ワークエリアとして用いられる。また、通信制御部１８８は、ＣＰＵ１８
２によって制御され、回線交換機７０を切り換える。
【０１０２】
　そして、記憶部１９０は既述のＯＳの他、各種プログラムが格納され、例えば、ハード
ディスク装置で構成され、キャリア判定プログラム１９０１、キャリア情報告知プログラ
ム１９０２、データベース１９０３が格納され、データベース１９０３には接続先のキャ
リア情報等の接続先情報が格納されている。
【０１０３】
このような構成によっても、キャリア判定プログラム１９０１の実行により、キャリアの
判定を行い、データベース１９０３に格納されている接続先情報をアクセスし、接続先の
キャリアが発信側と異なる場合には、キャリア情報告知プログラム１９０２の実行により
、キャリア情報が異なる旨の告知を行う。
【０１０４】
〔その他の実施の形態〕
【０１０５】
　上記実施の形態では、携帯電話端末装置６１、６２等を例示して説明したが、本発明は
、例えば、図１７に示すように、携帯情報端末機（ＰＤＡ：Personal Digital Assistant
）６３１、６３２間の通話制御に適用した通話制御システム２５、また、例えば、図１８
に示すように、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）６４１、６４２間の通話制御に適用した
通話制御システム２６に適用することができ、また、通話制御システムとしては、携帯電
話端末装置とＰＤＡ、携帯電話端末装置とＰＣ、ＰＤＡとＰＣとの通話接続に適用するこ
とができ、上記実施の形態の構成に限定されるものではない。図１７及び図１８において
、図１又は図１４と同一部分には同一符号を付し、その説明を省略する。
【０１０６】
　以上述べたように、本発明の最も好ましい実施の形態等について説明したが、本発明は
、上記記載に限定されるものではなく、請求の範囲に記載され、又は明細書に開示された
発明の要旨に基づき、当業者において様々な変形や変更が可能であることは勿論であり、
斯かる変形や変更が、本発明の範囲に含まれることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
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【０１０７】
　本発明は、電話回線（キャリア）情報の取得及び通話制御に関し、通話相手先のキャリ
ア情報を取得し、キャリアに応じた通話等、通話の利便性を高めることができ、有用であ
る。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年7月2日(2008.7.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通話先のキャリア情報を記憶する記憶部と、
　通話時、通話先から通知されたキャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と一致す
るか否かを判定する判定部と、
　前記判定部が前記通話先から通知された前記キャリア情報が前記記憶部にあるキャリア
情報と異なると判定した場合にそれを告知する告知部と、
　を備えることを特徴とする携帯電話端末装置。
【請求項２】
　請求項１の携帯電話端末装置において、
　通話先から通知された前記キャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と異なる場合
に、通話を抑止する通話抑止部を備えることを特徴とする携帯電話端末装置。
【請求項３】
　請求項１の携帯電話端末装置において、
　通話先との接続により、前記通話先から通知された前記キャリア情報を前記記憶部に書
き込み、又は、前記記憶部を更新する記憶制御部を備えることを特徴とする携帯電話端末
装置。
【請求項４】
　通話先のキャリア情報を記憶部に記憶するステップと、
　通話時、通話先から通知されたキャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と一致す
るか否かを判定するステップと、
　前記通話先から通知された前記キャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と異なる
と判定した場合にそれを告知するステップと、
　を含むことを特徴とする携帯電話端末装置の制御方法。
【請求項５】
　コンピュータによって実行される、携帯電話端末装置の制御プログラムであって、
　通話先のキャリア情報を記憶部に記憶するステップと、
　通話時、通話先から通知されたキャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と一致す
るか否かを判定するステップと、
　前記通話先から通知された前記キャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と異なる
と判定した場合にそれを告知するステップと、
　を含むことを特徴とする携帯電話端末装置の制御プログラム。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、電話回線（キャリア）情報の取得及び通話制御に関し、特に、取得した相手
先のキャリア情報を通話制御に用いる携帯電話端末装置、その制御方法及び制御プログラ
ムに関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０１０６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０６】
　以上述べたように、本発明の最も好ましい実施の形態等について説明したが、本発明は
、上記記載に限定されるものではなく、請求の範囲に記載され、又は明細書に開示された
発明の要旨に基づき、当業者において様々な変形や変更が可能であることは勿論であり、
斯かる変形や変更が、本発明の範囲に含まれることは言うまでもない。実施の形態に記載
されている構成を付記として以下に列挙する。
（付記１）　通話先のキャリア情報を記憶する記憶部と、
　通話時、通話先から通知されたキャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と一致す
るか否かを判定する判定部と、
　前記判定部が前記通話先から通知された前記キャリア情報が前記記憶部にあるキャリア
情報と異なると判定した場合にそれを告知する告知部と、
　を備えることを特徴とする携帯電話端末装置。
（付記２）　付記１の携帯電話端末装置において、
　前記告知部は、通話先から通知された前記キャリア情報を表示する表示部を備えること
を特徴とする携帯電話端末装置。
（付記３）　付記１の携帯電話端末装置において、
　通話先から通知された前記キャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と異なる場合
に、通話を抑止する通話抑止部を備えることを特徴とする携帯電話端末装置。
（付記４）　付記１の携帯電話端末装置において、
　通話先との接続により、前記通話先から通知された前記キャリア情報を前記記憶部に書
き込み、又は、前記記憶部を更新する記憶制御部を備えることを特徴とする携帯電話端末
装置。
（付記５）　キャリア情報を記憶する記憶部と、
　前記記憶部にあるキャリア情報を通話時、通話先に通知する通知部と、
　を備えることを特徴とする携帯電話端末装置。
（付記６）　付記５の携帯電話端末装置において、
　前記キャリア情報を通話先に通知するか否かの設定をする設定部を備え、前記通知部は
、前記設定部の設定により、前記キャリア情報の通知又はその通知拒否をする構成とした
ことを特徴とする携帯電話端末装置。
（付記７）　携帯電話端末装置に接続される通信サーバ装置であって、
　発信側が指定する受信側のキャリアを特定し、そのキャリア情報を前記発信側に通知す
る通知部を備えることを特徴とする通信サーバ装置。
（付記８）　付記７の通信サーバ装置であって、
　前記通知部が前記キャリア情報を通知した後、前記発信側と前記受信側とを接続する接
続部を備えることを特徴とする通信サーバ装置。
（付記９）　通話先のキャリア情報を記憶部に記憶するステップと、
　通話時、通話先から通知されたキャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と一致す
るか否かを判定するステップと、
　前記通話先から通知された前記キャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と異なる
と判定した場合にそれを告知するステップと、
　を含むことを特徴とする携帯電話端末装置の制御方法。
（付記１０）　付記９の携帯電話端末装置の制御方法において、
　前記通話先から通知された前記キャリア情報を表示部に表示させるステップを含むこと
を特徴とする携帯電話端末装置の制御方法。
（付記１１）　付記９の携帯電話端末装置の制御方法において、
　通話先から通知された前記キャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と異なる場合
に、通話を抑止するステップを含むことを特徴とする携帯電話端末装置の制御方法。
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（付記１２）　付記９の携帯電話端末装置の制御方法において、
　通話先との接続により、前記通話先から通知された前記キャリア情報を前記記憶部に書
き込み、又は、前記記憶部を更新するステップを含むことを特徴とする携帯電話端末装置
の制御方法。
（付記１３）　キャリア情報を記憶部に記憶するステップと、
　前記記憶部にあるキャリア情報を通話時、通話先に通知するステップと、
　を含むことを特徴とする携帯電話端末装置の制御方法。
（付記１４）　付記１３の携帯電話端末装置の制御方法において、
　前記キャリア情報を通話先に通知するか否かの設定をするステップと、
　前記設定により、前記キャリア情報の通知又はその通知拒否をするステップと、
　を含むことを特徴とする携帯電話端末装置の制御方法。
（付記１５）　携帯電話端末装置に接続される通信サーバ装置の制御方法であって、
　発信側が指定する受信側のキャリアを特定し、そのキャリア情報を前記発信側に通知す
るステップを含むことを特徴とする通信サーバ装置の制御方法。
（付記１６）　付記１５の通信サーバ装置の制御方法であって、
　前記キャリア情報を通知した後、前記発信側と前記受信側とを接続するステップを含む
ことを特徴とする通信サーバ装置の制御方法。
（付記１７）　コンピュータによって実行される、携帯電話端末装置の制御プログラムで
あって、
　通話先のキャリア情報を記憶部に記憶するステップと、
　通話時、通話先から通知されたキャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と一致す
るか否かを判定するステップと、
　前記通話先から通知された前記キャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と異なる
と判定した場合にそれを告知するステップと、
　を含むことを特徴とする携帯電話端末装置の制御プログラム。
（付記１８）　付記１７の携帯電話端末装置の制御プログラムにおいて、
　前記通話先から通知された前記キャリア情報を表示部に表示させるステップを含むこと
を特徴とする携帯電話端末装置の制御プログラム。
（付記１９）　付記１７の携帯電話端末装置の制御プログラムにおいて、
　通話先から通知された前記キャリア情報が前記記憶部にあるキャリア情報と異なる場合
に、通話を抑止するステップを含むことを特徴とする携帯電話端末装置の制御プログラム
。
（付記２０）　付記１７の携帯電話端末装置の制御プログラムにおいて、
　通話先との接続により、前記通話先から通知された前記キャリア情報を前記記憶部に書
き込み、又は、前記記憶部を更新するステップを含むことを特徴とする携帯電話端末装置
の制御プログラム。
（付記２１）　コンピュータによって実行される、携帯電話端末装置の制御プログラムで
あって、
　キャリア情報を記憶部に記憶するステップと、
　前記記憶部にあるキャリア情報を通話時、通話先に通知するステップと、
　を含むことを特徴とする携帯電話端末装置の制御プログラム。
（付記２２）　付記２１の携帯電話端末装置の制御プログラムにおいて、
　前記キャリア情報を通話先に通知するか否かの設定をするステップと、
　前記設定により、前記キャリア情報の通知又はその通知拒否をするステップと、
　を含むことを特徴とする携帯電話端末装置の制御プログラム。
（付記２３）　携帯電話端末装置に接続されるとともに、コンピュータによって実行され
る、通信サーバ装置の制御プログラムであって、
　発信側が指定する受信側のキャリアを特定し、そのキャリア情報を前記発信側に通知す
るステップを含むことを特徴とする通信サーバ装置の制御プログラム。
（付記２４）　付記２３の通信サーバ装置の制御プログラムであって、
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　前記キャリア情報を通知した後、前記発信側と前記受信側とを接続するステップを含む
ことを特徴とする通信サーバ装置の制御プログラム。
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（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。
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