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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各ローミングエリアにおける通信料金情報を記憶する通信料金情報記憶手段と、
　基地局から送出されている情報を受信する基地局送出情報受信手段と、
　前記基地局送出情報受信手段によって受信される情報に基づいてローミングエリアに在
圏することを検出するローミングエリア在圏検出手段と、
　前記ローミングエリア在圏検出手段によって在圏が検出された場合に、前記基地局送出
情報受信手段によって受信された情報に基づいて、前記通信料金情報記憶手段から前記在
圏するローミングエリアについての通信料金情報を読み出して、取得する通信料金情報取
得手段と、
　前記通信料金情報取得手段によって取得された通信料金情報を利用者に通知する通信料
金情報通知手段と
　を備える移動通信端末。
【請求項２】
　請求項１に記載の移動通信端末において、
　前記通信料金情報通知手段は、適切なタイミングで利用者に料金情報を通知すること
　を特徴とする移動通信端末。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の移動通信端末において、
　前記通信料金情報通知手段は、前記通信料金情報取得手段によって取得された通信料金
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情報を表示する表示手段を有すること
　を特徴とする移動通信端末。
【請求項４】
　請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の移動通信端末において、
　前記通信料金情報取得手段は、前記在圏するローミングエリアについての通信料金情報
の提供を移動通信システムへ要求する通信料金情報提供要求手段と、前記通信料金情報提
供要求手段の要求に応じて前記移動通信システムから送信される通信料金情報を受信する
通信料金情報受信手段とを有すること
　を特徴とする移動通信端末。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までのいずれか１項に記載の移動通信端末において、
　前記通信料金情報記憶手段に記憶されている通信料金情報の更新の必要があるか否かを
移動通信システムに対して問い合わせる更新必要性問い合わせ手段と、
　前記更新必要性問い合わせ手段の問い合わせに応じて前記移動通信システムによって更
新が必要と判定された場合に、前記移動通信システムから送信される更新情報を受信する
更新情報受信手段と、
　前記更新情報受信手段によって受信された更新情報に基づいて前記通信料金情報記憶手
段に記憶されている通信料金情報を更新する更新手段とを備えること
　を特徴とする移動通信端末。
【請求項６】
　請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載の移動通信端末において、
　前記ローミングエリア在圏検出手段によって在圏が検出された場合に、その旨を利用者
に通知するローミングエリア在圏通知手段を備え、
　前記通信料金情報通知手段は、利用者からの指示があった場合に前記通信料金情報取得
手段によって取得された通信料金情報を利用者に通知すること
　を特徴とする移動通信端末。
【請求項７】
　請求項１から請求項６でのいずれか１項に記載の移動通信端末において、
　前記通信料金情報通知手段は、前記在圏するローミングエリアにおいて、利用者から発
信指示があった場合に、又は、利用者から発信準備の指示があった場合に、この発信先と
の通信にかかる通信料金情報を利用者に通知すること
　を特徴とする移動通信端末。
【請求項８】
　請求項１から請求項７までのいずれか１項に記載の移動通信端末において、
　前記通信料金情報通知手段は、前記在圏するローミングエリアにおいて着信する場合に
、通信確立前の着信についての処理をきっかけとし、この着信後の通信にかかる通信料金
情報を利用者に通知すること
　を特徴とする移動通信端末。
【請求項９】
　請求項１から請求項８までのいずれか１項に記載の移動通信端末において、
　前記通信料金情報取得手段は、前記ローミングエリア在圏検出手段によって複数のロー
ミングエリアに在圏していることが検出された場合に、前記在圏している複数の各ローミ
ングエリアにおける通信料金情報を取得し、
　前記通信料金情報通知手段は、前記通信料金情報取得手段によって取得された前記在圏
している複数の各ローミングエリアにおける通信料金情報を利用者に通知すること
　を特徴とする移動通信端末。
【請求項１０】
　各ローミングエリアにおける通信料金情報を記憶する通信料金情報記憶手段を備える移
動通信端末に着脱自在であり、装着されている移動通信端末と通信可能なＩＣカードであ
って、
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　装着されている移動通信端末が基地局から受信する情報に基づいて、ローミングエリア
に在圏することを検出するローミングエリア在圏検出手段と、
　前記ローミングエリア在圏検出手段によって在圏が検出された場合に、前記移動通信端
末に対して、前記基地局から受信する情報に基づいて前記通信料金情報記憶手段から在圏
するローミングエリアにおける通信料金情報を取得し、表示することを要求する通信料金
情報表示要求手段とを備えること
　を特徴とするＩＣカード。
【請求項１１】
　移動通信端末に着脱自在であり、装着されている移動通信端末と通信可能なＩＣカード
であって、
　各ローミングエリアにおける通信料金情報を記憶する通信料金情報記憶手段と、
　装着されている移動通信端末が基地局から受信する情報に基づいて、ローミングエリア
に在圏することを検出するローミングエリア在圏検出手段と、
　前記ローミングエリア在圏検出手段によって在圏が検出された場合に、前記基地局から
受信する情報に基づいて、前記通信料金情報記憶手段から前記在圏するローミングエリア
についての通信料金情報を読み出して、取得する通信料金情報取得手段と、
　前記通信料金情報取得手段によって取得された通信料金情報を前記移動通信端末へ送信
し、通信料金情報についての表示を要求する通信料金情報表示要求手段とを備えること
　を特徴とするＩＣカード。
【請求項１２】
　移動通信端末のローミングによる通信を行うための移動通信システムであって、
　移動通信端末から受信する位置登録要求に基づいて、前記移動通信端末のローミングエ
リアに在圏することを検出するローミングエリア在圏検出手段と、
　ローミングによる通信にかかる通信料金を示す通信料金情報を記憶する通信料金情報記
憶手段と、
　前記ローミングエリア在圏検出手段によって在圏が検出された場合に、前記移動通信端
末が在圏するローミングエリアにおける通信料金情報を前記通信料金情報記憶手段から読
み出す通信料金情報読み出し手段と、
　前記通信料金情報読み出し手段によって読み出された通信料金情報を、前記移動通信端
末に送信する通信料金情報送信手段とを備えること
　を特徴とする移動通信システム。
【請求項１３】
　各ローミングエリアにおける通信料金情報を記憶する通信料金情報記憶手段を備える移
動通信端末に実行させるプログラムであって、
　基地局から送出されている情報を受信する基地局送出情報受信手順と、
　前記基地局送出情報受信手順によって受信される情報に基づいて、ローミングエリアに
在圏することを検出するローミングエリア在圏検出手順を備え、
　前記ローミングエリア在圏検出手順において在圏を検出した場合に、前記基地局送出情
報受信手順によって受信された情報に基づいて、前記通信料金情報記憶手段から前記在圏
するローミングエリアについての通信料金情報を読み出して、前記在圏するローミングエ
リアにおける通信料金情報を取得する通信料金情報取得手順と、
　前記通信料金情報取得手順において取得した通信料金情報を利用者に通知する通信料金
情報通知手順とを備えること
　を特徴とするプログラム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のプログラムにおいて、
　前記通信料金情報通知手順は、前記通信料金情報取得手順において取得した通信料金情
報を表示する表示手順を有すること
　を特徴とするプログラム。
【請求項１５】
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　請求項１３又は請求項１４に記載のプログラムにおいて、
　前記通信料金情報取得手順は、前記在圏するローミングエリアについての通信料金情報
の提供を移動通信システムへ要求する通信料金情報提供要求手順と、前記通信料金情報提
供要求手順における要求に応じて前記移動通信システムから送信される通信料金情報を受
信する通信料金情報受信手順とを有すること
　を特徴とするプログラム。
【請求項１６】
　請求項１３から請求項１５までのいずれか１項に記載のプログラムにおいて、
　記憶されている通信料金情報の更新の必要があるか否かを移動通信システムに対して問
い合わせる更新必要性問い合わせ手順と、
　前記更新必要性問い合わせ手順における問い合わせに応じて前記移動通信システムによ
って更新が必要と判定された場合に、前記移動通信システムから送信される更新情報を受
信する更新情報受信手順と、
　前記更新情報受信手順において受信した更新情報に基づいて、前記記憶されている通信
料金情報を更新する更新手順とを備えること
　を特徴とするプログラム。
【請求項１７】
　請求項１３から請求項１６までのいずれか１項に記載のプログラムにおいて、
　前記ローミングエリア在圏検出手順において在圏を検出した場合に、その旨を利用者に
通知するローミングエリア在圏通知手順を備え、
　前記通信料金情報通知手順は、利用者からの指示があった場合に前記通信料金情報取得
手順において取得した通信料金情報を利用者に通知すること
　を特徴とするプログラム。
【請求項１８】
　請求項１３から請求項１７までのいずれか１項に記載のプログラムにおいて、
　前記通信料金情報通知手順は、前記在圏するローミングエリアにおいて、利用者から発
信指示があった場合に、又は、利用者から発信準備の指示があった場合に、この発信先と
の通信にかかる通信料金情報を利用者に通知すること
　を特徴とするプログラム。
【請求項１９】
　請求項１３から請求項１８までのいずれか１項に記載のプログラムにおいて、
　前記通信料金情報通知手順は、前記在圏するローミングエリアにおいて着信する場合に
、通信確立前の着信についての処理をきっかけとし、この着信後の通信にかかる通信料金
情報を利用者に通知すること
　を特徴とするプログラム。
【請求項２０】
　請求項１３から請求項１９までのいずれか１項に記載のプログラムにおいて、
　前記通信料金情報取得手順は、前記ローミングエリア在圏検出手順において複数のロー
ミングエリアに在圏していることを検出した場合に、前記在圏している複数の各ローミン
グエリアにおける通信料金情報を取得し、
　前記通信料金情報通知手順は、前記通信料金情報取得手順において取得した前記在圏し
ている複数の各ローミングエリアにおける通信料金情報を利用者に通知すること
　を特徴とするプログラム。
【請求項２１】
　移動通信端末のローミングによる通信にかかる通信料金情報を利用者に通知するために
、各ローミングエリアにおける通信料金情報を記憶する通信料金情報記憶手段を備える移
動通信システムが実行する通信料金通知方法であって、
　前記移動通信端末が基地局から受信する情報に基づいて、前記移動通信端末のローミン
グエリアに在圏することを検出するエリア在圏検出ステップと、
　前記エリア在圏検出ステップにおいて在圏が検出された場合に、前記基地局から受信さ
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れた情報に基づいて、前記通信料金情報記憶手段から前記在圏するローミングエリアにつ
いての通信料金情報を読み出して、前記移動通信端末が在圏するローミングエリアにおけ
る通信料金情報を取得する通信料金情報取得ステップと、
　前記通信料金情報取得ステップにおいて取得した通信料金情報を利用者に通知する通信
料金情報通知ステップとを備えること
　を特徴とする通信料金通知方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ローミングを行う移動通信端末、移動通信端末に装着するＩＣカード、移動
通信システム、移動通信端末に実行させるプログラム、及び、移動通信端末のローミング
による通信にかかる通信料金情報を利用者に通知する通信料金通知方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムは、携帯電話機などの移動通信端末の移動管理や発着信管理を行うホ
ームロケーションレジスタ（ＨＬＲ：Ｈｏｍｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）
を備えている。ＨＬＲには、その移動通信網（ホーム網）において通信サービスを受ける
各移動通信端末を特定するための情報、各移動通信端末の位置を示す位置情報、各移動通
信端末が受けることのできる基本契約通信サービス（例えば、通常の通話サービス）の内
容等を表す加入者情報などが登録される。在圏登録（アタッチ）は、移動通信端末の電源
が投入されるか、ホーム網またはローミング網のサービスエリアに在圏することとなった
際に実行される。ＨＬＲは、アタッチの際に位置情報の更新を行うことがある。位置情報
は国を識別するコード、在圏する通信網のコード、在圏位置を示す位置コードからなり、
アタッチの際に最後にアタッチした位置情報と異なる場合、又は、移動通信端末が在圏網
のサービスエリアを順次移動して位置コードが変更となる都度、移動通信端末からの要求
（位置登録要求）を基地局を介してＨＬＲが受け、登録される（位置登録）。移動通信シ
ステムは、移動通信端末から発信があった場合やその移動通信端末に対する着信があった
場合に、ＨＬＲに登録されている加入者情報に基づいて呼の接続制御を行なう。
【０００３】
　一方、日本国内で使用していた移動通信端末を海外で使用することができる国際ローミ
ングサービスなどのローミングサービスが移動通信システムによって実現されている。ロ
ーミングとは、ホーム網を運営する通信事業者と、他の移動通信網を運営する通信事業者
との契約によって、ホーム網で受けられるサービスと同様のサービスを、他の移動通信網
において受けられるようにすること、また、そのサービスである。
　移動通信端末がローミング可能なエリア（ローミングエリア）において位置登録要求を
行うと、移動通信端末が接続された交換機からホーム網の移動通信システムに位置登録要
求が転送されてＨＬＲの位置情報が更新され、位置登録が行われる。また、ＨＬＲは、移
動通信端末が接続された交換機に対して加入者情報を送信し、交換機は、加入者情報に基
づいて呼の接続制御を行なう。また、ローミング先エリアにおいて、移動通信端末から発
信があった場合やその移動通信端末に対する着信があった場合には、ＨＬＲは、移動通信
端末が接続された交換機に対して加入者情報を送信し、交換機は、加入者情報に基づいて
呼の接続制御を行なう。
【０００４】
　このようなローミングにおけるサービス向上や処理効率の向上を図るために様々な発明
がなされている。
　例えば、ローミングサービスを利用してコンテンツを配信する際に、そのコンテンツの
配信先となる国や地域を考慮して適切なサービスを実施するための通信システムなどがあ
る（例えば、特許文献１参照。）。
　また、ローミング先エリアでのローミングユーザーに対して容易にサービス提供を行う
ことが可能な移動通信サービス制御方法及び移動通信サービス制御システムがある（例え
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ば、特許文献２参照。）。
【特許文献１】特開２００４－２３６１８２号
【特許文献２】特開２００３－６１１３２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、図７に示す国際ローミングサービス利用による通信料金は、国内における通信
料金よりも著しく高額となる。また、課金される額も利用者が滞在している国によってば
らばらであり、アメリカなど、滞在している国によっては、着信する場合にも料金がかか
る場合もある。
　従って、利用者が思いがけず高額な通信料金を支払わざるを得なくなるという問題があ
った。一方、電話をかける前に通信料金を知るためには、インターネット等にアクセスし
、発信国や着信国などを指定し、通信環境に合わせた通信料金を探し出さなければならず
、煩雑であり、負担がかかるという問題があった。
【０００６】
　本発明の課題は、ローミングの利用による通信料金を容易に知ることができるとともに
、不意に通信料金が利用者へ課金されることを防止することが可能な移動通信端末、ＩＣ
カード、移動通信システム、プログラム及び通信料金通知方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、以下のような解決手段により、前記課題を解決する。なお、理解を容易にす
るために、本発明の実施例に対応する符号を付して説明するが、これに限定されるもので
はない。すなわち、請求項１の発明は、各ローミングエリアにおける通信料金情報を記憶
する通信料金情報記憶手段（１６）と、基地局（２２、３２）から送出されている情報を
受信する基地局送出情報受信手段（１３，Ｓ１００、１３，Ｓ３００）と、前記基地局送
出情報受信手段によって受信される情報に基づいてローミングエリアに在圏することを検
出するローミングエリア在圏検出手段（１１，Ｓ１１０、１８，Ｓ３１０）と、前記ロー
ミングエリア在圏検出手段によって在圏が検出された場合に、前記基地局送出情報受信手
段によって受信された情報に基づいて、前記通信料金情報記憶手段から前記在圏するロー
ミングエリアについての通信料金情報を読み出して、取得する通信料金情報取得手段（１
１）と、前記通信料金情報取得手段によって取得された通信料金情報を利用者に通知する
通信料金情報通知手段（１１，１４，Ｓ１６０、１１，１４，Ｓ３７０）とを備える移動
通信端末（１０）である。
【０００８】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の移動通信端末において、前記通信料金情報通知手
段は、適切なタイミングで利用者に料金情報を通知することを特徴とする移動通信端末（
１０）である。
【０００９】
　請求項３の発明は、請求項１又は請求項２に記載の移動通信端末において、前記通信料
金情報通知手段は、前記通信料金情報取得手段によって取得された通信料金情報を表示す
る表示手段（１４）を有することを特徴とする移動通信端末（１０）である。
【００１０】
　請求項４の発明は、請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の移動通信端末に
おいて、前記通信料金情報取得手段は、前記在圏するローミングエリアについての通信料
金情報の提供を移動通信システムへ要求する通信料金情報提供要求手段と、前記通信料金
情報提供要求手段の要求に応じて前記移動通信システムから送信される通信料金情報を受
信する通信料金情報受信手段とを有することを特徴とする移動通信端末（１０）である。
【００１１】
　請求項５の発明は、請求項１から請求項４までのいずれか１項に記載の移動通信端末に
おいて、前記通信料金情報記憶手段に記憶されている通信料金情報の更新の必要があるか
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否かを移動通信システム（２）に対して問い合わせる更新必要性問い合わせ手段（１１，
１３，Ｓ１２０）と、前記更新必要性問い合わせ手段の問い合わせに応じて前記移動通信
システムによって更新が必要と判定された場合に、前記移動通信システムから送信される
更新情報を受信する更新情報受信手段（１１，１３，Ｓ１５０）と、前記更新情報受信手
段によって受信された更新情報に基づいて前記通信料金情報記憶手段に記憶されている通
信料金情報を更新する更新手段（１１）とを備えることを特徴とする移動通信端末（１０
）である。
【００１２】
　請求項６の発明は、請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載の移動通信端末に
おいて、前記ローミングエリア在圏検出手段によって在圏が検出された場合に、その旨を
利用者に通知するローミングエリア在圏通知手段を備え、前記通信料金情報通知手段は、
利用者からの指示があった場合に前記通信料金情報取得手段によって取得された通信料金
情報を利用者に通知することを特徴とする移動通信端末（１０）である。
【００１３】
　請求項７の発明は、請求項１から請求項６までのいずれか１項に記載の移動通信端末に
おいて、前記通信料金情報通知手段は、前記在圏するローミングエリアにおいて、利用者
から発信指示があった場合に、又は、利用者から発信準備の指示があった場合に、この発
信先との通信にかかる通信料金情報を利用者に通知することを特徴とする移動通信端末（
１０）である。
【００１４】
　請求項８の発明は、請求項１から請求項７までのいずれか１項に記載の移動通信端末に
おいて、前記通信料金情報通知手段は、前記在圏するローミングエリアにおいて着信する
場合に、通信確立前の着信についての処理をきっかけとし、この着信後の通信にかかる通
信料金情報を利用者に通知することを特徴とする移動通信端末（１０）である。
【００１５】
　請求項９の発明は、請求項１から請求項８までのいずれか１項に記載の移動通信端末に
おいて、前記通信料金情報取得手段は、前記ローミングエリア在圏検出手段によって複数
のローミングエリアに在圏していることが検出された場合に、前記在圏している複数の各
ローミングエリアにおける通信料金情報を取得し、前記通信料金情報通知手段は、前記通
信料金情報取得手段によって取得された前記在圏している複数の各ローミングエリアにお
ける通信料金情報を利用者に通知することを特徴とする移動通信端末である。
【００１６】
　請求項１０の発明は、各ローミングエリアにおける通信料金情報を記憶する通信料金情
報記憶手段を備える移動通信端末に着脱自在であり、装着されている移動通信端末と通信
可能なＩＣカードであって、装着されている移動通信端末が基地局から受信する情報に基
づいて、ローミングエリアに在圏することを検出するローミングエリア在圏検出手段と、
前記ローミングエリア在圏検出手段によって在圏が検出された場合に、前記移動通信端末
に対して、前記基地局から受信する情報に基づいて前記通信料金情報記憶手段から在圏す
るローミングエリアにおける通信料金情報を取得し、表示することを要求する通信料金情
報表示要求手段とを備えることを特徴とするＩＣカード（１８）である。
【００１７】
　請求項１１の発明は、移動通信端末に着脱自在であり、装着されている移動通信端末と
通信可能なＩＣカードであって、各ローミングエリアにおける通信料金情報を記憶する通
信料金情報記憶手段と、装着されている移動通信端末が基地局から受信する情報に基づい
て、ローミングエリアに在圏することを検出するローミングエリア在圏検出手段と、前記
ローミングエリア在圏検出手段によって在圏が検出された場合に、前記基地局から受信す
る情報に基づいて、前記通信料金情報記憶手段から前記在圏するローミングエリアについ
ての通信料金情報を読み出して、取得する通信料金情報取得手段と、前記通信料金情報取
得手段によって取得された通信料金情報を前記移動通信端末へ送信し、通信料金情報につ
いての表示を要求する通信料金情報表示要求手段とを備えることを特徴とするＩＣカード
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（１８）である。
【００１８】
　請求項１２の発明は、移動通信端末のローミングによる通信を行うための移動通信シス
テムであって、移動通信端末から受信する位置登録要求に基づいて、前記移動通信端末の
ローミングエリアに在圏することを検出するローミングエリア在圏検出手段（２４－２，
Ｓ２１０）と、ローミングによる通信にかかる通信料金を示す通信料金情報を記憶する通
信料金情報記憶手段（２５）と、前記ローミングエリア在圏検出手段によって在圏が検出
された場合に、前記移動通信端末が在圏するローミングエリアにおける通信料金情報を前
記通信料金情報記憶手段から読み出す通信料金情報読み出し手段（２５）と、前記通信料
金情報読み出し手段によって読み出された通信料金情報を、前記移動通信端末に送信する
通信料金情報送信手段（２５，２４－２）とを備えることを特徴とする移動通信システム
（２－２）である。
【００１９】
　請求項１３の発明は、各ローミングエリアにおける通信料金情報を記憶する通信料金情
報記憶手段を備える移動通信端末に実行させるプログラムであって、基地局から送出され
ている情報を受信する基地局送出情報受信手順（Ｓ１００、Ｓ３００）と、前記基地局送
出情報受信手順によって受信される情報に基づいて、ローミングエリアに在圏することを
検出するローミングエリア在圏検出手順（Ｓ１１０、Ｓ３１０）を備え、前記ローミング
エリア在圏検出手順において在圏を検出した場合に、前記基地局送出情報受信手順によっ
て受信された情報に基づいて、前記通信料金情報記憶手段から前記在圏するローミングエ
リアについての通信料金情報を読み出して、前記在圏するローミングエリアにおける通信
料金情報を取得する通信料金情報取得手順と、前記通信料金情報取得手順において取得し
た通信料金情報を利用者に通知する通信料金情報通知手順（Ｓ１６０、Ｓ３７０）とを備
えることを特徴とするプログラムである。
【００２０】
　請求項１４の発明は、請求項１３に記載のプログラムにおいて、前記通信料金情報通知
手順は、前記通信料金情報取得手順において取得した通信料金情報を表示する表示手順（
Ｓ１６０、Ｓ３７０）を有することを特徴とするプログラムである。
【００２１】
　請求項１５の発明は、請求項１３又は請求項１４に記載のプログラムにおいて、前記通
信料金情報取得手順は、前記在圏するローミングエリアについての通信料金情報の提供を
移動通信システムへ要求する通信料金情報提供要求手順と、前記通信料金情報提供要求手
順における要求に応じて前記移動通信システムから送信される通信料金情報を受信する通
信料金情報受信手順とを有することを特徴とするプログラムである。
【００２２】
　請求項１６の発明は、請求項１３から請求項１５までのいずれか１項に記載のプログラ
ムにおいて、記憶されている通信料金情報の更新の必要があるか否かを移動通信システム
に対して問い合わせる更新必要性問い合わせ手順（Ｓ１２０、Ｓ３２０）と、前記更新必
要性問い合わせ手順における問い合わせに応じて前記移動通信システムによって更新が必
要と判定された場合に、前記移動通信システムから送信される更新情報を受信する更新情
報受信手順（Ｓ１５０、Ｓ３５０）と、前記更新情報受信手順において受信した更新情報
に基づいて、前記記憶されている通信料金情報を更新する更新手順とを備えることを特徴
とするプログラムである。
【００２３】
　請求項１７の発明は、請求項１３から請求項１６までのいずれか１項に記載のプログラ
ムにおいて、前記ローミングエリア在圏検出手順において在圏を検出した場合に、その旨
を利用者に通知するローミングエリア在圏通知手順を備え、前記通信料金情報通知手順は
、利用者からの指示があった場合に前記通信料金情報取得手順において取得した通信料金
情報を利用者に通知することを特徴とするプログラムである。
【００２４】
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　請求項１８の発明は、請求項１３から請求項１７までのいずれか１項に記載のプログラ
ムにおいて、前記通信料金情報通知手順は、前記在圏するローミングエリアにおいて、利
用者から発信指示があった場合に、又は、利用者から発信準備の指示があった場合に、こ
の発信先との通信にかかる通信料金情報を利用者に通知することを特徴とするプログラム
である。
【００２５】
　請求項１９の発明は、請求項１３から請求項１８までのいずれか１項に記載のプログラ
ムにおいて、前記通信料金情報通知手順は、前記在圏するローミングエリアにおいて着信
する場合に、通信確立前の着信についての処理をきっかけとし、この着信後の通信にかか
る通信料金情報を利用者に通知することを特徴とするプログラムである。
【００２６】
　請求項２０の発明は、請求項１３から請求項１９までのいずれか１項に記載のプログラ
ムにおいて、前記通信料金情報取得手順は、前記ローミングエリア在圏検出手順において
複数のローミングエリアに在圏していることを検出した場合に、前記在圏している複数の
各ローミングエリアにおける通信料金情報を取得し、前記通信料金情報通知手順は、前記
通信料金情報取得手順において取得した前記在圏している複数の各ローミングエリアにお
ける通信料金情報を利用者に通知することを特徴とするプログラムである。
【００２７】
　請求項２１の発明は、移動通信端末（１０）のローミングによる通信にかかる通信料金
情報を利用者に通知するために、各ローミングエリアにおける通信料金情報を記憶する通
信料金情報記憶手段を備える移動通信システム（１）が実行する通信料金通知方法であっ
て、前記移動通信端末が基地局（２２、３２）から受信する情報に基づいて、前記移動通
信端末のローミングエリアに在圏することを検出するエリア在圏検出ステップ（Ｓ１１０
、Ｓ２１０、Ｓ３１０）と、前記エリア在圏検出ステップにおいて在圏が検出された場合
に、前記基地局から受信された情報に基づいて、前記通信料金情報記憶手段から前記在圏
するローミングエリアについての通信料金情報を読み出して、前記移動通信端末が在圏す
るローミングエリアにおける通信料金情報を取得する通信料金情報取得ステップと、前記
通信料金情報取得ステップにおいて取得した通信料金情報を利用者に通知する通信料金情
報通知ステップ（Ｓ１６０、Ｓ２５０、Ｓ３７０）とを備えることを特徴とする通信料金
通知方法である。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明による移動通信端末、ＩＣカード、移動通信システム、プログラム及び通信料金
通知方法によれば、以下の効果を得ることが可能となる。
　（１）ローミングエリアに在圏することを検出した場合に、ローミングエリアにおける
通信料金情報を表示するなど、通信料金を利用者に通知することによって、利用者は、ロ
ーミングによる通信を行う前に簡便に通信料金を知ることができ、利用者の利便性を向上
するとともに、ローミングの利用に対して不意に通信料金が利用者へ課金されることを防
止する。
　（２）特に、予め設定した所定の適切なタイミングで通信料金を利用者へ通知すること
によって、利用者の利便性を一層向上することが可能となる。
　（３）移動通信端末が、位置登録エリア報知情報など、基地局から送出されている情報
に基づいてローミングエリアに在圏することを検出することによって、移動通信端末及び
移動通信システム間において従来から行われている処理を活用し、効率的に在圏の検出を
行うことが可能となる。また、従来の移動通信システムに大きな改変を施すことなく、発
明を実現することができ、実現性が高い。
　（４）移動通信端末が、記憶している通信料金情報を読み出すことによって、通信料金
情報を取得することによって、移動通信システムから取得する場合に比べて通信量の増加
を抑えることができ、処理の迅速化を図るとともに、発明の実現性が高い。
　（５）移動通信端末が移動通信システムから受信した更新情報に基づいて通信料金情報
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を更新することによって、正確な通信料金情報を利用者に通知することが可能となる。
　（６）ローミングエリアに在圏することを利用者に通知し、指示に応じて通信料金を利
用者に通知することによって、利用者は、容易に通信料金の変化を知ることができるとと
もに、必要な場合に、通信料金を容易に知ることが可能となる。
　（７）ローミングエリアにおいて、利用者からの発信指示、又は、発信準備の指示があ
った場合に、この発信先との通信にかかる通信料金情報を利用者に通知することによって
、利用者は、発信操作に関連して表示される通信料金情報に基づいて発信を止めるべきか
を判断することができるなど、タイミングよく利用者に通信料金情報を通知することが可
能となる。
　（８）ローミングエリアにおいて着信する場合に、呼び出しなどの通信確立前の着信に
ついての処理をきっかけとし、通信料金情報を利用者に通知することによって、利用者は
、電話に出る直前に着信にかかる通信料金を知り、電話に出るかを判断することができる
など、タイミングよく利用者に通信料金情報を通知することが可能となる。
　（９）移動通信システムが通信料金情報を記憶し、移動通信端末に提供することによっ
て、正確な通信料金情報を利用者に通知することが可能となる。
　（１０）複数のローミングエリアに在圏していることを検出し場合に、各ローミングエ
リアにおける通信料金情報を利用者に通知することによって、利用者は、いずれの通信網
を利用して通信を行うかを通信料金情報に基づいて選択することが可能となる。
　（１１）ＩＣカードが、ローミングエリア在圏検出手段、通信料金情報表示要求手段を
備えることによって、一般的な移動通信端末に大きな改変を加えることなく、本発明を実
現することができ、実現性が高い。同様に、利用者が移動通信端末を交換した場合であっ
ても、ＩＣカードを新たな携帯電話機へ移し替えることによって、容易に本発明を実現す
ることが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　本発明は、ローミングの利用による通信料金を容易に知ることができるとともに、不意
に通信料金が利用者へ課金されることを防止するという目的を、基地局から送出されてい
る情報を受信する基地局送出情報受信部と、基地局送出情報受信部によって受信される情
報に基づいてローミングエリアに在圏することを検出するエリア在圏検出部と、ローミン
グエリアに在圏することを検出した場合に、このローミングエリアにおける通信料金情報
を取得する通信料金情報取得部と、通信料金情報取得部によって取得された通信料金情報
を利用者に通知する通信料金情報通知部とを備える移動通信端末によって実現する。
【実施例１】
【００３０】
　以下、図面などを参照して、本発明の実施例をあげて、さらに詳しく説明する。
　図１は、本発明による移動通信システムの実施例における概略構成を示す図である。
　図１に示すように、通信システム１は、携帯電話機１０と、携帯電話機１０及び他の通
信端末間の通信を媒介する移動通信システム２などとを備えている。通信システム１は、
旅行などによって、携帯電話機１０のホームエリアであるＡ国からローミングエリアであ
るＢ国へ持ち出された携帯電話機１０が移動通信システム２を介して、他の通信端末とロ
ーミングによる通信（音声通信、データ通信）を行うシステムである。
　なお、通常、ホーム網による通信サービスが受けられるエリアであるホームエリア、ロ
ーミング網による通信サービスが受けられるエリアであるローミングエリアは、地域的に
存在し、ホームエリア及びローミングエリアが同一国内に混在する、複数のローミングエ
リアが重複して同一国内に混在するなど、国の範囲とホームエリア、ローミングエリアは
異なっているが、実施例においては、説明の便宜上、ホームエリアをＡ国内とし、ローミ
ングエリアをＢ国内とする。
【００３１】
　図２は、本発明による移動通信端末及び移動通信システムの実施例１における構成を示
すブロック図である。
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　図２に示すように、携帯電話機１０は、移動して通信を行うことが可能な移動通信端末
であって、ＣＰＵ、記憶装置、入出力装置、無線通信装置などを備える携帯電話機に所定
のプログラムを搭載することによって実現される。携帯電話機１０は、制御部１１と、制
御部１１に接続されている入力部１２、通信部１３、表示部１４、音声入出力部１５、記
憶部１６及びリーダライタ（Ｒ／Ｗ）１７と、Ｒ／Ｗ１７に接続されているＵＩＭ１８な
どとを備えている。
【００３２】
　制御部１１は、ＣＰＵなどから構成され、ＣＰＵが記憶装置に記憶されているプログラ
ムを実行することによって実現され、携帯電話機１０を統括制御する。制御部１１の機能
の詳細については、図３を用いて後述する。
　入力部１２は、使用者から携帯電話機１０へ情報を伝達させるための入力ボタンなど、
使用者の操作に従って情報を入力する入力装置である。通信部１３は、アンテナなどを備
え、無線での基地局２２，３２との通信を制御する。表示部１４は、携帯電話機１０から
使用者へ情報を伝達させるためのディスプレイなどの表示装置である。音声入出力部１５
は、音声の入出力装置であって、マイクなどの音声を入力する音声入力部、スピーカーな
どの音声を出力する音声出力部などを有している。
【００３３】
　記憶部１６は、プログラム、データを記憶するメモリ、ハードディスクなどの記憶装置
である。記憶部１６は、料金情報テーブル、そのバージョン情報などの通信料金に関連す
る料金関連情報を記憶している。料金情報テーブルは、図７に示すように、ローミングに
よる通信にかかる単位時間あたりの通信料金などを示し、ローミング先の国など、ローミ
ングエリアごとに、国コード、時差、通信事業者名、発信側になる場合、着信側になる場
合にかかる単位時間当たりの通信料金などを対応させている。図７は、Ａ国を日本とした
場合の料金情報テーブルであり、例えば、発信側にかかる通信料金は、携帯電話機１０の
在圏のローミングエリア（本実施例においてＢ国）から同一のローミングエリア内（Ｂ国
）まで、在圏のローミングエリアから利用者のホームエリア（日本）まで、在圏のローミ
ングエリア（Ｂ国）から前記エリア（日本及びＢ国）以外のエリアまでなど、発信先のエ
リアの属性によって異なっている。
　Ｒ／Ｗ１７は、ＵＩＭ１８との通信インターフェイスであって、制御部１１の制御に従
って、ＵＩＭ１８へのデータの書き込み、データの読み出しなどを行う。
【００３４】
　ＵＩＭ（Ｕｓｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）１８は、利用者識別情報を記録
したＩＣカードであって、携帯電話機１０に装着され、利用者の識別などに使用される。
ＵＩＭ１８は、ＣＰＵなどの中央処理演算装置、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭなどの記
憶装置、接触端子などのＲ／Ｗ１７との通信を媒介する通信インターフェイスなど（図示
しない。）を備えている。ＵＩＭ１８は、Ｒ／Ｗ１７を介して携帯電話機１０と通信する
ことが可能であって、携帯電話機２０からコマンド（命令）を受信し、このコマンドに応
じて処理を行い、処理結果をレスポンス（応答）として携帯電話機２０へ返信する携帯型
の情報処理装置である。
　また、ＵＩＭ１８は、電話帳、クレジット決済用の個人識別情報などの利用者の個人情
報を記録している。なお、ＵＩＭはＵＳＩＭ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ
ｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）、ＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉ
ｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）などと言われることもある。また、携帯電話機１０は、ＵＩＭ１８
の代わりに、同様の機能を有するＳＤカードにチップモジュールを埋め込んだものなどを
装着してもよく、携帯電話機１０に装着するＩＣカードの形状は限定されない。
【００３５】
　ＵＩＭ１８は、位置情報を記憶している。位置情報は、在圏する国を識別する国コード
、在圏する通信網を識別するための通信網コード、在圏位置を示し、通信システム２０の
各無線ゾーン（位置登録エリア）を識別するための位置コードなどを含み、携帯電話機１
０の位置や、利用可能な通信網を示す情報である。移動通信システム１の各無線ゾーンに



(12) JP 4629482 B2 2011.2.9

10

20

30

40

50

対応して設置される各基地局２２，３２は、各無線ゾーンを識別するための位置コードを
含む位置登録エリア情報報知を繰り返し送出し続ける。また、ホーム網２０の各基地局２
２は、Ａ国を示す国識別コード、ホーム網２０を示す通信網識別コードを含む位置登録エ
リア情報報知を繰り返し送出し続け、ローミング網３０の各基地局３２は、Ｂ国を示す国
識別コード、ローミング網３０を示す通信網識別コードを含む位置登録エリア情報報知を
送出する。携帯電話機１０は、最寄りの基地局から繰り返し送出されている位置登録エリ
ア情報報知を受信し、位置登録エリア情報報知に含まれる位置情報が変わった場合には、
この位置情報をＵＩＭ１８に書き込み、位置情報を更新する（後述する図３参照。）。
【００３６】
　移動通信システム２は、Ａ国内に設けられている移動通信システムであるホーム網２０
、Ｂ国内に設けられている移動通信システムであるローミング網３０などを備え（図１参
照。）、ホーム網２０及びローミング網３０は、通信回線、ＰＯＩ（Ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　
Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を介して接続されている。移動通信システム２は、携帯電話機１０
のローミングによる通信について接続制御を行う。ホーム網２０は、Ａ国内において携帯
電話機１０に対して、携帯電話通話サービスなどの移動通信サービスを提供する移動通信
システムであり、携帯電話機１０の利用者が利用契約を結んでいる通信事業者（Ａ通信事
業者）によって運営されている。ローミング網３０は、Ａ通信事業者とローミングの契約
を結んでいるＢ通信事業者によって運営され、Ｂ国内において移動通信サービスを提供す
るシステムである。
【００３７】
　ホーム網２０は、交換機２１と、交換機２１に接続されている基地局２２、ＨＬＲ２３
及び料金情報関連サーバ２４などとを備えている。基地局２２は、無線ゾーンに対応させ
てＡ国内に分散して設けられ、対応する無線ゾーン（位置登録エリア）内で位置登録エリ
ア情報報知を送出するなど、対応する無線ゾーン内の携帯電話機１０と無線通信を行う。
　また、交換機２１は、ホーム網２０の通信エリア内の携帯電話機１０からの発信、携帯
電話機１０への着信に係る呼の接続制御などを行う。ＨＬＲ２３は、携帯電話機１０の移
動管理や発着信管理を行うホームロケーションレジスタであって、加入者情報が登録され
ている。Ａ国内において、携帯電話機１０は、基地局２２と無線通信を行い、この基地局
２２と接続されている交換機２１を介して他の通信端末と通信を行う。
【００３８】
　料金情報関連サーバ２４は、ＣＰＵ、記憶装置、入出力装置、通信装置などを備えるサ
ーバコンピュータに所定のプログラム及びデータを搭載することによって実現される。料
金情報関連サーバ２４は、料金情報テーブル、そのバージョン情報などの通信料金関連情
報を記憶している。料金情報テーブルは、図７に示すように、ローミングによる通信にか
かる単位時間あたりの通信料金を示し、ローミング先の国ごとに、国コード、時差、通信
事業者名、各国における発信、着信にかかる単位時間当たりの通話料などを対応させてい
る。
　料金情報関連サーバ２４は、携帯電話機１０からの問い合わせに応じて、携帯電話機１
０に格納されている料金情報テーブルが最新のものか否かを判定し、最新のものでない場
合には、最新の料金情報テーブルを携帯電話機１０に提供する（後述する図３参照。）。
【００３９】
　ローミング網３０は、無線ゾーンに対応させてＢ国内に分散して設けられている基地局
３２と、各基地局３２に接続され、ローミング網３０の通信エリア内の携帯電話機１０か
ら発信があった場合や携帯電話機１０への着信があった場合に呼の接続制御を行なう交換
機３１などとを備えている。ローミング網３０内において、携帯電話機１０は、基地局３
３２と無線通信を行い、この基地局３２と接続されている交換機３１を介して他の通信端
末と通信を行う。
【００４０】
　図３は、本発明による移動通信端末及び移動通信システムの動作、プログラム、通信料
金通知方法を示すフローチャートであって、携帯電話機１０が発信する場合に利用者に通



(13) JP 4629482 B2 2011.2.9

10

20

30

40

50

信料金を通知するための処理を示している。以下、携帯電話機１０の制御部１１、移動通
信網システム２のＨＬＲ２３及び料金情報関連サーバ２４の処理を中心に説明する。
　ユーザは、Ｂ国に入国後、初めて携帯電話機１０の電源を入れる。図３に示すように、
ステップ１００（以下、「ステップ」を「Ｓ」という。）において、携帯電話機１０は、
ネットワーク選択を行い、携帯電話機１０及び移動通信システム２間でアタッチが行われ
る。その後、携帯電話機１０は、ローミング網３０の最寄りの基地局３２から位置登録エ
リア情報報知を受信し、この位置登録エリア情報報知に含まれる位置情報と、渡航前にＡ
国内で基地局２２から受信してＵＩＭ１８に格納されている位置情報とが異なるか否かを
判定する。携帯電話機１０は、位置情報が異なっていることを確認して、ＵＩＭ１８の位
置情報を更新し、位置登録要求を基地局３２へ送信する。移動通信システム２は、交換機
３１が基地局３２を介して位置登録要求を受信して、ＨＬＲ２３へ転送し、ＨＬＲ２３が
受信した位置登録要求に基づいて、携帯電話機１０の位置情報をＢ国の国コード、ローミ
ング網３０の通信網コード、在圏している無線ゾーンの位置コードを含む位置情報に更新
する。
【００４１】
　携帯電話機１０は、基地局３２から受信した位置情報に基づいて、ローミングエリアに
在圏することを検出するとともに、在圏するローミングエリアがＢ国であることを識別す
る（Ｓ１１０）。携帯電話機１０は、記憶部１６に記憶している料金情報テーブルのバー
ジョンナンバーなどのバージョン情報を交換機３１へ送信し、交換機３１は、このバージ
ョン情報を料金情報関連サーバ２４に転送する（Ｓ１２０）。
　料金情報関連サーバ２４は、バージョン情報に基づいて、携帯電話機１０に記憶されて
いる料金情報テーブルが最新のものか否かを判定する（Ｓ１３０）。判定の結果、料金情
報テーブルが最新のものであった場合には、料金情報関連サーバ２４は、更新の必要がな
い旨の通知を携帯電話機１０に送信する（Ｓ１４０）。携帯電話機１０は、この通知を受
信し、基地局３２から受信した位置情報に基づいて、記憶部１６に記憶されている料金情
報テーブルのＢ国の通信料金情報を読み出して表示部１４に表示し（Ｓ１６０）、利用者
に通知する。
　一方、料金情報テーブルが最新のものでない場合には、料金情報関連サーバ２４は、最
新の料金情報テーブルを携帯電話機１０に送信する（Ｓ１５０）。携帯電話機１０は、最
新の料金情報テーブルを受信し、記憶部１６に書き込み、料金情報テーブルを更新すると
ともに、記憶部１６に記憶されている料金情報テーブルのＢ国の通信料金情報を読み出し
て表示部１４に表示する（Ｓ１６０）。
【００４２】
　このように、実施例１によれば、携帯電話機１０は、電源がＯＮにされてＢ国に在圏す
ることを検出した場合に、Ｂ国における通信料金情報を表示部１４に表示し、通信料金を
利用者に通知するため、利用者は、ローミングによる通信を行う前に簡便に通信料金を知
ることができ、利用者の利便性を向上するとともに、ローミングの利用に対して不意に通
信料金が利用者へ課金されることを防止することが可能となった。
　携帯電話機１０は、移動通信システム２から各エリアに送出されている位置登録エリア
情報報知に基づいてＢ国に在圏することを検出するため、移動通信端末及び移動通信シス
テム間において従来から行われている処理を活用し、効率的に在圏の検出を行うことが可
能となった。また、従来の移動通信システムに大きな改変を施すことなく、発明を実現す
ることができ、実現性が高い。
　携帯電話機１０は、最新の通信料金情報を移動通信システム２から取得するため、正確
な通信料金情報を利用者に通知することが可能となった。
【実施例２】
【００４３】
　図４は、本発明による移動通信端末及び移動通信システムの実施例２における構成を示
すブロック図である。
　なお、前述した実施例と同様な機能を果たす部分には、同一の符号又は末尾に統一した
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符号を付して、重複する説明や図面を適宜省略する。
　図４に示すように、通信システム１－２は、携帯電話機１０－２と、移動通信システム
２－２とを備え、Ａ国からＢ国へ持ち出された携帯電話機１０－２が移動通信システム２
－２を介して他の通信端末と通信を行う通信システムである。
　携帯電話機１０－２は、制御部１１－２と、制御部１１－２に接続されている入力部１
２、通信部１３、表示部１４、音声入出力部１５、記憶部１６－２及びＲ／Ｗ１７と、Ｒ
／Ｗ１７に接続されているＵＩＭ１８などとを備えている。
　制御部１１－２は、ＣＰＵなどから構成され、ＣＰＵが記憶装置に記憶されているプロ
グラムを実行することによって実現され、携帯電話機１０を統括制御する。制御部１１の
機能の詳細については、図５を用いて後述する。記憶部１６－２は、実施例１と異なり、
料金情報テーブルなどの料金関連情報を記憶している必要はない。
【００４４】
　移動通信システム２－２は、通信回線及びＰＯＩなどを介して接続されているホーム網
２０－２及びローミング網３０などを備えている。
　ホーム網２０－２は、交換機２１と、交換機２１に接続されている基地局２２、ＨＬＲ
２３－２及び料金情報関連サーバ２４－２、料金情報関連サーバ２４－２に接続されてい
る料金関連情報データベース２５（以下、「データベース」を「ＤＢ」という。）などと
を備えている。
　ＨＬＲ２３－２は、携帯電話機１０－２からの位置登録要求に応じて携帯電話機１０－
２の位置情報を更新した場合に、その旨を料金情報関連サーバ２４－２へ通知する。
料金情報関連サーバ２４－２は、ＨＬＲ２３－２からの位置情報変更通知を受けた場合に
、携帯電話機１０の更新後の登録位置に基づいて、携帯電話機１０がＢ国のローミングエ
リアに在圏することを検出し、料金関連情報ＤＢ２５からＢ国に対応する料金情報を取得
し、携帯電話機１０に提供する（後述する図５参照。）。
【００４５】
　図５は、本発明による移動通信端末及び移動通信システムの動作、プログラム、通信料
金通知方法を示すフローチャートであって、携帯電話機１０－２が発信する場合に利用者
に通信料金を通知するための処理を示している。以下、携帯電話機１０－２の制御部１１
－２、移動通信網システム２－２のＨＬＲ２３－２及び料金情報関連サーバ２４－２の処
理を中心に説明する。
　図５に示すように、ユーザは、Ｂ国に入国後初めて携帯電話機１０－２の電源を入れ、
携帯電話機１０－２及び移動通信網システム２－２間でアタッチが行われ（Ｓ２００）、
携帯電話機１０－２は、位置コードが異なっていることを確認してＵＩＭ１８の位置情報
を更新し、位置登録要求を基地局３２へ送信する。ＨＬＲ２３－２は、この位置登録要求
に応じて、携帯電話機１０－２の位置情報をＢ国で在圏している無線ゾーンを示す位置情
報に更新し、その旨を料金情報関連サーバ２４－２へ通知する。料金情報関連サーバ２４
－２は、ＨＬＲ２３－２からの位置情報変更通知を受け、この位置情報変更通知に基づい
て、携帯電話機１０－２がＢ国のローミングエリアに在圏することを検出する（Ｓ２１０
）。料金情報関連サーバ２４は、料金関連情報ＤＢ２５に対して、このローミングエリア
（Ｂ国）に対応する料金情報の送信を要求し（Ｓ２２０）、料金情報の提供を受ける（Ｓ
２３０）。
　料金情報関連サーバ２４は、交換機３１を介してＳＭＳ（ショートメッセージサービス
）によって、料金関連情報ＤＢ２５から受信した料金情報を携帯電話機１０－２へ送信す
る（Ｓ２４０）。携帯電話機１０－２は、このＳＭＳを受信し、料金情報を表示部１４に
表示する（Ｓ２５０）。
【００４６】
　このように、実施例２によれば、移動通信システム２－２が携帯電話機１０－２のロー
ミングエリアへの検出、通信料金情報の保管、携帯電話機１０－２への提供を行う場合に
も、実施例１と同様の効果を得ることが可能となった。
【００４７】
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（変形例）
　以上説明した実施例に限定されることなく、種々の変形や変更が可能であって、それら
も本発明の均等の範囲内である。例えば、各実施例において、通信システム１，１－２は
、携帯電話機１０がＢ国内に入ってから電源がＯＮにされ、アタッチを行うことをきっか
けとして通信料金を携帯電話機１０，１０－２に表示するが、通信料金の利用者への通知
のきっかけはこれに限定されない。例えば、Ａ国及びＢ国が陸続きである場合に、電源が
ＯＮのまま、携帯電話機１０，１０－２がホーム網２０，２０－２の通信エリアからロー
ミング網３０の通信エリアに移動した場合には、ローミングエリアに在圏することの検出
をきっかけとして通信料金を表示部１４に表示し、音声やバイブレーションなどのアラー
ムによって表示を利用者へ通知してもよい。また、ローミングエリアに在圏することを検
出した場合に、携帯電話機１０，１０－２は、その旨や、通信料金が以前（Ａ国内におけ
る通信料金）と異なる旨を利用者に通知し、その後に利用者からの指示があった場合に通
信料金情報を表示してもよい。
【００４８】
　更に、ローミングエリアにおいて、携帯電話機１０，１０－２から電話をかける場合に
、利用者の入力部１２の操作によって発信指示を入力した場合、又は、携帯電話機１０，
１０－２の電話帳機能が呼び出されるなど、利用者から発信準備の指示があった場合をき
っかけとして通信料金を表示部１４に表示してもよい。なお、この場合には、通信料金情
報の更新、又は、通信料金情報の取得のために携帯電話機１０，１０－２及び料金情報関
連サーバ２４，２４－２が通信を行うタイミングは、ローミングエリアに在圏することの
検出をきっかけとしてもよく、発信指示などをきっかけとしてもよく、ローミングエリア
に在圏することの検出から通信料金の表示までの間に行われれば、そのタイミングは限定
されない。また、発信指示をきっかけとした場合には、移動通信システム２，２－２は、
電話番号（固定電話）や、発信先の通信端末の加入者情報が格納されているＨＬＲからの
情報などに基づいて発信先の通信端末が在る国を識別し、発信国（Ｂ国）だけでなく、発
信国及び着信国に対応した通信料金を表示部１４に表示してもよい。利用者は、発信操作
に関連して表示される通信料金情報に基づいて発信を止めるべきかを判断することができ
るなど、タイミングよく利用者に通信料金情報を通知することが可能となる。
【００４９】
　更にまた、携帯電話機１０，１０－２がローミングエリアにおいて着信する場合に、通
信確立前の着信についての処理をきっかけとし、この着信後の通信にかかる通信料金情報
を表示部１４に表示してもよい。つまり、発信元へ応答通知を返して通信が確立するまで
に行う、認証、チャンネル通知受信、呼び出しなどのいずれかの処理をきっかけとして通
信料金情報を表示部１４に表示してもよい。なお、この場合にも、通信料金情報の更新、
又は、通信料金情報の取得のために携帯電話機１０，１０－２及び料金情報関連サーバ２
４，２４－２が通信を行うタイミングは、限定されない。また、移動通信システム２，２
－２は、発信元の電話番号などに基づいて発信元の通信端末が在る国を識別し、発信国及
び着信国（Ｂ国）に対応した通信料金を表示部１４に表示してもよい。
　利用者は、電話に出る直前に着信にかかる通信料金を知り、電話に出るかを判断するこ
とができるなど、タイミングよく利用者に通信料金情報を通知することが可能となる。
【００５０】
　各実施例において、通信システム１は、携帯電話機１０，１０－２が複数のローミング
エリアに在圏している場合に、携帯電話機１０，１０－２が複数のローミングエリアに在
圏していることを検出し、複数の各ローミングエリアにおける通信料金情報を利用者に通
知してもよい。複数のローミングエリアに在圏するとは、例えば、Ｂ国内に、Ｂ通信事業
者が運営するローミング網３０に加えて、Ａ通信事業者とローミング契約を結んでいるＣ
通信事業者が運営するローミング網３０’（図示しない。）があり、ローミング網３０に
よってローミングサービスが提供されるローミングエリアと、ローミング網３０’による
ローミングエリアが重複しているエリアに在圏することである。
【００５１】
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　携帯電話機１０，１０－２は、各ローミング網３０，３０’の基地局３２から送出され
る位置登録エリア情報報知を受信し、この位置登録エリア情報報知に含まれる通信網コー
ドに基づいて、ローミング網３０，３０’に在圏することを検出する。このエリアに携帯
電話機１０，１０－２が在圏する場合に、通信システム１は、ローミング網３０のローミ
ングエリアにおける通信料金と、ローミング網３０’のローミングエリアにおける通信料
金とを利用者に通知してもよい。通知方法は、各ローミング網３０，３０’に在圏してい
ることを検出したときに、それぞれのローミング網３０，３０’の通信料金などの各通信
事業者の情報をＳＭＳなどで個別に利用者に通知してもよいし、利用可能なローミング網
３０，３０’の通信料金を一括してＳＭＳなどで利用者に通知してもよい。また、Ｂ国で
利用可能な全てのローミング網の通信料金など、Ｂ国の通信事業者の情報を利用者に通知
してもよい。なお、この通信後にＢ国において再度ローミング網３０，３０’を介して位
置登録をする場合には、この情報を再度利用者に通知しなくてもよい。また通信料金を個
別に通知する場合には、同一のローミング網３０，３０’を介して再度位置登録を行うと
きに通信料金を再度通知しなくてもよい。
【００５２】
　一般的に、携帯電話機１０は、複数の通信事業者が提供する複数の通信網を利用可能な
場合には、ホーム網が含まれているか、最後に利用した通信網が含まれているか、通信網
の電界の強度、ＵＳＩＭ１８に記憶されている優先網リストなどに基づいて、いずれの通
信網を利用するかを選択する。
　一括して利用可能なローミング網３０，３０’の通信料金を通知することによって、利
用者が利用する通信網を選択することができ、利用者の利便性を向上することが可能とな
る。なお、ローミング網３０，３０’の通信料金を取得した場合に、自動的に安い方を利
用するように携帯電話機１０を設定し、利用する安い方の通信料金を通知してもよい。
【００５３】
　各実施例において、移動通信システム２，２－２は、Ｂ国内の位置を示す位置情報をＨ
ＬＲ２３，２３－２に登録しているが、ローミング網３０がＧＬＲ（Ｇａｔｅｗａｙ　Ｌ
ｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒｓ）を備えている場合には、このＧＬＲに登録しても
よい。ＧＬＲは、ローミングサービスによってホーム網２０，２０－２のＨＬＲ２３，２
３－２へ毎回位置登録を行った場合には、特に大都市圏などにおいて、ホーム網２０，２
０－２及びローミング網３０間の通信量が大きなものとなる。これに対処するため、初回
に携帯電話機１０，１０－２のローミングエリアへの移動に関する位置登録をＨＬＲ２３
，２３－２に対して行い、その情報の複製をローミング網３０のＧＬＲに保存しておくこ
とによって、２回目以降の移動時にはＧＬＲへ位置登録を行い、通信量を軽減するととも
に、ＨＬＲ２３，２３－２へのアクセスなしに加入者情報を利用することが可能となる。
【００５４】
　各実施例において、ＨＬＲ２３，２３－２、料金情報関連サーバ２４，２４－２、料金
関連情報ＤＢ２５は、ホーム網２０，２０－２に設けられているが、ローミング網３０に
設けられていてもよく、交換機３１などを介して携帯電話機１０と通信を行うことができ
ればよく、設置場所、所属先は、限定されない。
【００５５】
　各実施例において、携帯電話機１０は、基地局３２から受信する位置情報に基づいてロ
ーミングエリアに在圏することを検出するが、基地局３２から送出され、受信した情報に
基づいて、ローミングエリアに在圏することを検出することができれば、検出方法はこれ
に限定されず、基地局３２から受信した他の情報に基づいて検出を行ってもよい。
【００５６】
　実施例１において、ローミングエリアに在圏することの検出、料金情報テーブルについ
ての料金情報関連サーバ２４への問い合わせ、料金情報テーブルの管理など、携帯電話機
１０の制御部１１や記憶部１６の本発明にかかる機能をＵＩＭ１８、携帯電話機１０に付
属しているＩＣチップなどが備えていてもよい。
　例えば、図６に示すように、Ｐｒｏａｃｔｉｖｅコマンドなどを利用して、ＵＩＭ１８
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が携帯電話機１０に対して処理を要求し、ＵＩＭ１８主導で通信料金を利用者に通知して
もよい。ＵＩＭ１８は、位置情報に基づいて、ローミングエリアに在圏することを検出し
（Ｓ３１０）、記憶している料金情報テーブルのバージョン情報を、携帯電話機１０を通
じて移動通信システム２の料金情報関連サーバ２４に送信する（Ｓ３２０）。料金情報関
連サーバ２４は、料金情報テーブルが最新のものかどうかを判定し（Ｓ３３０）、料金情
報テーブルが最新のものであった場合には、更新の必要がない旨の通知を、携帯電話機１
０を通じてＵＩＭ１８に送信する（Ｓ３４０）。料金情報テーブルが最新のものでなかっ
た場合には、料金情報関連サーバ２４は、ＳＡＴ／ＵＳＡＴ（ＵＳＩＭ／ＳＩＭ　ＡＰＰ
ＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＴＯＯＬＫＩＴ）などを利用して、最新の料金情報テーブルを、携帯
電話機１０を通じてＵＩＭ１８に送信し、ＵＩＭ１８に記憶されている料金情報テーブル
に上書きし、料金情報テーブルの更新を行う（Ｓ３５０）。ＵＩＭ１８は、通信料金情報
を携帯電話機１０に送信して表示を要求し（Ｓ３６０）、携帯電話機１０は、通話料金情
報を表示する（Ｓ３７０）。
　このような機能を有するＵＩＭ１８を装着することによって、一般的な携帯電話機に大
きな改変を加えることなく、本発明を実現することができ、実現性が高い。同様に、利用
者が携帯電話機を交換した場合であっても、ＵＩＭ１８を新たな携帯電話機へ移し替える
ことによって、本発明を容易に実現することが可能である。
【００５７】
　実施例１において、携帯電話機１０は、ローミングエリアに在圏することを検出した場
合に、料金情報関連サーバ２４に通信料金情報の提供を要求し、料金情報関連サーバ２４
から要求に応じて提供されるローミングエリアにおける通信料金情報を受信し、表示部１
４に表示してもよい。
　また、実施例１において、ローミングエリアに在圏することを検出した場合に、携帯電
話機１０は、料金情報テーブルが最新のものであるかを料金情報関連サーバ２４に対して
問い合わせているが、この問い合わせのタイミングは、限定されず、例えば、発信時や着
信時、また、週に１度など、定期的に行ってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明による移動通信システムの実施例における概略構成を示す図である（実施
例１）。
【図２】本発明による移動通信端末及び移動通信システムの構成を示すブロック図である
（実施例１）。
【図３】本発明による移動通信端末及び移動通信システムの動作、プログラム、通信料金
通知方法を示すフローチャートである（実施例１）。
【図４】本発明による移動通信端末及び移動通信システムの構成を示すブロック図である
（実施例２）。
【図５】本発明による移動通信端末及び移動通信システムの動作、プログラム、通信料金
通知方法を示すフローチャートである（実施例２）。
【図６】本発明による移動通信端末及び移動通信システムの動作、プログラム、通信料金
通知方法を示すフローチャートである（変形例）。
【図７】国際ローミングにかかる通信料金を示す通信料金テーブルである。
【符号の説明】
【００５９】
　１，１－２　通信システム
　２，２－２　移動通信システム
　１０，１０－２　携帯電話機１０
　１１，１１－２　制御部
　１２　入力部
　１４　表示部
　１６，１６－２　記憶部
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　１８　ＵＩＭ
　２０，２０－２　ホーム網
　２１，３１　交換機
　２２，３２　基地局
　２３，２３－２　ＨＬＲ
　２４，２４－２　料金情報関連サーバ
　２５　料金関連情報ＤＢ
　３０　ローミング網

【図１】 【図２】



(19) JP 4629482 B2 2011.2.9

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】



(21) JP 4629482 B2 2011.2.9

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  梅野　寛
            東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号　大日本印刷株式会社内
(72)発明者  石川　秀俊
            東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ内

    審査官  松元　伸次

(56)参考文献  特開２０００－２６１５７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００２－５０５０６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－３３２９１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１１１９１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２６８２７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００２－５１３５２０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　　　７／２４－７／２６
              Ｈ０４Ｍ　　　３／００
              　　　　　　　３／１６－３／２０
              　　　　　　　３／３８－３／５８
              　　　　　　　７／００－７／１６
              　　　　　　１１／００－１１／１０
              　　　　　　１５／００－１５／３８
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００－９９／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

