
JP 4983325 B2 2012.7.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　あるユーザＡの携帯電話端末Ａから相手側のユーザＢの携帯電話端末Ｂへ、互いの実際
の携帯電話番号を通知せずに音声通話を行うニックネーム電話を提供するニックネーム電
話サービスの提供方法であって、
　前記携帯電話端末Ａと前記携帯電話端末Ｂとの前記ニックネーム通話を制御するニック
ネーム通話システムは、前記ユーザＡから前記ユーザＢへの前記ニックネーム電話の要求
に対し、前記ユーザＡから前記ユーザＢへの前記ニックネーム電話に対して一意に設定さ
れ、前記携帯電話端末Ｂの携帯電話番号Ｂとは異なる代替番号ＴＢを割当てて前記携帯電
話端末Ａに通知し、
　前記ニックネーム通話システムは、前記携帯電話端末Ａから前記代替番号ＴＢへの発呼
に対し、前記ユーザＢから前記ユーザＡへの前記ニックネーム電話に対して一意に設定さ
れ、前記携帯電話端末Ａの携帯電話番号Ａとは異なる代替番号ＴＡを前記携帯電話端末Ｂ
に通知し、
　前記携帯電話端末Ａから前記代替番号ＴＢに対する呼を、前記ニックネーム電話の転送
用の電話番号である通話継続用番号群のうち、未使用である通話継続用番号ＵＢを介して
前記携帯電話端末Ｂに転送すると共に、
　前記携帯電話端末Ｂから前記代替番号ＴＡに対する呼を、未使用である他の通話継続用
番号ＵＡを介して前記携帯電話端末Ａに転送するニックネーム電話サービスの提供方法。
【請求項２】
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　前記ニックネーム通話システムは、前記代替番号ＴＡ、ＴＢを、あるグループに所属す
る複数のユーザに対して、特定の１のユーザに前記ニックネーム電話を行う発信先の電話
番号として共有させる請求項１に記載のニックネーム電話サービスの提供方法。
【請求項３】
　前記ニックネーム通話システムは、
　前記ユーザＡによって指定された前記ユーザＢを識別するニックネームＢに対応する前
記携帯電話番号Ｂを取得し、
　　前記携帯電話番号Ａから前記携帯電話番号Ｂへのニックネーム電話に対し、一意に設
定される前記代替番号ＴＢを前記携帯電話番号Ｂに割当てる請求項１又は２に記載のニッ
クネーム電話サービスの提供方法。
【請求項４】
　前記ニックネーム通話システムは、
　前記携帯電話端末Ｂに通知された前記代替番号ＴＡと前記携帯電話番号Ｂを参照して前
記携帯電話番号Ａを取得し、
　　前記携帯電話番号Ａに対応する前記ユーザＡを識別するニックネームＡを取得する請
求項１乃至３のうちいずれか１項に記載のニックネーム電話サービスの提供方法。
【請求項５】
　　互いの実際の携帯電話番号を通知せずに音声通話を行うニックネーム電話を提供する
ニックネーム電話サービスシステムであって、
　　ユーザＡからユーザＢへの前記ニックネーム電話の要求に対し、前記ユーザＡから前
記ユーザＢへの前記ニックネーム電話に対して一意に設定され、前記ユーザＢの携帯電話
端末Ｂの携帯電話番号Ｂとは異なる代替番号ＴＢを割当てて前記ユーザＡの携帯電話端末
Ａに通知すると共に、前記携帯電話端末Ａから前記代替番号ＴＢへの発呼に対し、前記ユ
ーザＢから前記ユーザＡへの前記ニックネーム電話に対して一意に設定され、前記携帯電
話端末Ａの携帯電話番号Ａとは異なる代替番号ＴＡを前記携帯電話端末Ｂに通知する番号
割当機能と、
　　前記代替番号への発呼を着信し転送用の電話番号である通話継続用番号を介して着信
側携帯電話端末に着信させる前記呼制御機能と、
　　前記携帯電話端末から前記代替番号への発呼を前記通話継続用番号に転送するスイッ
チング機能とを有するニックネーム電話サービスシステム。
【請求項６】
　　前記代替番号を前記発信側電話端末と前記着信側電話端末とを対応付けて記憶した代
替番号対応テーブルを備え、
　　前記番号割当機能は、前記代替番号対応テーブルを参照し、前記発信側電話端末と前
記着信側電話端末に対応する前記代替番号を付与する
　　請求項５に記載のニックネーム電話サービスシステム。
【請求項７】
　　前記代替番号対応テーブルは、
　　前記発信側電話端末が異なっていれば、異なる前記着信側電話端末に対して、同一の
前記代替番号を設定することが可能であると共に、
　　前記発信側電話端末が異なっていれば、同一の前記着信側電話端末に対して、異なる
前記代替番号を設定することが可能である請求項６に記載のニックネーム電話サービスシ
ステム。
【請求項８】
　　前記番号割当機能は、前記代替番号対応テーブルに対応する前記代替番号がない場合
は、使用可能な電話番号を前記代替番号として割当て、前記代替番号対応テーブルに登録
する請求項７に記載のニックネーム電話サービスシステム。
【請求項９】
　　前記ユーザ同士を識別するニックネームと前記ユーザが有する携帯電話端末の携帯電
話番号とを対応付けられたプロファイルテーブルを更に有する請求項５乃至８のうちいず
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れか１項に記載のニックネーム電話サービスシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モバイルインターネット技術を利用したニックネーム電話サービスの提供方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、インターネット上のチャット、ブログ、オークションといったコミュニティ
サイトではユーザ同士のコミュニケーションは主に文字によって行われ、音声によるコミ
ュニケーションを行いたいというニーズがあった。しかしながら、電話端末や携帯電話端
末を利用する場合には、互いの電話番号を交換する必要があり、ユーザ同士で匿名性を保
持したまま音声によるコミュニケーションを図ることはできない。
【０００３】
　特許文献１には、ニックネームから接続相手先の電話番号を検索し、その検索結果を用
いて接続相手先の電話番号に電話をかけることが可能なサービスが記載されている。また
、特許文献２には、会員の携帯電話番号と識別番号とを対応付けてデータベースに記憶し
、ある会員から他の会員の識別番号が指定されて情報が送信された場合には、データベー
スを参照して当該会員からの情報を他の会員の携帯電話に送信するよう構成されたサービ
スが記載されている。これにより、携帯電話端末を用い、互いの匿名性を保持したままコ
ミュニケーションを図ることができる。
【特許文献１】特開２００１－１７７６６１号公報
【特許文献２】特開２００１－１８８７２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載されたサービスでは、ニックネームを指定するだけで
相手に電話をかけることは可能であるが、相手側に対し発信元の電話番号を通知しないで
通話を行うことに関しては何ら考慮されていない。そのため、特許文献１に記載されたニ
ックネーム電話サービスでは、発信元及び発信先の匿名性を保ちつつ、音声によるコミュ
ニケーションを行うことができないという問題点を有する。また、特許文献２に記載され
たサービスでは、会員同士の情報の送受信を行うのみであり、匿名性を保持したまま音声
を用いてリアルタイムにコミュニケーションを図ることができない。
【０００５】
　本発明はこのような問題点に鑑みてなされたものであり、コミュニティサイトのユーザ
同士で、発信元及び発信先の匿名性を保持しつつ、安心して音声通話を行うことができる
ニックネーム電話サービスの提供方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係るニックネーム電話サービスの提供方法の一態様は、あるユーザＡの携帯電
話端末Ａから相手側のユーザＢの携帯電話端末Ｂへ、互いの実際の携帯電話番号を通知せ
ずに音声通話を行うニックネーム電話を提供するニックネーム電話サービスの提供方法で
あって、前記ユーザＡから前記ユーザＢへの前記ニックネーム電話の要求に対し、前記ユ
ーザＡから前記ユーザＢへの前記ニックネーム電話に対して一意に設定され、前記携帯電
話端末Ｂの携帯電話番号Ｂとは異なる代替番号ＴＢを割当て、前記携帯電話端末Ａから前
記代替番号ＴＢへの発呼に対し、前記ユーザＢから前記ユーザＡへの前記ニックネーム電
話に対して一意に設定され、前記携帯電話端末Ａの携帯電話番号Ａとは異なる代替番号Ｔ
Ａを前記携帯電話端末Ｂに通知して前記携帯電話端末Ａからの発呼を前記携帯電話端末Ｂ
に着信させるものである。
【０００７】
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　このように、ユーザＡは、ユーザＡからユーザＢへのニックネーム通話に対して一意に
設定される代替番号ＴＢを発信先としてニックネーム電話をかけるため、ユーザＡの携帯
電話番号ＢはユーザＡには知られず、また、ユーザＢからユーザＡへのニックネーム通話
に対して一意に設定される代替番号ＴＡをユーザＢに通知するためユーザＡの携帯電話番
号Ａを知られないため、双方向に匿名性を有すると同時に、ユーザＢには、代替番号ＴＡ
が通知されるため安心して通話をすることができる。
【０００８】
　また、本発明に係るニックネーム電話サービスの提供方法の他の一態様は、上記ニック
ネーム電話サービスの提供方法において、前記携帯電話端末Ａから前記代替番号ＴＢに対
する呼を、前記ニックネーム電話の転送用の電話番号である通話継続用番号群のうち、未
使用である通話継続用番号ＵＢを介して前記携帯電話端末Ｂに転送すると共に、前記携帯
電話端末Ｂから前記代替番号ＴＡに対する呼を、未使用である他の通話継続用番号ＵＡを
介して前記携帯電話端末Ａに転送するものである。このように、通話時には、通話継続用
番号を用いることによって、通話中では代替番号を使用せずにニックネーム通話を行うこ
とができる。
【０００９】
　また、本発明に係るニックネーム電話サービスの提供方法の他の一態様は、上記ニック
ネーム電話サービスの提供方法において、前記代替番号ＴＡ、ＴＢは、あるグループに所
属する複数のユーザに対して、特定の１のユーザに前記ニックネーム電話を行う発信先の
電話番号として共有されるものである。このように、グループ内で代替番号を共有するこ
とにより、全てのユーザの携帯電話端末に対して代替番号を用意する必要がない。
【００１０】
　また、本発明に係るニックネーム電話サービスの提供方法の他の一態様は、上記ニック
ネーム電話サービスの提供方法において、前記ユーザＡによって指定された前記ユーザＢ
を識別するニックネームＢを参照して前記ニックネームＢに対応する前記携帯電話番号Ｂ
を取得し、前記携帯電話番号Ａから前記携帯電話番号Ｂへのニックネーム電話に対し、一
意に設定される前記代替番号ＴＢを割当てるものである。このように、ニックネームＢに
対応する前記携帯電話番号Ｂを取得することにより、ユーザＡはニックネームＢを指定す
ることによりユーザＢにニックネーム電話をかけることができる。
【００１１】
　また、本発明に係るニックネーム電話サービスの提供方法の他の一態様は、上記ニック
ネーム電話サービスの提供方法において、前記携帯電話端末Ｂに通知された前記代替番号
ＴＡと前記携帯電話番号Ｂを参照して前記携帯電話番号Ａを取得し、前記携帯電話番号Ａ
に対応する前記ユーザＡを識別するニックネームＡを取得するものである。このように、
携帯電話端末Ｂに通知された代替番号ＴＡと携帯電話番号Ｂを参照してニックネームＡを
取得することにより、携帯電話端末ＢにニックネームＡを表示してユーザＡからの着信を
知らせることができる。
【００１２】
　また、本発明に係るニックネーム電話サービスシステムの一態様は、互いの実際の携帯
電話番号を通知せずに音声通話を行うニックネーム通話を提供するニックネーム電話サー
ビスシステムであって、前記携帯電話端末に対して実際の携帯電話番号とは異なり、発信
側携帯電話端末から着信側携帯電話端末への前記ニックネーム電話に対して一意に設定さ
れる代替番号を付与する番号割当機能と、前記代替番号への発呼を着信する呼制御機能と
、前記携帯電話端末からの発呼を前記呼制御機能に転送するスイッチング機能と、を有す
るものである。
【００１３】
　また、本発明に係るニックネーム電話サービスシステムの他の一態様は、上記ニックネ
ーム通話サービスシステムにおいて、前記代替番号を記憶した代替番号対応テーブルを備
え、前記番号割当機能は、前記代替番号対応テーブルを参照して前記携帯電話端末に対応
する前記代替番号を付与するものである。
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【００１４】
　また、本発明に係るニックネーム電話サービスシステムの他の一態様は、上記ニックネ
ーム通話サービスシステムにおいて、前記番号割当機能は、前記代替番号対応テーブルに
対応する前記代替番号がない場合は、使用可能な電話番号を前記代替番号として割当て、
前記代替番号対応テーブルに登録するものである。また、前記代替番号対応テーブルは、
前記発信側電話端末が異なっていれば、異なる前記着信側電話端末に対して、同一の前記
代替番号を設定することが可能であると共に、前記発信側電話端末が異なっていれば、同
一の前記着信側電話端末に対して、異なる前記代替番号を設定することが可能なものであ
る。
【００１５】
　また、本発明に係るニックネーム電話サービスシステムの他の一態様は、前記ユーザ同
士を識別するニックネームと前記ユーザが有する携帯電話端末の携帯電話番号とを対応付
けられたプロファイルテーブルを更に有するものである。このようにプロファイルテーブ
ルを設けることにより、相手側のユーザのニックネームを取得することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、添付した図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１は、本発明
の実施形態に係るモバイルインターネット技術を利用したニックネーム電話サービスを実
施する、システム全体の構成例を示す図である。このシステムは、携帯電話端末１１、コ
ミュニティサイト１２、及びモバイル事業者管理システム１３を備えて構成されている。
【００１７】
　携帯電話端末１１は、通常の電話機能や、メール機能、ＷＥＢページを閲覧するブラウ
ザ機能といったモバイルインターネット機能に加えて、ニックネーム通話サービス用のア
プリケーションを備えている。ニックネーム通話サービス用のアプリケーションは、ニッ
クネーム通話を行う相手のニックネームを取得するニックネーム取得機能１４や、ニック
ネーム通話を行う際の自己及び相手の代替番号を取得する代替番号取得機能を備えている
。代替番号は、ニックネーム通話を行う際に発信側及び着信側の携帯電話端末に割当てら
れる番号であり、実際の携帯電話端末の番号（以下、実番号という）とは異なる番号であ
る。携帯電話端末１１は、モバイルインターネット機能を用いてコミュニティサイト１２
にアクセスしたり、ニックネーム電話発信要求（発信ユーザ）、電話着信時ニックネーム
取得、電話帳への自動登録、通話等を行うよう構成されている。なお、ニックネーム通話
を行う発信側のユーザである発信ユーザＡの携帯電話端末を１１Ａとし、着信側のユーザ
である着信ユーザＢの携帯電話端末を１１Ｂとする。
【００１８】
　コミュニティサイト１２は、発信ユーザＡ及び着信ユーザＢが利用する、チャット、ブ
ログ、オークション等の匿名で利用可能なコミュニティを提供しているサイトである。発
信ユーザＡ及び着信ユーザＢは、共にコミュニティサイト１２に加入済みであり、コミュ
ニティサイト１２にアクセスする際に、携帯電話端末に搭載されたＩＤ付与手段等によっ
て付与される一意なＩＤによって自動的に認証される。コミュニティサイト１２内では、
ユーザ同士はニックネームにより識別されている。コミュニティサイト１２は、ユーザの
アカウントよりユーザ管理を行っており、コミュニティサイト１２へのアクセスには認証
が必要である。また、コミュニティサイト１２は、モバイル事業者管理システム１３とセ
キュアなネットワークを有し、モバイル事業者管理システム１３に安定してアクセス可能
である。
【００１９】
　コミュニティサイト１２は、プロファイルテーブル２４及びニックネーム・電話番号変
換機能２５を備えている。プロファイルテーブル２４は、ミュニティサイト１２を利用す
るユーザによって、自己のプロファイルが登録されている。図２に示すように、プロファ
イルテーブル２４は、ユーザＩＤ、ニックネーム、及び携帯電話端末１１の実番号が対応
付けて記憶されている。ユーザＩＤは、コミュニティサイト１２にアクセス時に自動的に
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携帯電話端末１１により付与されるもので非公開である。ニックネームは、コミュニティ
サイト１２でユーザ同士を識別する識別手段であり、コミュニティサイト１２内で公開さ
れている。実番号は、各ユーザの有する携帯電話端末１１の実際の電話番号であり、コミ
ュニティサイト１２内では非公開である。ユーザに関する情報の開示は、各ユーザによっ
て別々に設定可能であり、少なくとも、図２に示す、ユーザＩＤ、ニックネーム及び携帯
電話端末１１の実番号が登録されている。
【００２０】
　モバイル事業者管理システム１３は、モバイルネットワーク１６、ニックネーム通話シ
ステム１７、使用中番号管理テーブル２１、及び代替番号対応テーブル２２を備えて構成
されている。モバイルネットワーク１６は、携帯電話回線網やパケット通信網といったネ
ットワークである。モバイル事業者管理システム１３は、携帯電話端末１１のブラウザ機
能からモバイルネットワーク１６を介してコミュニティサイト１２にアクセス可能である
。モバイル事業者管理システム１３は、ニックネーム電話通信時に回線交換網を通じてニ
ックネーム電話サービスと通話パスを接続するよう構成されている。また、通話中の呼を
別ユーザに転送するなどの付加サービスを提供することも可能である。
【００２１】
　ニックネーム通話システム１７は、モバイルネットワーク１６と同等の機能を備え、モ
バイルネットワーク１６から着信先ネットワークとして認識されるものとする。ニックネ
ーム通話システム１７は、番号割当機能１８、スイッチング機能１９、及び呼制御機能２
０を備えている。ニックネーム通話システム１７は、ニックネーム電話に使用される専用
の携帯電話番号を複数プールしている。プールされている携帯電話番号は、代替番号群Ｔ
１～Ｔｎと通話継続用番号群Ｕ１～Ｕｍにそれぞれ割当てられている。代替番号Ｔｎは、
ニックネーム通話開始時の宛先を示す電話番号であり、通話継続用番号Ｕｍは、ニックネ
ーム通話継続時の転送を行うための電話番号である。
【００２２】
　代替番号Ｔｎは、携帯電話端末１１に通知される通話相手の仮の電話番号であり、実番
号Ａ、Ｂとは異なる電話番号である。代替番号Ｔｎは、図３に示すように、代替番号対応
テーブル２２によって管理されている。代替番号対応テーブル２２は、発信元の携帯電話
端末１１の実番号、仮の携帯電話番号である代替番号Ｔｎ、及び最終的に着信する携帯電
話端末の実番号が対応付けて記憶されている。代替番号Ｔｎは、発信元の番号と最終着の
番号の組み合わせに対して、一意に対応付けられている。代替番号Ｔｎは、発信ユーザと
着信ユーザの組み合わせに対し設定されるため、発信ユーザが異なっていれば、着信ユー
ザが同一でも一次着の代替番号Ｔｎは異なる番号でよい。また、発信ユーザが異なってい
れば、一次着の代替番号Ｔｎが同一であっても最終着が異なる電話番号でもよい。すなわ
ち、代替番号群Ｔ１～Ｔｎの数は、１人のユーザがニックネーム通話の相手として登録で
きる最大数である。以下では、図３の一番上のテーブルに示すように、発信元の実番号が
番号Ａであり、代替番号が番号ＴＢであり、最終的に着信する番号が番号Ｂである場合の
代替番号対応テーブル２２を、"発＝番号Ａ、一次着＝代替番号ＴＢ、最終着＝番号Ｂ"と
記載する。
【００２３】
　代替番号Ｔｎは、コミュニティサイト１２の同一グループＧ１内で共有するよう構成す
ることもできる。すなわち、コミュニティサイト１２の同一グループ内に所属するすべて
のユーザに対して、ユーザＡの代替番号Ｔｎを代替番号ＴＡとして設定することができる
。同時に、この代替番号ＴＡを、グループＧ１とは異なるグループＧ２に所属するすべて
のユーザに対してユーザＢの代替番号として設定することができる。このように、代替番
号Ｔｎは、発信ユーザと着信ユーザの異なる組み合わせにおいて共有されている。
【００２４】
　通話継続用番号Ｕｍは、通話開始時に実番号Ａから代替番号Ｔｎに宛てて送信された呼
を、通話継続時に転送する通話中の転送先の仮の電話番号である。すなわち、通話継続用
番号Ｕｍの数は、ニックネーム通話システム１７に同時に接続できる携帯電話端末１１の
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最大数である。通話継続用番号Ｕｍは、図４に示すように、使用中番号管理テーブル２５
によって管理されている。使用中番号管理テーブル２５は、通話継続用番号Ｕｍと、その
使用状態とが対応付けられている。例えば、通話継続用番号Ｕ１がニックネーム電話に使
用されていれば、使用状況には「使用中」と示され、通話継続用番号Ｕ２が未使用であれ
ば「未使用」と示される。
【００２５】
　番号割当機能１８は、ニックネーム通話開始時に代替番号対応テーブル２２を参照し、
該当する代替番号群Ｔ１～Ｔｎを携帯電話端末１１に送信すると共に、ニックネーム通話
継続時に使用中番号管理テーブル２１を参照し、使用していない通話継続用番号Ｕｍを転
送用の電話番号としてニックネーム電話に割当てるよう構成されている。スイッチング機
能１９は、ニックネーム電話開始時に携帯電話端末１１から代替番号Ｔｎへの呼を、通話
継続用番号Ｕｍに転送するよう構成されている。
【００２６】
　次に、このように構成されたシステムにおけるニックネーム電話サービスの提供方法に
ついて説明する。図５～図９は、発信ユーザＡの有する携帯電話端末１１Ａから、着信ユ
ーザＢの有する携帯電話端末１１Ｂへニックネーム電話をかけた場合の、ニックネーム電
話サービスの提供方法に係るシーケンス図である。
【００２７】
　図５に示すように、はじめに、（１）発信ユーザＡは、携帯電話端末１１Ａを介してコ
ミュニティサイト１２のページに用意されている代替着信番号取得ページへアクセスし、
ニックネーム通話を行いたい相手のニックネームＢを指定する。発信ユーザＡは、コミュ
ニティサイト１２にアクセスする際にＩＤ付与手段により送信されるユーザＩＤによって
自動的に認証される。この認証以降では、ユーザＩＤを元に発信ユーザＡの人物特定が可
能である。携帯電話端末１１Ａは、ニックネームＢを有する着信ユーザＢの代替番号Ｂの
取得要求を行う。
【００２８】
　次に、（２）コミュニティサイト１２のニックネーム・電話番号変換機能２５は、発信
ユーザＡのユーザＩＤをキーとしてプロファイルテーブル２４を参照し、アクセスしてい
る発信ユーザＡの携帯電話端末１１Ａの実番号Ａを取得する。また、ニックネーム・電話
番号変換機能２５は、発信ユーザＡによって指定された相手のニックネームＢに対応する
着信ユーザＢの携帯電話端末１１Ｂの実番号Ｂを取得する。（３）コミュニティサイト１
２のニックネーム・電話番号変換機能２５は、ニックネーム通話システム１７の番号割当
機能１８に対して発信元番号である番号Ａ、及び発信先番号である番号Ｂを送信する。
【００２９】
　次に、（４）発信元番号である番号Ａ、及び発信先番号である番号Ｂを受信した番号割
当機能１８は、代替番号対応テーブル２２から"発＝番号Ａ、最終着＝番号Ｂ"を有するテ
ーブルを検索する。番号割当機能１８は、"発＝番号Ａ、最終着＝番号Ｂ"に該当するテー
ブルがある場合には、そのテーブルが有する一次着に該当する番号を代替番号ＴＢとして
割当てる。"発＝番号Ａ、最終着＝番号Ｂ"に該当するテーブルがない場合は、プールして
いる代替番号群Ｔ１～Ｔｎから、未アサインの番号を選択し代替番号ＴＢとして割当て、
代替番号対応テーブル２２に"発＝番号Ａ、一次着＝番号ＴＢ、最終着＝番号Ｂ"と記録す
る。
【００３０】
　次に、（５）ニックネーム通話システム１７は、割当てた代替番号ＴＢをコミュニティ
サイト１２に送信して応答する。（６）コミュニテティサイト１２は、ニックネーム・電
話番号変換機能２５でこの応答を受け取り、発信ユーザＡの携帯電話端末１１Ａに対して
代替番号ＴＢを送信して応答する。（７）発信ユーザＡの携帯電話端末１１Ａは、代替番
号ＴＢを受け取ると、ニックネームＢと代替番号ＴＢを対応付けて自動的に電話帳に登録
する。（８）発信ユーザＡの端末操作により、携帯電話端末１１Ａから代替番号ＴＢへ発
信する。
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（９）携帯電話端末１１Ａの代替番号ＴＢへの発呼は、ニックネーム通話システム１７へ
ルーティングされる。スイッチング機能１９は、代替番号ＴＢへの発呼を呼制御機能２０
へ着信させる。
【００３１】
　続いて図６に示すように、（１０）呼制御機能２０は、代替番号対応テーブル２４を参
照し、受け取った"発＝番号Ａ、一次着＝番号ＴＢ"に該当するテーブルを検索し、該当し
たテーブルが有する"最終着＝番号Ｂ"を取得する。ここで、代替番号対応テーブル２４に
"発＝番号Ａ、一次着＝番号ＴＢ"に該当するテーブルがなく、"最終着＝番号Ｂ"が取得で
きない場合には、コミュニティサイト１２に所属していない人物からの発呼であると判断
してシーケンスを終了する。
【００３２】
　次に、（１１）呼制御機能２０は、番号割当機能１８によって通話継続用番号Ｕ１～Ｕ
ｍから使用可能な通話継続用番号を取得し、通話継続用番号ＵＢの使用状態を使用可能か
ら使用中に変更して、通話継続用番号ＵＢに対して発呼を転送する。通話切断後、番号割
当機能１８は通話継続用番号ＵＢの使用状態を使用可能に変更する。これにより、他の発
信ユーザに通話継続用番号ＵＢを割当てることができる。（１２）スイッチング機能１９
は、通話継続用番号ＵＢに対する発呼を呼制御機能２０に転送する。これにより、発信ユ
ーザＡとニックネーム通話システム１７との間にセッションが確立する。

【００３３】
　次に、（１３）呼制御機能２０は、"発＝番号Ｂ、最終着＝番号Ａ"として、代替番号対
応テーブル２４を参照し、対応するテーブルから"一次着＝代替番号ＴＡ"を取得する。"
発＝番号Ｂ、最終着＝番号Ａ"に該当するテーブルが代替番号対応テーブル２４に登録さ
れていない場合には、呼制御機能２０は、番号割当機能１８に対して代替番号ＴＡのアサ
インを要求する。番号割当機能１８は、プールしている代替着信側番号群Ｔ１～Ｔｎから
未アサインの番号を選択し、代替番号ＴＡとして割当てる。その後、番号割当機能１８は
、代替番号対応テーブル２２に"発＝番号Ｂ、一次着＝番号ＴＡ、最終着＝Ａ"を記録する
。次に、（１４）代替番号ＴＡを取得した呼制御機能２０は実番号Ｂへ発信する。（１５
）ニックネーム通話システム１７のスイッチング機能１９は、呼制御機能２０の発呼をモ
バイルネットワーク１６を介して携帯電話端末１１Ｂに転送する。
【００３４】
　続いて図７に示すように、（１６）携帯電話端末１１Ｂのニックネーム取得機能１４は
、着信ユーザＢのユーザＩＤと共に、発信ユーザＡの代替番号ＴＡをコミュニティサイト
１２のニックネーム問い合わせページに送信する。（１７）ニックネーム・電話番号変換
機能２５は、着信ユーザＢのユーザＩＤから実番号Ｂを取得する。（１８）ニックネーム
・電話番号変換機能２５は、ニックネーム通話システム１７の番号割当機能１８に発信元
番号である実番号Ｂ、及び発信先番号Ｔｏである代替番号ＴＡを送信する。（１９）番号
割当機能１８は、代替番号対応テーブル２２を参照し、"発＝番号Ｂ、一次着＝代替番号
ＴＡ"をキーとして検索し、対応するテーブルから"最終着＝実番号Ａ"取得して、ニック
ネーム・電話番号変換機能２５に応答する。
【００３５】
　次に、（２０）ニックネーム・電話番号変換機能２５は、プロファイルテーブル２４を
検索して、実番号Ａに対応するニックネームＡを取得し、着信ユーザＢの携帯電話端末１
１Ｂに対してニックネームＡを応答する。（２１）携帯電話端末１１Ｂのニックネーム取
得機能１４は、ニックネームＡを携帯電話端末１１Ｂの電話帳に自動登録する。（２２）
携帯電話端末１１Ｂのニックネーム取得機能１４は、着信ユーザＢの携帯電話端末１１Ｂ
の画面表示部にニックネームＡを表示し、ニックネームＡからの着信であることを着信ユ
ーザＢに通知する。
【００３６】
　続いて図８に示すように、（２３）着信ユーザＢの端末操作によってニックネームＡか
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らの呼をとると、着信ユーザＢはニックネーム通話システム１７と通話状態となる。ここ
で、実番号Ａと通話継続用番号ＵＢのセッションが確立し、代替番号ＴＡと実番号Ｂとの
セッションが確立する。（２４）ニックネーム通話システム１７の呼制御機能２０は、番
号割当機能１８を経由して通話継続用番号群Ｕ１～Ｕｍから未使用の電話番号を選択し通
話継続番号ＵＡを取得する。その後、番号割当機能１８は、通話継続番号ＵＡの使用状態
を未使用から使用中に変更する。（２５）ニックネーム通話システム１７は、代替番号Ｔ
Ａの実番号Ｂに対する発呼を通話継続番号ＵＡへ転送する。なお、この転送は、従来の通
話中転送の仕組みを用いることができる。これにより、実番号Ａと通話継続番号ＵＢとの
セッションが確立すると共に、通話継続番号ＵＡと実番号Ｂとのセッションが確立する。
【００３７】
　次に、（２６）呼制御機能２０は、番号Ａと番号Ｂとの間で音声メディアの送受信が行
われるよう指示する。なお、この音声メディアの送受信は、従来の第３者呼制御を用いる
ことができる。これにより、発信ユーザＡと着信ユーザＢとの通話が開始される。詳細に
は、実番号Ａと通話継続番号ＵＢとのセッションが確立され、通話継続番号ＵＡと実番号
Ｂとのセッションが確立され、番号Ａと番号Ｂとの音声通話が確立される。
【００３８】
　続いて図９に示すように、（２７）通話が終了し、発信ユーザＡが携帯電話端末１１Ａ
を端末操作して呼を切断する（又は、着信ユーザＢが携帯電話端末１１Ｂを操作して呼を
切断する）。（２８）これにより、呼制御機能２０は、切断要求モバイルＮＷによって相
手側の呼も自動的に携帯電話端末１１Ｂに送信する。（２９）番号割当機能１８は、通話
継続番号ＵＡ、ＵＢの使用状態を使用中から使用可能に変更する。
【００３９】
　発信ユーザＡの携帯電話端末１１Ａの電話帳には、着信ユーザＢのニックネームＢに対
応付けられた代替番号ＴＢが登録され、着信ユーザＢの携帯電話端末１１Ｂの電話帳には
、発信ユーザＡのニックネームＡに対応付けられた代替番号ＴＡが登録されているため、
発信ユーザＡから着信ユーザＢに再度電話をかけたい場合や、着信ユーザＢから発信ユー
ザＡに折り返し電話をかけたい場合には、電話帳から該当するユーザを読み出して通話を
行うことができる。この場合、シーケンス（８）から各手順を行えばよい。
【００４０】
　このように構成されたニックネーム電話サービスの提供方法では、発信ユーザＡは、自
分の携帯電話端末１１の番号を知られず匿名性を確保する一方で、着信ユーザＢにはニッ
クネームＡが通知されるため、人物特定ができ、安心して通話を行うことができる。
【００４１】
　また、ニックネーム通話システム１７とコミュニティシサイト１２とが連携することに
より、任意に通話可否を設定することができる。例えば、コミュニティの同一グループ内
に所属する人同士の通話を可能とし、それ以外の人からの着信を拒否するよう設定するこ
とができる。
【００４２】
　また、ニックネーム通話にあたっては、専用のＩＰ（Internet Protocol）電話機器や
ソフトは不要であり、エンドユーザである発信ユーザＡや着信ユーザＢは、携帯電話端末
１１に従来より搭載されているブラウザ機能及びメール機能を活用することで、簡単にニ
ックネーム通話を行うことができる。例えば、既存のＧＳＭ（Global System for Mobile
 Communications）などの移動通信網に拡張システムを外付けすることでも本発明を実施
することができる。
【００４３】
　また、ユーザ同士匿名で通話をすることができるため、ユーザにとって通話する相手を
増やしやすく、ユーザ間のコミュニケーションが促進される。また、代替番号ＴＡ、ＴＢ
を例えば、コミュニティサイト１２同一グループに所属するユーザで共有させれば、代替
番号Ｔｎをユーザ分用意する必要がない。ニックネーム通話中では、通話継続用番号Ｕｍ
によって通話が転送されるため、通話開始時のみ代替番号Ｔｎを使用するため、プールし
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ておく代替番号Ｔｎを削減することができる。
【００４４】
　また、各携帯電話端末１１Ｂ（１１Ａ）の電話帳には、ニックネームＡ（Ｂ）に対応付
けられた代替番号ＴＡ（ＴＢ）が登録されているため、ニックネーム通話を行う毎に、コ
ミュニティサイト１２のＷＥＢページにアクセスする必要がない。
【００４５】
　また、代替番号ＴＡ、ＴＢは、実番号Ａ、Ｂと異なる番号であるため、ユーザはニック
ネーム電話サービスの契約を解除することにより、携帯電話端末１１Ａ、１１Ｂに代替番
号ＴＡ、ＴＢに対する着信を容易に停止することができる。
【００４６】
　また、代替番号ＴＡ、ＴＢは、発信元の番号と最終着の番号の組み合わせに対して一意
に対応付けられているため、代替番号対応テーブル２２に"発＝実番号Ａ、一次着＝代替
番号ＴＢ、最終着＝実番号Ｂ"とある場合に、発信ユーザＡではない他の発信ユーザＣか
ら代替番号ＴＢに電話をかけた場合には、着信ユーザＢではないユーザが電話に出ること
となるため、他の発信ユーザＣに対して高い匿名性を保持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明に係るモバイルインターネット技術を利用したニックネーム電話サービス
を実施したニックネーム通話システム１０の一構成例を示す図である。
【図２】プロファイルテーブル２４を示す図である。
【図３】代替番号対応テーブル２２を示す図である。
【図４】使用中番号管理テーブル２１を示す図である。
【図５】ニックネーム電話サービスの提供方法におけるシーケンス図である。
【図６】図５に続く、ニックネーム電話サービスの提供方法におけるシーケンス図である
。
【図７】図６に続く、ニックネーム電話サービスの提供方法におけるシーケンス図である
。
【図８】図７に続く、ニックネーム電話サービスの提供方法におけるシーケンス図である
。
【図９】図８に続く、ニックネーム電話サービスの提供方法におけるシーケンス図である
。
【符号の説明】
【００４８】
１１...携帯電話端末　１２...コミュニティサイト　１３...モバイル事業者管理システ
ム
１４...ニックネーム取得機能　１６...モバイルネットワーク　
１７...ニックネーム通話システム　１８...番号割当機能　１９...スイッチング機能
２０...呼制御機能　２１...使用中番号管理テーブル　２２...代替番号対応テーブル
２４...プロファイルテーブル　２５...ニックネーム・電話番号変換機能
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