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(57)【要約】
【課題】ＩＭＳの利用登録が未完了の場合でも、ＩＭＳ
上で提供されるサービスの制御に用いられる設定情報を
ユーザ指定で書き換えたり読み出したりすることができ
る通信端末装置を提供する。
【解決手段】移動体通信網上の加入者識別情報が記憶さ
れた記憶手段と、ＩＭＳ上で複数のユーザに提供される
サービスの制御に用いられる設定情報が格納されたサー
バに、前記設定情報の書き換え及び読み出しの少なくと
も一方を行うためのメッセージを送信する手段と、前記
記憶手段に記憶されている前記加入者識別情報に基づい
て、前記書き換え及び読み出しの少なくとも一方を行う
設定情報のユーザを指定するユーザ識別情報を生成して
前記メッセージに書き込む手段と、を備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体通信網を介して通信可能な通信端末装置であって、
　前記移動体通信網上の加入者識別情報が記憶された記憶手段と、
　ＩＭＳ（ＩＰ・マルチメディア・サブシステム）上で複数のユーザに提供されるサービ
スの制御に用いられる設定情報が格納されたサーバに、前記設定情報の書き換え及び読み
出しの少なくとも一方を行うためのメッセージを送信する手段と、
　前記記憶手段に記憶されている前記加入者識別情報に基づいて、前記書き換え及び読み
出しの少なくとも一方を行う設定情報のユーザを指定するユーザ識別情報を生成して前記
メッセージに書き込む手段と、を備えることを特徴とする通信端末装置。
【請求項２】
　請求項１の通信端末装置において、
　前記記憶手段は、ＵＳＩＭ（ユニバーサル・サブスクライバー・アイデンティティ・モ
ジュール）であり、
　前記加入者識別情報は、ＩＭＳＩ（インターナショナル・モバイル・サブスクライバー
・アイデンティティ）であり、
　前記ユーザ識別情報は、前記ＩＭＳで用いられるＩＭＰＵ（ＩＭＳ・パブリック・ユー
ザ・アイデンティティ）の書式に準拠したテンポラリーＩＭＰＵであることを特徴とする
通信端末装置。
【請求項３】
　請求項１又は２の通信端末装置において、
　前記ＩＭＳ上で提供される前記サービスは、ＩＰ（インターネット・プロトコル）を用
いるパケットデータ網を介した音声通信サービスであることを特徴とする通信端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体通信網を介して通信可能な通信端末装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、移動体通信網を介して通信する通信端末装置で利用可能な通信サービスとして、
ＩＰ（インターネット・プロトコル）を用いるパケットデータ網を介して各種のマルチメ
ディアサービスを提供するＩＭＳ（ＩＰ・マルチメディア・サブシステム）通信サービス
が知られている。このＩＭＳでは、通信端末装置内に設けられた汎用ＩＣカード（以下「
ＵＩＣＣ」という。）に、移動体通信網上の加入者識別情報としてのＩＭＳＩ（インター
ナショナル・モバイル・サブスクライバー・アイデンティティ）やＭＳＩＳＤＮ（モバイ
ル・サブスクライバー・ＩＳＤＮ・ナンバー）とともに、ＩＭＳ上のユーザ識別情報とし
てのＩＭＰＵ（ＩＭＳ・パブリック・ユーザ・アイデンティティ）が格納される（非特許
文献１、２参照）。ＩＭＳＩ及びＭＳＩＳＤＮは、移動体通信網上の通話やＳＭＳ等の通
信サービスで用いられる識別情報であり、ＵＩＣＣのＵＳＩＭ（ユニバーサル・サブスク
ライバー・アイデンティティ・モジュール）領域に格納される。一方、ＩＭＰＵは、ＩＭ
Ｓ上のＶｏＬＴＥ（ボイス・オーバー・ＬＴＥ）（非特許文献３参照）の発信・着信、割
り込み着信（非特許文献４参照）や転送といった付加サービス機能の制御などで用いられ
るユーザ識別情報である。また、ＩＭＰＵは、ＩＭＳの利用登録の際に、ＭＳＩＳＤＮや
ＩＭＳＩに対応付けて生成され、ＵＩＣＣのＩＳＩＭ（ＩＭＳ・サブスクライバー・アイ
デンティティ・モジュール）領域に格納されるとともに、網側のＨＳＳ（ホーム・サブス
クライバー・サーバ）等のサーバに格納される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記ＩＭＳ上で提供される割込着信や転送設定等の付加サービスの制御は、ＸＤＭ（Ｘ
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ＭＬドキュメント管理）サーバに格納されているＸＭＬ（Extensible Markup Language）
文書に記述されている設定情報を利用して実現される（例えば、非特許文献３、５参照）
。このＸＭＬ文書は、その文書内の設定情報を、ＸＣＡＰ（ＸＭＬ・コンフィグレーショ
ン・アクセス・プロトコル）メッセージを用いて書き換えたり読み出したりすることがで
きるため、ＸＣＡＰ文書とも呼ばれる。サーバに格納されているＸＣＡＰ文書の設定情報
のうち、どのユーザのどのサービスの設定情報を書き換えたり取得したりするかは、ＸＣ
ＡＰメッセージのＵＲＩ（ユニフォーム リソース アイデンティファイア）の記述で指定
される。このＵＲＩにおいて書き換えや読み出しの対象となっている設定情報に対応する
ユーザを指定している記述部分は、ＸＵＩ（ＸＣＡＰ・ユーザ・アイデンティティ）と呼
ばれる。
【０００４】
　上記ＸＵＩには、上記設定情報のユーザを指定可能な次のような識別情報の値が設定さ
れる（非特許文献３参照）。例えば、通信端末装置がＩＳＩＭを備えている場合にはＩＳ
ＩＭに格納されているＩＭＰＵの初期値（ディフォルト・ＩＭＰＵ）が設定される。また
、通信端末装置がＵＳＩＭを備えている場合は、ＩＭＳを利用するための登録（以下「Ｉ
ＭＳ利用登録」という。）の際に通信網側から受信するＩＭＰＵの初期値（ディフォルト
・ＩＭＰＵ）が設定される。
【０００５】
　しかしながら、通信端末装置とサーバとの間のＸＣＡＰメッセージの送受信には、ＩＭ
Ｓ利用登録の完了が必要とされていないため、一度もＩＭＳ利用登録を実施しておらず（
例えば、ＶｏＬＴＥサービスに加入していないユーザがＶｏＬＴＥ対応の通信端末装置を
使用する場合）且つ通信端末装置がＩＳＩＭを備えていない場合には、ＸＣＡＰメッセー
ジのＸＵＩに設定すべき値が存在しない。そのため、上記ＩＭＳ上で提供されるサービス
の制御に用いられる特定ユーザの設定情報を書き換えたり読み出したりすることができな
い。
【０００６】
　本発明は以上の問題点に鑑みなされたものであり、その目的は、ＩＭＳの利用登録が未
完了の場合でも、ＩＭＳ上で提供されるサービスの制御に用いられる設定情報を、ユーザ
を指定して書き換えたり読み出したりすることができる通信端末装置を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様に係る通信端末装置は、移動体通信網を介して通信可能な通信端末装置
であって、前記移動体通信網上の加入者識別情報が記憶された記憶手段と、ＩＭＳ（ＩＰ
・マルチメディア・サブシステム）上で複数のユーザに提供されるサービスの制御に用い
られる設定情報が格納されたサーバに、前記設定情報の書き換え及び読み出しの少なくと
も一方を行うためのメッセージを送信する手段と、前記記憶手段に記憶されている前記加
入者識別情報に基づいて、前記書き換え及び読み出しの少なくとも一方を行う設定情報の
ユーザを指定するユーザ識別情報を生成して前記メッセージに書き込む手段と、を備える
。
　前記通信端末装置において、前記記憶手段は、ＵＳＩＭ（ユニバーサル・サブスクライ
バー・アイデンティティ・モジュール）であり、前記加入者識別情報は、ＩＭＳＩ（イン
ターナショナル・モバイル・サブスクライバー・アイデンティティ）であり、前記ユーザ
識別情報は、前記ＩＭＳで用いられるＩＭＰＵ（ＩＭＳ・パブリック・ユーザ・アイデン
ティティ）の書式に準拠したテンポラリーＩＭＰＵであってもよい。
　また、前記通信端末装置において、前記ＩＭＳ上で提供される前記サービスは、ＩＰ（
インターネット・プロトコル）を用いるパケットデータ網を介した付加サービスであって
もよい。
【発明の効果】
【０００８】
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　本発明によれば、ＩＭＳの利用登録が未完了の場合でも、ＩＭＳ上で提供されるサービ
スの制御に用いられる設定情報を、ユーザを指定して書き換えたり読み出したりすること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係る通信システムの一例を示す概略構成図。
【図２】本実施形態の通信端末装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図。
【図３】本実施形態の通信端末装置に装着されているＵＩＣＣのファイル構造の一例を示
すブロック図。
【図４】本実施形態の通信端末装置においてＩＭＳ利用登録前にＶｏＬＴＥの付加サービ
スである着信転送サービスの利用設定をＯＦＦからＯＮに変更する処理手順の一例を示す
シーケンス図。
【図５】本実施形態の通信端末装置においてＩＭＳ利用登録前にＶｏＬＴＥの付加サービ
スである割り込み着信サービスの設定情報を読み出す処理手順の一例を示すシーケンス図
。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、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通信端末装置によって通話（音声通信）や各種メッセー
ジの送受信が可能な通信システム全体の概略構成の一例を示す説明図である。本実施形態
の通信システムでは、複数の通信端末装置１０から電話サービスやメッセージ送受信の通
信サービスなどを利用することができる。
【００１１】
　本実施形態の通信端末装置１０は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄに準拠した移動
体通信網上でパケットデータ網を介した音声通信であるＶｏＬＴＥに対応した通信端末装
置であり、ユーザ装置（ＵＥ）とも呼ばれる。また、本実施形態の通信端末装置１０は、
３Ｇの移動体通信網上で回線交換網を介した通話機能も有し、ＶｏＬＴＥに対応していな
い通信端末装置との間では回線交換網を介して通話を行うことができる。
【００１２】
　移動体通信網２０は、基地局や無線ネットワーク制御装置等を含む無線アクセスネット
ワーク（ＲＡＮ）２１０と、Ｗ－ＣＤＭＡ（広帯域符号分割多重アクセス）等の３Ｇ（第
３世代）無線通信方式に対応したコアネットワーク２２０と、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａｄｖａ
ｎｃｅｄ無線通信方式に対応したコアネットワーク（ＥＰＣ：エボルブド・パケット・コ
ア）２４０とを備えている。更に、移動体通信網２０は、ＰＤＮ（パケットデータ網）と
して、移動体通信網２０内に構築された専用パケットデータ網２３０とＩＭＳ網２５０と
を備えている。
【００１３】
　また、移動体通信網２０は、図１において図示が省略されているが、各利用者による通
信サービスの利用を管理する通信サービス利用管理装置としてのＲＡＤＩＵＳ（リモート
認証ダイヤルイン ユーザー サービス）サーバを備えている。ＲＡＤＩＵＳサーバは、通
信端末装置１０を用いた通信サービスの利用者を識別する認証処理、認証済みの利用者に
対して通信サービスを提供するか否かを判断する処理、実際の通信サービスの利用情報を
記録するアカウンティング等を行う。
【００１４】
　無線アクセスネットワーク２１０は、Ｗ－ＣＤＭＡ等の３Ｇ無線通信方式の基地局（Ｎ
ｏｄｅＢ）２１１と、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ無線通信方式の基地局（ｅＮｏ
ｄｅＢ）２１２とを備えている。各基地局２１１、２１２はそれぞれ、管轄対象のセルご
とに設けられ、移動体通信網２０内の有線回線からのデータを無線インタフェースに合う
データフォーマットに変換し、管轄対象のセル内に在圏している通信端末装置１０に所定
の無線周波数で送信する。逆に無線周波数で送信される通信端末装置１０からのデータを
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受信して有線インタフェースに合うデータフォーマットに変換し、移動体通信網２０内の
有線回線部分に転送する。
【００１５】
　３Ｇのコアネットワーク２２０は、回線交換網、パケット交換網、位置登録管理装置と
してのＨＬＲ（ホーム・ロケーション・レジスタ）２２１、図示しない認証センター等を
備え、各通信端末装置１０間の通信等を中継するように通信制御を行う。更に、コアネッ
トワーク２２０は、各通信端末装置１０と、移動体通信網２０内の構成要素との間におけ
る通信を中継するように通信制御を行う。また、コアネットワーク２２０は、各通信端末
装置１０と他の通信網との間における通信を中継するように通信制御を行う。
【００１６】
　また、３Ｇのコアネットワーク２２０に含まれるパケット交換網は、ＳＧＳＮ（サービ
ング・ＧＰＲＳ・サポート・ノード）２２２やＧＧＳＮ（ゲートウェイ・ＧＰＲＳ・サポ
ート・ノード）２２３等のノードを有している。ＳＧＳＮ２２２は、基地局２１１が接続
されているＲＮＣ（無線ネットワーク制御装置）２１５とコアネットワーク２２０側のパ
ケット交換網との間のゲートウェイ機能と、各通信端末装置１０の位置管理、セキュリテ
ィ管理及びアクセス制御を行う機能とを有している。また、ＧＧＳＮ２２３は、コアネッ
トワーク２２０側のパケット交換網と専用パケットデータ網２３０との間のゲートウェイ
機能を有している。
【００１７】
　また、３Ｇのコアネットワーク２２０に含まれる回線交換網は、ＭＳＣ（モバイル交換
機）２２４と、ＧＭＳＣ（ゲートウェイＭＳＣ）２２５等のノードを有している。交換機
２２４は、通信端末装置１０が在圏するセルで通信端末装置１０の位置情報を登録し管理
するＶＬＲ（在圏・ロケーション・レジスタ）の機能と、呼制御機能とサービス制御機能
との間で行なわれるインタラクションのための一連のプロセスを実行するＳＳＦ（サービ
ス交換機能）の機能も有している。また、外部の回線交換電話網６０との間の音声通信な
どは関門交換機２２５を介して行うことができる。
【００１８】
　専用パケットデータ網２３０は、プロキシ（Ｐｒｏｘｙ）サーバ２３１、ゲートウェイ
（ＧＷ）サーバ２３２、ＷＥＢサーバ２３３、図示しない加入者情報データベース等を備
えている。プロキシサーバ２３１は、通信端末装置１０と、専用パケットデータ網２３０
内に設けられたＷＥＢサーバ２３３等の各種サーバ及びインターネット７０上のＷＥＢサ
ーバやダウンロードサーバ等の各種サーバ７１との間の通信を中継する処理を行う。また
、プロキシサーバ２３１は、３Ｇコアネットワーク２２０における通信プロトコルと専用
パケットデータ網２３０やインターネット７０における通信プロトコルが異なる場合に、
両通信プロトコルを合わせるためのプロトコル変換機能も有している。ゲートウェイサー
バ２３２は、移動体通信網２０内の専用パケットデータ網２３０とインターネット７０と
の間のゲートウェイ機能とファイヤウォール機能とを有している。
【００１９】
　ＬＴＥのコアネットワーク（ＥＰＣ）２４０は、ＨＳＳ（ホーム加入者サーバ）２４１
と、ＭＭＥ（モビリティ・管理・エンティティ）２４２と、ＳＧＷ（サービング・ゲート
ウェイ）２４３と、ＰＧＷ（パケットデータ網・ゲートウェイ）２４４と、ポリシー課金
制御装置であるＰＣＲＦ（ポリシー課金ルール機能）２４５とを備えている。ＨＳＳ２４
１は、加入者情報の管理やサービス制御などを行うサーバである。ＭＭＥ２４２は、基地
局（ｅＮｏｄｅＢ）２１２を収容し、モビリティ制御などを提供する論理ノードである。
また、ＳＧＷ２４３は、ＭＭＥ２４２とＰＧＷ２４４との間でユーザデータを中継したり
３Ｇのコアネットワーク２２０側にユーザデータを転送したりする在圏パケットゲートウ
ェイ（在圏パケット交換機）である。また、ＰＧＷ２４４は、ＩＭＳ網２５０やインター
ネット７０との接続点に設置され、ＩＰアドレスの割当てやＳＧＷ２４３へのパケット転
送などを行うゲートウェイである。また、ＰＣＲＦ２４５は、ユーザデータ転送のＱｏＳ
（通信サービス品質）及び課金のための制御を行う論理ノードである。
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【００２０】
　ＩＭＳ網２５０は、音声セッション制御を行うことができるパケットデータ網であり、
Ｐ－ＣＳＣＦ（プロキシ－呼／セッション・制御機能）２５１と、Ｓ－ＣＳＣＦ（サービ
ング－呼／セッション・制御機能）２５２と、Ｉ－ＣＳＣＦ（問い合わせ・呼／セッショ
ン・制御機能）２５３と、ＡＳ（アプリケーション・サーバ）２５４と、ＸＤＭ（ＸＭＬ
ドキュメント管理）サーバ２５６とを備える。Ｐ－ＣＳＣＦ２５１は、コアネットワーク
（ＥＰＣ）２４０との接続点に設置されるＳＩＰ中継サーバであり、ＳＩＰ信号の転送だ
けでなく、コアネットワーク（ＥＰＣ）２４０と連携してＱｏＳ制御を起動させる機能を
有している。また、Ｓ－ＣＳＣＦ２５２は、端末のセッション制御及びユーザ認証を行う
ＳＩＰサーバである。また、Ｉ－ＣＳＣＦ２５３は、相互接続・ローミングの際、外部の
他のＩＭＳ網８０から接続する最初の関門ＳＩＰサーバであり、Ｓ－ＣＳＣＦ２５２を特
定する機能と信号を中継する機能を有している。
【００２１】
　ＡＳ２５４は、ＩＭＳ等のサービスを提供するためのサーバであり、ユーザのログイン
登録により加入者識別情報に基づいて、音声やビデオなどのマルチメディア・アプリケー
ションを各通信端末装置１０に提供する。また、ＡＳ２５４は、通信端末装置１０からの
ＩＭＳサービスの登録解除要求や登録要求を受信する手段、登録解除要求に基づき利用者
の利用登録を解除する処理を実行する手段、登録要求に基づき利用者の利用登録の処理を
実行する手段、これらの処理が完了した旨の情報を含む登録解除完了応答又は登録完了応
答を通信端末装置１０に送信する手段等の機能を備えている。
【００２２】
　ＸＤＭサーバ２５６は、通信端末装置ごとに又はそのユーザごとに、ＩＭＳで提供され
る各種サービスで用いられる設定情報をＸＣＡＰ文書（ＸＭＬ文書）として格納して管理
するサーバである。例えば、ＸＤＭサーバ２５６は、通信端末装置ごとに又はそのユーザ
ごとに、ＩＭＳで提供されるＶｏＬＴＥサービス及びその付加サービス（例えば、ＶｏＬ
ＴＥの発着信、割り込み着信、着信転送）で用いられる設定情報をＸＣＡＰ文書（ＸＭＬ
文書）として格納して管理する。
【００２３】
　上記通信システムでは、通信端末装置１０を用いて通信サービスを利用するための複数
の識別情報が所定のサーバやデータベースに登録されて管理される。例えば、移動体通信
網２０での電話、メッセージ、メール、インターネットアクセス等の通信サービスを利用
するための識別情報であるＩＭＳＩ（加入者識別子）、ＭＳＩＳＤＮ（電話番号）、ＩＭ
ＥＩ（インターナショナル・モバイル・イクイップメント・アイデンティファイア：端末
識別情報）等が、加入者情報データベースであるＨＬＲ（ホーム・ロケーション・レジス
タ）２２１に登録されて管理される。また、移動体通信網２０上に構築されたＩＰネット
ワークであるＩＭＳ（ＩＰ・マルチメディア・サブシステム）ネットワークにおけるＶｏ
ＬＴＥ等の通信サービスを利用するための識別情報であるＩＭＰＵ、ＩＭＰＩ等が、ＩＭ
Ｓの加入者情報管理サーバであるＨＳＳ２４１に登録されて管理される。これらのＨＬＲ
２２１及びＨＳＳ２４１は、移動体通信網２０を介して所定の通信プロトコルにより通信
端末装置１０と通信できるように構成されている。
【００２４】
　ここで、ＩＭＰＵは、ＩＭＳネットワーク内でＳＩＰメッセージ信号を宛先の通信端末
装置（ＩＭＳ端末）までルーティングするための一意に識別可能な識別子であり、例えば
ＭＳＩＳＤＮに基づいて生成することができる（非特許文献２の第１３章参照）。また、
ＩＭＰＩは、ＩＭＳの加入契約の識別やＩＭＳへのアクセス時の認証のために使用される
一意に識別可能な識別子であり、例えばＩＭＳＩに基づいて生成することができる（非特
許文献２の第１３章参照）。
【００２５】
　通信端末装置１０は、移動体通信網２０の基地局（ＮｏｄｅＢ）２１１を介してＨＬＲ
２２１と通信することができ、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）２１２を介してＨＳＳ２４１と通
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信することができる。この通信端末装置１０には、３Ｇ，４Ｇ，ＬＴＥ（ロング・ターム
・エボルーション）等の移動体通信網２０での電話、メッセージ、メール、インターネッ
トアクセス等の通信サービス（以下、「移動体通信サービス」という。）やＩＭＳネット
ワークにおけるＶｏＬＴＥ等の通信サービス（以下、「ＩＭＳ通信サービス」という。）
を利用するためのソフトウェアであるアプリケーションプログラムが組み込まれている。
また、通信端末装置１０には、上記ＩＭＳＩ、ＭＳＩＳＤＮ、ＩＭＥＩ、ＩＭＰＵ、ＩＭ
ＰＩ等の複数の識別情報が格納される汎用統合ＩＣカードであるＵＩＣＣ（ユニバーサル
・ＩＣカード）１５を備えている。このＵＩＣＣ１５には、上記通信サービスで使用され
る各種データやカード内で所定の動作や処理を行うための個別プログラムであるアプレッ
トも格納されている。なお、本実施形態の通信端末装置１０は、利用者の作業によってＵ
ＩＣＣを着脱できるように構成されているが、利用者が容易に取り外せないようにＵＩＣ
Ｃを内部に組み込むように構成してもよい。
【００２６】
　上記アプリケーションプログラム（以下、適宜「アプリケーション」と略す）やアプレ
ットは、通信ネットワーク上のサーバから適宜ダウンロードして通信端末装置１０内に登
録することができ、それらの中から利用者が選択して実行することができる。アプリケー
ションプログラムやアプレットは、通信端末装置１０に構築されたＪＡＶＡ（登録商標）
実行環境などのアプリケーション実行環境上で実行される。
【００２７】
　図２は、本実施形態の通信端末装置１０のハードウェア構成の一例を示すブロック図で
ある。この通信端末装置１０は、主制御部１１０と無線通信部１１１とベースバンド処理
部１１２と音入出力部１１３と表示部１１４と操作手段としての操作部１１５とを備える
。また、通信端末装置１０は、装置本体に対して着脱可能なＵＩＣＣ１５が装着されてい
る。ＵＩＣＣ１５は、移動体通信サービスで用いられるＵＳＩＭとしての機能とＩＭＳ通
信サービスで用いられるＩＳＩＭとしての機能とが組み込まれている。
【００２８】
　主制御部１１０は、ＭＰＵ（マイクロ・プロセッシング・ユニット）、ＲＡＭ、ＲＯＭ
等を備え、所定の基本ＯＳやミドルウェア等のプログラムが実行されることにより、ベー
スバンド処理部１１２等の各部を制御したり、ソフトウェア構成上のネイティブプラット
フォーム環境やアプリケーション実行環境を構築したりする。
【００２９】
　無線通信部１１１は、移動体通信網２０を介して通信するネットワーク通信手段として
機能し、例えばシンセサイザ、周波数変換器，高周波増幅器などにより構成され、移動体
通信網２０の基地局（ＮｏｄｅＢ）２１１及び基地局（ｅＮｏｄｅＢ）２１２との間で無
線通信するための高周波信号処理を実行する。
【００３０】
　ベースバンド処理部１１２は、他の携帯電話機等の通信端末装置や各種サーバとの間で
音声通信やデータ送受信の通信を行うためのデジタル処理を実行する。このベースバンド
処理部１１２と上記無線通信部１１１との間はＤ／Ａ変換器やＡ／Ｄ変換器を介して接続
されている。
【００３１】
　音入出力部１１３は、マイク、スピーカ、音信号処理部等で構成されている。マイクか
ら出力されるアナログの音声信号は、音信号処理部でデジタル信号に変換され、主制御部
１１０やベースバンド処理部１１２等に送られる。スピーカは、音信号処理部でデジタル
信号から変換されたアナログ信号が入力され、通話中の音声を出力したり、メールの着信
音、電話の呼び出し音、音楽などを出力したりする。なお、スピーカは、通話中の音声を
聞くための受話器用スピーカ（レシーバ）と、着信音や音楽などを出力する外部出力用ス
ピーカとを別々に設けて構成してもいいし、これらの受話器用スピーカ及び外部出力用ス
ピーカを兼用するように一つのスピーカで構成してもよい。
【００３２】
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　表示部１１４は、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）等で構成され、主制御部１１０からの指
令に基づいて各種画像を表示する。操作部１１５は、表示部１１４に組み込まれたタッチ
パネルや、各種の操作キーやボタン、電源ＯＮ／ＯＦＦ手段としての電源スイッチなどで
構成されている。この操作部１１５は、利用者が、通信端末装置１０の本体電源をＯＮ／
ＯＦＦしたり、通話開始、終話、メニュー選択、画面切り換え等を指示したり、情報を入
力したりするときに用いられる。
【００３３】
　また、通信端末装置１０は、位置情報取得手段としてのＧＰＳ（グローバル・ポジショ
ニング・システム）部１１７、撮像手段としてのカメラ部１１８、センサー部１１９、電
源供給手段としての電源供給部１２０、図示しない時計部等も備えている。
【００３４】
　ＧＰＳ部１１７は、ＧＰＳ受信モジュールやＧＰＳアンテナ等で構成され、地球の周り
に配置されている複数のＧＰＳ衛星から電波を受信し、その受信結果に基づいて通信端末
装置１０が位置する緯度、経度及び高度のデータを算出する。カメラ部１１８は、レンズ
や撮像デバイス等で構成され、人物や風景等を撮影する時に用いられる。撮像デバイスと
しては、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）カメラやＣＭＯＳカメラを用いることができ
る。センサー部１１９は、加速度センサー及び／又は地磁気センサー等で構成されている
。加速度センサーは、１軸の加速度センサーであっていいし、２軸や３軸等の複数軸の加
速度センサーであってもよい。また、地磁気センサーも、１軸の地磁気センサーであって
いいし、２軸や３軸等の複数軸の地磁気センサーであってもよい。このセンサー部１１９
の出力に基づいて、通信端末装置１０の位置、向き、姿勢及び動きを示すデータを算出す
ることができる。また、センサー部１１９の出力に基づいて、所定高度における基準位置
から利用者の通信端末装置１０が移動したときの加速度データや地磁気データの時間変化
の情報である履歴情報から、通信端末装置１０が位置している高度、角度等を示すデータ
を算出することができる。
【００３５】
　電源供給部１２０は、充電可能なバッテリー、バッテリーから各部に所定電圧の電力を
供給する電力供給回路、バッテリーを充電する充電回路などを備えている。また、電源供
給部１２０は、通信端末装置１０における主要部すなわち音入出力部１１３、表示部１１
４、操作部１１５の一部、ＧＰＳ部１１７、カメラ部１１８及びセンサー部１１９への電
力供給については、前述の利用者が操作可能な電源スイッチによりＯＮ／ＯＦＦできるよ
うに構成されている。なお、電源スイッチのＯＦＦ時に一部の機能を動作させるために、
電源供給部１２０は、電源スイッチのＯＦＦ時においても無線通信部１１１、ベースバン
ド処理部１１２及びＵＩＣＣ１５への電力供給を継続して行うように構成してもよい。
【００３６】
　時計部はクロック回路等で構成され、正確な日時を計数し、例えば各種の更新処理等の
ための時刻情報を生成する。
【００３７】
　図３は、本実施形態の通信端末装置１０に装着されているＵＩＣＣ１５の主要構成の一
例を示すブロック図である。ＵＩＣＣ１５は、例えばＩＣモジュールで構成され、ＣＰＵ
などからなる制御部１５０と、ＲＯＭやＲＡＭなどからなる記憶手段としての記憶部１５
１と、通信端末装置本体と通信するためのＩ／Ｏインターフェース部１５２とを備えてい
る。
【００３８】
　記憶部１５１は、主に制御部１５０が制御に用いる基本プログラム、アプレット、デー
タ等が格納されたシステム領域１５１ａと、第１の記憶手段としてのＵＳＩＭ領域１５１
ｂと、第２の記憶手段としてのＩＳＩＭ領域１５１ｃとを有している。なお、ＵＳＩＭ及
びＩＳＩＭをそれぞれ別々のＩＣカードで構成して通信端末装置１０の本体に対して個別
に着脱できるようにしてもよい。
【００３９】
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　ＵＳＩＭ領域１５１ｂには、前述のＩＭＳＩ、ＭＳＩＳＤＮ及びＩＭＥＩ等の複数の識
別情報や電話・アドレスブック等の、移動体通信サービスのＵＳＩＭ機能を実現するため
の各種情報やデータが記憶されている。
【００４０】
　また、ＩＳＩＭ領域１５１ｃには、ＩＭＳ通信サービスの利用登録が完了したときに、
前述のＩＭＰＵ及びＩＭＰＩ等の複数の識別情報や通信端末装置１０が接続すべきＳＩＰ
（セッション・イニシエーション・プロトコル）中継サーバであるＰ－ＣＳＣＦ２５１の
アドレス等の、ＩＭＳ通信サービスのＩＳＩＭ機能を実現するための情報やデータ等が記
憶される。
【００４１】
　また、記憶部１５１のシステム領域１５１ａには、ＵＩＣＣ１５での処理に用いられる
比較的小さなサイズのプログラムであるアプレットも記憶されている。例えば、システム
領域１５１ａには、ＵＳＩＭ領域１５１ｂに格納された加入者識別情報であるＩＭＳＩ又
はＭＳＩＳＤＮに基づいて、ＸＤＭサーバ２５６内の設定情報の書き換えや読み出しに一
時的に用いられるテンポラリーＩＭＰＵを生成してＩＳＩＭ領域１５１ｃに格納する処理
を行うアプレットが記憶されている。
【００４２】
　ＵＩＣＣ１５の制御部１５０は、上記アプレットが実行されるとともに、装置本体側の
主制御部１１０と協働することにより、ＵＳＩＭ領域１５１ｂに格納された識別情報であ
るＩＭＳＩ又はＭＳＩＳＤＮに基づいて、ＸＤＭサーバ２５６内の設定情報の書き換えや
読み出しに一時的に用いられるテンポラリーＩＭＰＵを生成してＩＳＩＭ領域１５１ｃに
格納する処理を行う手段として機能する。このテンポラリーＩＭＰＵを用いることにより
、ＩＭＳ通信サービスの利用登録が完了していない状態で且つＩＳＩＭ領域１５１ｃにＩ
ＭＳ通信サービスの利用登録完了後のＩＭＰＵ及びＩＭＰＩ等の所定情報が格納されてい
ないときにも、ＸＤＭサーバ２５６内の設定情報の書き換えや読み出しを、ユーザを指定
して行うことができる。
【００４３】
　上記構成の通信端末装置１０では、ＩＭＳで提供されるＶｏＬＴＥの通話サービス、及
び、着信転送や割り込み着信などのＶｏＬＴＥによる付加サービスを利用することができ
る。これらのＶｏＬＴＥやその付加サービスの制御は、ＸＤＭサーバ２５６にＸＣＡＰ文
書（ＸＭＬ文書）として格納されている設定情報を利用して実現される。また、ＸＤＭサ
ーバ２５６にＸＣＡＰ文書として格納されている設定情報は、通信端末装置１０からＸＤ
Ｍサーバ２５６にアクセスし、ＸＣＡＰメッセージを用いて書き換えたり読み出したりす
ることができる。しかも、その設定情報の書き換え及び読み出しは、通信端末装置ごとに
又はそのユーザごとに行うことができる。
【００４４】
　図４は、本実施形態の通信端末装置においてＩＭＳ利用登録前にＶｏＬＴＥの付加サー
ビスである着信転送サービスの利用設定をＯＦＦからＯＮに変更する処理手順の一例を示
すシーケンス図である。
　図４において、まず、通信端末装置１０ＡのユーザＡは、着信転送サービスの利用設定
をＯＮにするための操作を行う（Ｓ１０１）。このユーザＡの着信転送サービス利用設定
情報の変更操作に基づいて、通信端末装置１０Ａは、ＨＴＴＰ　ＰＵＴ（着信転送：ＯＮ
）からなるＸＣＡＰ要求メッセージをＸＤＭサーバ２５６に送信する。
【００４５】
　ここで、ＩＭＳの利用登録が完了している場合は、上記ＸＣＡＰ要求メッセージにおけ
る利用設定変更の対象であるユーザを指定するＸＵＩの部分には、そのＩＭＳの利用登録
で前述のＵＩＣＣ１５のＩＳＩＭ領域１５１ｃに格納されたＩＭＰＵが記述される。しか
しながら、本例では、ＩＭＳの利用登録が完了していないので、通信端末装置１０Ａは、
前述のＩＭＳＩ又はＭＳＩＳＤＮに基づいて、ユーザＡに対応するテンポラリーＩＭＰＵ
を生成し（Ｓ１０２）、そのテンポラリーＩＭＰＵをＸＵＩの部分に記述したＸＣＡＰ要
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求メッセージをＸＤＭサーバ２５６に送信する（Ｓ１０３）。
【００４６】
　ＸＤＭサーバ２５６は、上記ＸＣＡＰ要求メッセージを通信端末装置１０Ａから受信す
ると、そのＸＣＡＰ要求メッセージに基づいて、ユーザＡの着信転送サービスの利用設定
情報をＯＦＦからＯＮに書き換える（Ｓ１０４）。そして、ＸＤＭサーバ２５６は、通信
端末装置１０ＡにＸＣＡＰ応答メッセージ（ＨＴＴＰ　２００　ＯＫ）を送信する（Ｓ１
０５）。
【００４７】
　通信端末装置１０Ａでは、上記ＸＣＡＰ応答メッセージ（ＨＴＴＰ　２００　ＯＫ）を
受信すると、着信転送サービスの利用設定情報の変更処理が完了し（Ｓ１０６）、ＶｏＬ
ＴＥの着信転送サービスが利用できるようになる。
【００４８】
　本例によれば、ＩＭＳの利用登録が未完了の場合でも、ＩＭＳ上で提供されるＶｏＬＴ
Ｅの付加サービスである着信転送サービスの制御に用いられるユーザＡの設定情報（サー
ビス利用のＯＮ／ＯＦＦ）を書き換えることができる。
【００４９】
　図５は、本実施形態の通信端末装置においてＩＭＳ利用登録前にＶｏＬＴＥの付加サー
ビスである割り込み着信サービスの設定情報を読み出す処理手順の一例を示すシーケンス
図である。
【００５０】
　図５において、まず、通信端末装置１０ＡのユーザＡは、割り込み着信サービスの設定
情報を読み出すための操作を行う（Ｓ２０１）。このユーザＡの割り込み着信サービス設
定情報の読み出しの操作に基づいて、通信端末装置１０Ａは、ＨＴＴＰ　ＧＥＴからなる
ＸＣＡＰ要求メッセージをＸＤＭサーバ２５６に送信する。
【００５１】
　ここで、本例では、ＩＭＳの利用登録が完了していないので、通信端末装置１０Ａは、
前述のＩＭＳＩ又はＭＳＩＳＤＮに基づいて、ユーザＡに対応するテンポラリーＩＭＰＵ
を生成し（Ｓ２０２）、そのテンポラリーＩＭＰＵをＸＵＩの部分に記述したＸＣＡＰ要
求メッセージをＸＤＭサーバ２５６に送信する（Ｓ２０３）。
【００５２】
　ＸＤＭサーバ２５６は、上記ＸＣＡＰ要求メッセージを通信端末装置１０Ａから受信す
ると、そのＸＣＡＰ要求メッセージに基づいて、ユーザＡの割り込み着信サービスの設定
情報を読み出す（Ｓ２０４）。そして、ＸＤＭサーバ２５６は、その読み出した設定情報
を含むＸＣＡＰ応答メッセージ（ＨＴＴＰ　２００　ＯＫ）を通信端末装置１０Ａに送信
する（Ｓ２０５）。
【００５３】
　通信端末装置１０Ａでは、上記ＸＣＡＰ応答メッセージを受信すると、割り込み着信サ
ービスの設定情報の読み出し処理が完了し（Ｓ２０６）、その設定情報を確認できるよう
になる。
【００５４】
　本例によれば、ＩＭＳの利用登録が未完了の場合でも、ＩＭＳ上で提供されるＶｏＬＴ
Ｅの付加サービスである割り込み着信サービスの制御に用いられるユーザＡの設定情報（
ＯＮ／ＯＦＦ設定情報）を読み出すことができる。
【００５５】
　以上、本実施形態によれば、ＩＭＳの利用登録が未完了の場合でも、ＩＭＳ上で提供さ
れるＶｏＬＴＥサービスの付加サービスである着信転送サービスや割り込み着信サービス
の制御に用いられる設定情報を、ユーザを指定して書き換えたり読み出したりすることが
できる。
【００５６】
　なお、上記実施形態では、ＩＭＳで提供されるＶｏＬＴＥの着信転送サービスや割り込
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み着信サービスの制御に用いられる設定情報の書き換え及び読み出しをそれぞれ個別に行
うＸＣＡＰメッセージを送受信する場合について説明したが、本発明は、複数のサービス
の設定情報について書き換え又は読み出しを一緒に行うＸＣＡＰメッセージを送受信する
場合や、ある設定情報について書き換え及び読み出しを一緒に行うＸＣＡＰメッセージを
送受信する場合にも適用することができる。
【００５７】
　また、上記実施形態では、ＩＭＳで提供されるＶｏＬＴＥの着信転送サービスや割り込
み着信サービスの制御に用いられる設定情報の書き換え及び読み出しを行う場合について
説明したが、本発明は、ＩＭＳで提供される他のサービスの制御に用いられる設定情報の
書き換え及び読み出しを行う場合にも適用することができる。
【符号の説明】
【００５８】
　１０　　通信端末装置
　１０Ａ　　ユーザＡの通信端末装置
　１５　　ＵＩＣＣ
　２０　　移動体通信網
　６０　　外部の回線交換電話網
　７０　　インターネット
　８０　　外部のＩＭＳ網
　１５１ｂ　ＵＳＩＭ領域
　１５１ｃ　ＩＳＩＭ領域
　２１０　　無線アクセスネットワーク
　２１１　　３Ｇの基地局（ＮｏｄｅＢ）
　２１２　　ＬＴＥの基地局（ｅＮｏｄｅＢ）
　２２０　　３Ｇのコアネットワーク
　２２１　　ＨＬＲ（位置登録装置）
　２２４　　ＭＳＣ（交換機）
　２２５　　ＧＭＳＣ（関門交換機）
　２３０　　専用パケットデータ網
　２４０　　ＬＴＥのコアネットワーク（ＥＰＣ）
　２４１　　ＨＳＳ（ホーム加入者サーバ）
　２４２　　ＭＭＥ（モビリティ管理エンティティ）
　２４３　　ＳＧＷ（サービング・ゲートウェイ）
　２４４　　ＰＧＷ（パケットデータ網・ゲートウェイ）
　２４５　　ＰＣＲＦ（ポリシー課金制御装置）
　２５０　　ＩＭＳ（ＩＰ・マルチメディア・サブシステム）網
　２５１　　Ｐ－ＣＳＣＦ（プロキシ－呼／セッション・制御機能）
　２５２　　Ｓ－ＣＳＣＦ（サービング－呼／セッション・制御機能）
　２５３　　Ｉ－ＣＳＣＦ（問い合わせ・呼／セッション・制御機能）
　２５４　　ＡＳ（アプリケーションサーバ）
　２５６　　ＸＤＭ（ＸＭＬドキュメント管理）サーバ
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