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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の無線通信端末間で半二重通信方式により実行されるグループ通話において、通話
データを送信する権利である発言権を、前記複数の無線通信端末のうちの１つに付与する
サーバーであって、
　前記グループ通話中に、前記グループ通話に未参加の無線通信端末から、前記グループ
通話に途中参加する旨の途中参加通知を受信する途中参加通知受信部と、
　前記途中参加通知受信部が前記未参加の無線通信端末から前記途中参加通知を受信し、
該未参加の無線通信端末が途中参加端末として前記グループ通話に登録された後、前記発
言権が解放されると、該発言権を前記途中参加端末に付与する発言権付与部とを具備する
ことを特徴とするサーバー。
【請求項２】
　前記途中参加通知受信部が前記未参加の無線通信端末から前記途中参加通知を受信した
場合、前記複数の無線通信端末のうちの１つに付与されている前記発言権を解放する発言
権解放部を更に具備し、
　前記発言権解放部により前記発言権が解放された場合、前記発言権付与部は、前記発言
権を前記途中参加端末に付与することを特徴とする請求項１に記載のサーバー。
【請求項３】
　前記途中参加通知受信部が前記未参加の無線通信端末から前記途中参加通知を受信した
場合、前記発言権を付与されている前記無線通信端末に対して、前記発言権の解放を要求
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する発言権解放要求を送信する発言権解放要求部と、
　前記発言権を付与されている前記無線通信端末から、前記発言権解放要求に応じて、前
記発言権を解放した旨の発言権解放許可通知を受信する発言権解放許可通知受信部とを更
に具備し、
　前記発言権付与部は、前記発言権解放許可通知受信部が前記発言権解放許可通知を受信
すると、該発言権を前記途中参加端末に付与することを特徴とする請求項１に記載のサー
バー。
【請求項４】
　前記発言権を付与されている前記無線通信端末から、前記発言権を解放した旨の発言権
解放通知を受信する発言権解放通知受信部を更に具備し、
　前記発言権付与部は、前記発言権解放通知受信部が前記発言権解放通知を受信した場合
、前記発言権を前記途中参加端末に付与することを特徴とする請求項１に記載のサーバー
。
【請求項５】
　前記発言権付与部が前記途中参加端末に前記発言権を付与してから所定時間後に、前記
発言権解放部は、前記途中参加端末に付与されている前記発言権を解放し、
　前記発言権解放部が前記途中参加端末に付与されている前記発言権を解放した時に、前
記発言権付与部は、前記途中参加通知受信部が前記途中参加通知を受信した時に前記発言
権を付与されていた前記無線通信端末に、前記発言権を付与することを特徴とする請求項
２に記載のサーバー。
【請求項６】
　複数の無線通信端末間で半二重通信方式により実行されるグループ通話において、通話
データを送信する権利である発言権をサーバーによって付与される無線通信端末であって
、
　前記グループ通話中に、前記グループ通話に未参加の無線通信端末が前記グループ通話
に途中参加する旨の途中参加通知を前記サーバーから受信する途中参加通知受信部と、
　前記途中参加通知受信部が前記サーバーから前記途中参加通知を受信した場合、前記サ
ーバーによって付与されている前記発言権を解放する旨の発言権解放通知を前記サーバー
に送信する発言権解放通知送信部とを具備することを特徴とする無線通信端末。
【請求項７】
　前記サーバーに前記発言権の付与を要求する発言権要求操作と、付与されている前記発
言権を解放する発言権解放操作とを受け付ける操作部を更に具備し、
　前記途中参加通知受信部が前記サーバーから前記途中参加通知を受信した場合、前記発
言権解放通知送信部は、前記操作部が前記発言権解放操作を受け付けていなくても、前記
発言権解放通知を前記サーバーに送信することを特徴とする請求項６に記載の無線通信端
末。
【請求項８】
　複数の無線通信端末間で半二重通信方式により実行されるグループ通話において、通話
データを送信する権利である発言権をサーバーによって付与される無線通信端末であって
、
　前記グループ通話中に、前記グループ通話に未参加の無線通信端末が前記グループ通話
に途中参加する旨の途中参加通知を前記サーバーから受信する途中参加通知受信部を具備
し、
　前記途中参加通知を受信した際に、付与されている前記発言権を解放する無線通信端末
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の無線通信端末間で行われるグループ通話において用いられるサーバー
及び無線通信端末に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、移動体通信システムでも、無線通信端末間（例えば、携帯電話端末など）の呼制
御を実行するＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を用
いて、ＩＰベースの音声通信が行われている。
【０００３】
　また、このような移動体通信システムでは、複数の無線通信端末間で行われる音声通信
であるグループ通話も実現されている。
【０００４】
　特に、近年、“発言権”を付与された無線通信端末のみが他の無線通信端末に対して通
話データを送信することが可能な半二重通信によるグループ通話（ＰＴＴ：Ｐｕｓｈ－ｔ
ｏ－Ｔａｌｋ等）が注目されている。
【０００５】
　ここで、“発言権”とは、上述のような半二重通信によるグループ通話において、通話
データ等のデータを送信する資格を、グループ通話に参加している無線通信端末のうちの
１台のみに与える方法であり、２台以上の無線通信端末が同時にデータを送信してデータ
が衝突することを防止するために用いられる。なお、“発言権”は、無線通信端末からの
要求に応じ、サーバーによって付与される。
【非特許文献１】“ＳＩＰ：Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
”、ＲＦＣ３２６１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述のグループ通話では、無線通信端末は、グループ通話に参加している無線通信端末
の情報（ユーザ名又は無線通信端末の識別番号など）を表示画面に表示する。かかる表示
により、各参加者は、グループ通話に参加している他の参加者を認識することができる。
【０００７】
　しかしながら、グループ通話に参加している無線通信端末のユーザは、常に表示画面を
注視しているとは限らない。
【０００８】
　とくに、グループ通話に参加していなかった無線通信端末が、グループ通話の途中から
参加した場合、この途中からグループ通話に参加した無線通信端末（途中参加端末）の情
報が表示画面に追加表示されても、グループ通話に参加している無線通信端末のユーザは
、かかる表示の変化を認識しない場合があるという問題点があった。
【０００９】
　そこで、本発明は以上の点に鑑みてなされたものであり、グループ通話に参加している
無線通信端末のユーザが、途中からグループ通話に参加した無線通信端末を迅速かつ確実
に認識することを可能とするサーバー及び無線通信端末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】
【００１０】
　本発明の第１の特徴は、複数の無線通信端末間で半二重通信方式により実行されるグル
ープ通話において、通話データを送信する権利である発言権を、前記複数の無線通信端末
のうちの１つに付与するサーバーであって、前記グループ通話中に、前記グループ通話に
未参加の無線通信端末から、前記グループ通話に途中参加する旨の途中参加通知を受信す
る途中参加通知受信部と、前記途中参加通知受信部が前記未参加の無線通信端末から前記
途中参加通知を受信し、該未参加の無線通信端末が途中参加端末として前記グループ通話
に登録された後、前記発言権が解放されると、該発言権を前記途中参加端末に付与する発
言権付与部とを具備することを特徴とするサーバーであることを要旨とする。
【００１１】
　かかる特徴によれば、グループ通話中に、サーバー（ＳＩＰサーバー２００）がグルー
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プ通話に途中参加する途中参加端末（無線通信端末１００Ｄ）からの途中参加要求を受信
した後、参加端末（無線通信端末１００Ａ）に付与されている発言権が解放された時に、
途中参加端末に発言権を付与することによって、途中参加端末のユーザが発話することが
できる。したがって、参加端末のユーザが、途中参加端末を迅速かつ確実に認識すること
を可能とする。
【００１２】
　本発明の第１の特徴において、前記途中参加通知受信部が前記未参加の無線通信端末か
ら前記途中参加通知を受信した場合、前記複数の無線通信端末のうちの１つに付与されて
いる前記発言権を解放する発言権解放部を更に具備し、前記発言権解放部により前記発言
権が解放された場合、前記発言権付与部は、前記発言権を前記途中参加端末に付与するこ
とを特徴としてもよい。
【００１３】
　かかる特徴によれば、グループ通話中に、サーバーが途中参加端末からの途中参加要求
を受信した後、グループ通話中の他の無線通信端末に付与されている発言権を解放し、途
中参加端末に発言権を付与することによって、サーバーは、発言権を強制的に途中参加端
末に与えることができる。
【００１４】
　本発明の第１の特徴において、前記途中参加通知受信部が前記途中参加端末から前記途
中参加通知を受信した場合、前記発言権を付与されている前記無線通信端末に対して、前
記発言権の解放を要求する発言権解放要求を送信する発言権解放要求部と、前記発言権を
付与されている前記無線通信端末から、前記発言権解放要求に応じて、前記発言権を解放
した旨の発言権解放許可通知を受信する発言権解放許可通知受信部とを更に具備し、前記
発言権付与部は、前記発言権解放許可通知受信部が前記発言権解放許可通知を受信すると
、該発言権を前記途中参加端末に付与してもよい。
【００１５】
　かかる特徴によれば、グループ通話中に、サーバーが途中参加端末からの途中参加要求
を受信した場合、発言権を付与されている無線通信端末に発言権解放要求を送信し、発言
権解放許可通知を受信した場合に、途中参加端末に発言権を付与する。したがって、サー
バーが途中参加端末からの途中参加要求を受信した時に発言権を付与されている無線通信
端末は、強制的に発言権を解放されることがない。
【００１６】
　本発明の第１の特徴において、前記発言権を付与されている前記無線通信端末から、前
記発言権を解放した旨の発言権解放通知を受信する発言権解放通知受信部を更に具備し、
前記発言権付与部は、前記発言権解放通知受信部が前記発言権解放通知を受信した場合、
前記発言権を前記途中参加端末に付与してもよい。
【００１７】
　かかる特徴によれば、グループ通話中に、サーバーが途中参加端末からの途中参加要求
を受信した場合、発言権を付与されていた無線通信端末による操作に基づく発言権解放通
知を受信した場合に、サーバーが途中参加端末に発言権を付与することによって、サーバ
ーが途中参加端末からの途中参加要求を受信しても、発言権を付与されていた無線通信端
末は、通話データの送信を継続することができる。
【００１８】
　本発明の第１の特徴において、前記発言権付与部が前記途中参加端末に前記発言権を付
与してから所定時間後に、前記発言権解放部は、前記途中参加端末に付与されている前記
発言権を解放し、前記発言権解放部が前記途中参加端末に付与されている前記発言権を解
放した時に、前記発言権付与部は、前記途中参加通知受信部が前記途中参加通知を受信し
た時に前記発言権を付与されていた前記無線通信端末に、前記発言権を付与してもよい。
【００１９】
　かかる特徴によれば、グループ通話中に、サーバーが途中参加端末からの途中参加要求
を受信した時に発言権を付与されていた無線通信端末は、途中参加端末に発言権を付与し
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てから所定時間後に、再び発言権を取得することができる。
【００２０】
　本発明の第２の特徴は、複数の無線通信端末間で半二重通信方式により実行されるグル
ープ通話において、通話データを送信する権利である発言権をサーバーによって付与され
る無線通信端末であって、前記グループ通話中に、前記グループ通話に未参加の無線通信
端末が前記グループ通話に途中参加する旨の途中参加通知を前記サーバーから受信する途
中参加通知受信部と、前記途中参加通知受信部が前記サーバーから前記途中参加通知を受
信した場合、前記サーバーによって付与されている前記発言権を解放する旨の発言権解放
通知を前記サーバーに送信する発言権解放通知送信部とを具備することを特徴とする無線
通信端末であることを要旨とする。
【００２１】
　本発明の第２の特徴において、前記サーバーに前記発言権の付与を要求する発言権要求
操作と、付与されている前記発言権を解放する発言権解放操作とを受け付ける操作部を具
備し、前記発言権を付与されている時に前記途中参加通知受信部が前記サーバーから前記
途中参加通知を受信した場合、前記発言権解放通知送信部は、前記操作部が前記発言権解
放操作を受け付けていなくても、前記発言権解放通知を前記サーバーに送信してもよい。
【００２２】
　本発明の第３の特徴は、複数の無線通信端末間で半二重通信方式により実行されるグル
ープ通話において、通話データを送信する権利である発言権をサーバーによって付与され
る無線通信端末であって、前記グループ通話中に、前記グループ通話に未参加の無線通信
端末が前記グループ通話に途中参加する旨の途中参加通知を前記サーバーから受信する途
中参加通知受信部を具備し、前記途中参加通知を受信した際に、付与されている前記発言
権を解放する無線通信端末であることを要旨とする。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の特徴によれば、半二重通信によるグループ通話に参加している無線通信端末の
ユーザが、途中からグループ通話に参加した無線通信端末を迅速に認識することを可能と
するサーバー及び無線通信端末を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
（移動体通信システムの概略構成）
　図１を参照し、本実施形態に係る無線通信ネットワークの概略構成について説明する。
【００２５】
　本明細書において、グループ通話とは、ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ＩＰ）通信
の一種であるＰＴＴ（Ｐｕｓｈ－ｔｏ－Ｔａｌｋ）等の音声を半二重通信する通話や、映
像を半二重通信するテレビ電話会議など、主に半二重通信を用いて複数端末間での通信を
実現するものをいう。
【００２６】
　ここで、半二重通信とは、１つの通信チャネルを使用して送信と受信を切り替えながら
通信を行う通信方式であり、したがって、同時に双方からデータを送信したり受信したり
することができない。
【００２７】
　そこで、半二重通信によるグループ通話（グループ通信）においては、“発言権” と
いう通話データ等のデータを送信する資格を、グループ通話に参加している無線通信端末
のうちの１台のみに与える方式を採用しており、これにより、２台以上の無線通信端末が
同時にデータを送信してデータが衝突することを防止している。即ち、発言権とは、上述
のような半二重通信によるグループ通話において、何れか１台の無線通信端末（例えば、
無線通信端末１００Ａ）のみに付与される、他の無線通信端末（例えば、無線通信端末１
００Ｂ、１００Ｃ）に対して通話データ（通信データ）を送信する権利であり、無線通信
端末からの要求に応じ、サーバーによって付与される。
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【００２８】
　なお、本発明における“発言権”は、映像を半二重通信するテレビ会議等における“放
映権”等をも含み、半二重通信における「データを送信する資格」を広く含む。
【００２９】
　また、以下、通話データとは、音声データのみならず、動画像データも含んでいてもよ
い。
【００３０】
　図１に示すように、移動体通信システムは、ＳＩＰサーバー２００と、ＳＭＳ（Ｓｈｏ
ｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）サーバー３００とを備えている。また、本実施
形態に係る無線通信端末１００Ａ～１００Ｄは、無線通信ネットワーク１を介してＳＩＰ
サーバー２００及びＳＭＳサーバー３００に接続可能に構成されている。
【００３１】
　以下、本明細書において、無線通信端末１００Ａ～１００Ｃは、グループ通話に参加し
ている無線通信端末、無線通信端末１００Ｄは、グループ通話に途中から参加（途中参加
）する無線通信端末（途中参加端末）であるものとする。また、発言権は、無線通信端末
１００Ａに付与されているものとする。
【００３２】
　ＳＩＰサーバー２００は、無線通信端末１００Ａ～１００Ｃからの要求に応じて、発言
権をいずれか１台の無線通信端末（例えば、無線通信端末１００Ａ）のみに付与する。
【００３３】
　ＳＭＳサーバー３００は、グループ通話中の無線通信端末１００Ａ～１００Ｃからの無
線通信端末１００Ｄに対するグループ通話への参加要求を無線通信端末１００Ｄに対して
送信する。
【００３４】
（ＳＩＰサーバーの構成）
　図２を参照し、移動体通信システムにおいて用いられるＳＩＰサーバー２００の構成に
ついて説明する。
【００３５】
　図２に示すように、ＳＩＰサーバー２００は、割り込み処理部２１０と、送受信部２２
０と、発言権付与部２３０と、発言権解放部２４０と、記憶部２５０とを具備する。
【００３６】
　また、以下、本発明との関連がある部分について主に説明する。したがって、ＳＩＰサ
ーバー２００は、ＳＩＰサーバー２００としての機能を実現する上で必須な、図示しない
或いは説明を省略した論理ブロック（電源部など）を備える場合があることに留意された
い。
【００３７】
　割り込み処理部２１０は、グループ通話に未参加の無線通信端末１００Ｄがグループ通
話に途中参加するための処理を行う。
【００３８】
　具体的には、割り込み処理部２１０は、グループ通話に参加している複数の無線通信端
末１００Ａ～１００Ｃのいずれかから未参加の無線通信端末１００Ｄへの呼出要求（例え
ば、ＩＮＶＩＴＥメッセージ）を受信すると、無線通信端末１００Ｄに呼出通知（例えば
、ＩＮＶＩＴＥメッセージ）を送信する。また、割り込み処理部２１０は、送信した呼出
通知に対する無線通信端末１００Ｄからの応答（途中参加通知）（例えば、ＡＣＫメッセ
ージ）を受信する。
【００３９】
　また、割り込み処理部２１０は、グループ通話中に、無線通信端末１００Ｄから無線通
信端末１００Ａ～１００Ｃに対する発信要求（途中参加通知）（例えば、ＩＮＶＩＴＥメ
ッセージ）を受信する。
【００４０】
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　すなわち、“途中参加通知”とは、呼出通知に対する無線通信端末１００Ｄからの応答
、若しくは無線通信端末１００Ｄから無線通信端末１００Ａ～１００Ｃに対する発信要求
、のいずれであってもよい。
【００４１】
　送受信部２２０は、グループ通話に参加している無線通信端末からの発言権取得要求を
受信する。また、送受信部２２０は、発言権付与部２３０の指示に基づいて、発言権付与
通知を送信する。すなわち、発言権取得要求とは、グループ通話に参加している無線通信
端末からＳＩＰサーバー２００に対して発言権の付与を要求するものである。また、発言
権付与通知とは、ＳＩＰサーバー２００が無線通信端末に対して発言権を付与したことを
通知するものである。
【００４２】
　また、送受信部２２０は、発言権を付与されている無線通信端末から、発言権解放通知
を受信する。すなわち、発言権解放通知とは、発言権を付与されている無線通信端末が発
言権を解放する旨をＳＩＰサーバー２００に通知するものである。
【００４３】
　また、送受信部２２０は、発言権を付与されている無線通信端末に発言権解放要求を送
信する。すなわち、発言権解放要求とは、ＳＩＰサーバー２００が発言権を付与されてい
る無線通信端末に対して、発言権の解放を要求するものである。
【００４４】
　また、送受信部２２０は、上述の発言権解放要求に応じて、発言権を解放した旨の発言
権解放通知（発言権解放許可通知）を、発言権を付与されていた無線通信端末から受信す
る。
【００４５】
　発言権付与部２３０は、グループ通話中の無線通信端末からの発言権取得要求に応じて
、発言権が解放されているか否かを判定し、判定結果に応じて、発言権の付与を制御する
。
【００４６】
　具体的には、発言権付与部２３０は、後述する記憶部２５０に記憶された発言権付与情
報が、グループ通話中のいずれの無線通信端末にも発言権を付与していない（すなわち、
発言権が空いている）ことを示す場合、発言権を要求している無線通信端末に対して発言
権を付与する。
【００４７】
　また、発言権付与部２３０は、グループ通話中のいずれかの無線通信端末に対して発言
権を付与すると、発言権が空いていないことを示すように記憶部２５０の発言権付与情報
を更新する。また、発言権付与部２３０は、発言権を付与する無線通信端末に発言権付与
通知を送信するように送受信部２２０に指示する。
【００４８】
　一方、後述する記憶部２５０に記憶された発言権付与情報が、グループ通話中のいずれ
かの無線通信端末に発言権を付与している（すなわち、発言権が空いていない）ことを示
す場合、発言権付与部２３０は、無線通信端末からの発言権取得要求に応じない（発言権
を付与しない）。
【００４９】
　また、発言権付与部２３０は、発言権解放部２４０からの指示に応じて、無線通信端末
１００Ｄに発言権を付与するとともに、発言権が空いていない（いずれかの無線通信端末
に対して発言権を付与している）ことを示すように記憶部２５０の発言権付与情報を更新
する。
【００５０】
　発言権解放部２４０は、割り込み処理部２１０が、無線通信端末１００Ｄから途中参加
通知を受信した時に、グループ通話中のいずれかの無線通信端末に対して付与されている
発言権を解放するとともに、無線通信端末１００Ｄに発言権を付与するように発言権付与
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部２３０に指示する。
【００５１】
　また、発言権解放部２４０は、発言権付与部２３０が無線通信端末１００Ｄに発言権を
付与してから所定時間後に、無線通信端末１００Ｄに付与されている発言権を解放すると
ともに、無線通信端末１００Ｄの前に発言権を付与していた無線通信端末に発言権を付与
する（発言権を戻す）ように発言権付与部２３０に指示する。
【００５２】
　記憶部２５０は、発言権が無線通信端末１００Ａ～１００Ｄのいずれに付与されている
かを識別する発言権付与情報を記憶する。例えば、発言権付与情報は、“１”（発言権付
与あり）、“０”（発言権付与なし）等のステータス等であってもよい。
【００５３】
（無線通信端末の構成）
　図３を参照し、移動体通信システムにおいて用いられる無線通信端末の構成について説
明する。
【００５４】
　図３に示すように、無線通信端末１００は、送受信部１１０と、発言権取得部１２０と
、発言権解放部１３０と、割り込み処理部１４０と、操作部１５０とを具備する。
【００５５】
　また、以下、本発明との関連がある部分について主に説明する。したがって、無線通信
端末１００は、無線通信端末１００としての機能を実現する上で必須な、図示しない或い
は説明を省略した論理ブロック（電源部、表示部、撮像部など）を備える場合があること
に留意されたい。
【００５６】
　送受信部１１０は、発言権取得部１２０の指示に基づいて、ＳＩＰサーバー２００に発
言権取得要求を送信する。また、送受信部１１０は、ＳＩＰサーバー２００から発言権付
与通知を受信する。
【００５７】
　また、送受信部１１０は、発言権解放部１３０の指示に基づいて、ＳＩＰサーバー２０
０に発言権解放通知を送信する。
【００５８】
　また、送受信部１１０は、ＳＩＰサーバー２００から発言権解放要求を受信する。送受
信部１１０は、発言権解放部１３０の指示に基づいて、ＳＩＰサーバー２００に発言権解
放通知又は発言権解放拒否通知を送信する。
【００５９】
　発言権取得部１２０は、操作部１５０の所定のボタンが押下されたことを検知し、ＳＩ
Ｐサーバー２００に発言権取得要求を送信するように送受信部１１０に指示する。
【００６０】
　発言権解放部１３０は、操作部１５０の所定のボタンの押下が解除されたこと、すなわ
ち、付与されている発言権を解放する旨を検知し、ＳＩＰサーバー２００に発言権解放通
知を送信するように送受信部１１０に指示する。
【００６１】
　また、発言権解放部１３０は、送受信部１１０が受信した発言権解放要求に応じて、発
言権を解放した旨の発言権解放通知（発言権解放許可通知）をＳＩＰサーバー２００に送
信するように送受信部１１０に指示する。
【００６２】
　また、発言権解放部１３０は、後述する割り込み処理部１４０が、ＳＩＰサーバー２０
０からの無線通信端末１００Ｄの途中参加通知を受信した時に、操作部１５０のボタンが
押下されていても、ＳＩＰサーバー２００に発言権解放通知を送信するように送受信部１
１０に指示する。
【００６３】
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　また、発言権解放部１３０は、後述する割り込み処理部１４０が、ＳＩＰサーバー２０
０からの無線通信端末１００Ｄの途中参加通知を受信した際に、付与されている発言権を
解放してもよい。
【００６４】
　割り込み処理部１４０は、グループ通話中に、無線通信端末１００Ｄがグループ通話に
途中参加することを通知する途中参加通知をＳＩＰサーバー２００から受信する。
【００６５】
　操作部１５０は、ユーザによって操作される各種キー及びボタンによって構成される。
【００６６】
（通信方法）
　以下、図４乃至図１０を参照し、本実施形態に係る通信方法について説明する。
【００６７】
　第１に、グループ通話中に、無線通信端末１００Ｄがグループ通話に途中参加する動作
（割り込み処理）について説明する。
【００６８】
　（１―１）グループ通話中の無線通信端末１００Ａが無線通信端末１００Ｄを呼び出す
例
　図４に示すように、ステップＳ１１０において、無線通信端末１００Ａ、１００Ｂ、１
００Ｃは、グループ通話を行っている。
【００６９】
　ステップＳ１２０において、無線通信端末１００Ａは、ＳＩＰサーバー２００に対して
、無線通信端末１００Ｄの呼出要求を行う。すなわち、呼出要求とは、無線通信端末１０
０Ｄのグループ通話への参加を要求するものである。
【００７０】
　ステップＳ１３０において、ＳＩＰサーバー２００は、無線通信端末１００Ａから、無
線通信端末１００Ｄの呼出要求が行われたことを通知する呼出通知をＳＭＳサーバー３０
０に対して送信する。
【００７１】
　ステップＳ１４０において、ＳＭＳサーバー３００は、ＳＩＰサーバー２００から受信
した呼出通知を無線通信端末１００Ｄに対して送信する。
【００７２】
　ステップＳ１５０において、無線通信端末１００Ｄは、ＳＩＰサーバー２００に対する
位置登録処理を行う。ＳＩＰサーバー２００は、位置登録処理によって無線通信端末１０
０Ｄの識別情報（例えば、電話番号やＩＰアドレスなど）を管理する。
【００７３】
　ステップＳ１６０において、無線通信端末１００Ｄは、ＳＩＰサーバー２００からの呼
出通知に対する応答通知をＳＩＰサーバー２００に対して送信する。すなわち、無線通信
端末１００Ｄは、途中参加通知をＳＩＰサーバー２００に対して送信する。
【００７４】
　ステップＳ１７０において、無線通信端末１００ＤとＳＩＰサーバー２００との通信コ
ネクションが確立され、無線通信端末１００Ａ～１００Ｄによるグループ通話が確立する
。
【００７５】
　（１―２）無線通信端末１００Ｄが無線通信端末１００Ａ～１００Ｃに対する発信要求
を送信する例
　図５に示すように、ステップＳ２１０において、無線通信端末１００Ａ、１００Ｂ、１
００Ｃは、グループ通話を行っている。
【００７６】
　ステップＳ２２０において、無線通信端末１００Ｄは、ＳＩＰサーバー２００に対する
位置登録処理を行う。ＳＩＰサーバー２００は、位置登録処理によって無線通信端末１０
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０Ｄの識別情報（例えば、電話番号やＩＰアドレスなど）を管理する。
【００７７】
　ステップＳ２３０において、無線通信端末１００Ｄは、ＳＩＰサーバー２００に対して
、無線通信端末１００Ａ～１００Ｃに対する発信要求を送信する。すなわち、無線通信端
末１００Ｄは、途中参加通知をＳＩＰサーバー２００に対して送信する。
【００７８】
　ステップＳ２４０において、ＳＩＰサーバー２００は、無線通信端末１００Ａ、１００
Ｂ、１００Ｃに対して、無線通信端末１００Ｄからの着信通知を送信する。
【００７９】
　ステップＳ２５０において、ＳＩＰサーバー２００は、無線通信端末１００Ｄに対して
応答通知を行う。
【００８０】
　ステップＳ２６０において、無線通信端末１００ＤとＳＩＰサーバー２００との通信コ
ネクションが確立され、無線通信端末１００Ａ～１００Ｄによるグループ通話が確立する
。
【００８１】
　（１―３）無線通信端末１００Ｄが無線通信端末１００Ａに対する発信要求を送信する
例
　図６に示すように、ステップＳ３１０において、無線通信端末１００Ａ、１００Ｂ、１
００Ｃは、グループ通話を行っている。
【００８２】
　ステップＳ３２０において、無線通信端末１００Ｄは、ＳＩＰサーバー２００に対する
位置登録処理を行う。ＳＩＰサーバー２００は、位置登録処理によって無線通信端末１０
０Ｄの識別情報（例えば、電話番号やＩＰアドレスなど）を管理する。
【００８３】
　ステップＳ３３０において、無線通信端末１００Ｄは、ＳＩＰサーバー２００に対して
、無線通信端末１００Ａに対する発信要求を送信する。すなわち、無線通信端末１００Ｄ
は、途中参加通知をＳＩＰサーバー２００に対して送信する。
【００８４】
　ステップＳ３４０において、ＳＩＰサーバー２００は、無線通信端末１００Ａに対して
、無線通信端末１００Ｄからの着信通知を送信する。
【００８５】
　ステップＳ３５０において、無線通信端末１００Ａは、ＳＩＰサーバー２００に、無線
通信端末１００Ｄからの着信通知に対する応答通知を行う。
【００８６】
　ステップＳ３６０において、ＳＩＰサーバー２００は、無線通信端末１００Ａからの応
答通知に応じて、無線通信端末１００Ｄに応答する。
【００８７】
　ステップＳ３７０において、無線通信端末１００ＤとＳＩＰサーバー２００との通信コ
ネクションが確立され、無線通信端末１００Ａ～１００Ｄによるグループ通話が確立する
。
【００８８】
　第２に、グループ通話中に、上述の無線通信端末１００Ｄによるグループ通話への途中
参加動作（割り込み処理）のいずれかが行われた場合、ＳＩＰサーバー２００が発言権を
無線通信端末１００Ｄに一時的に付与する動作について説明する。
【００８９】
　（２―１）ＳＩＰサーバー２００が、無線通信端末１００Ａに付与されている発言権を
強制的に解放し、無線通信端末１００Ｄに発言権を付与する例
　図７は、発言権を無線通信端末１００Ｄに付与する動作を示すシーケンス図（２－１）
である。
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【００９０】
　無線通信端末１００Ｄは、ステップＳ４１０において、グループ通話への途中参加動作
（割り込み処理）のいずれか（図４～６参照）を行う。
【００９１】
　例えば、図４に示すグループ通話中の無線通信端末１００Ａが無線通信端末１００Ｄを
呼び出す途中参加動作では、本シーケンスによって発言権を無線通信端末１００Ｄに付与
するのが望ましい。
【００９２】
　ステップＳ４２０において、無線通信端末１００Ｄは、ＳＩＰサーバー２００に対して
、発言権取得要求を送信する。なお、かかる発言権取得要求は、上述の無線通信端末１０
０Ｄによるグループ通話への途中参加動作において、無線通信端末１００ＤがＳＩＰサー
バー２００に対して送信する途中参加通知（図４のステップＳ１６０、図５のステップＳ
２３０、図６のＳ３３０）に含めても良い。
【００９３】
　ステップＳ４３０において、ＳＩＰサーバー２００は、無線通信端末１００Ａに付与さ
れている発言権を解放する。また、ＳＩＰサーバー２００は、無線通信端末１００Ａに付
与されている発言権を解放したことを通知する発言権解放通知を無線通信端末１００Ａに
送信する。
【００９４】
　ステップＳ４４０において、ＳＩＰサーバー２００は、無線通信端末１００Ｄに発言権
を付与し、無線通信端末１００Ｄに対して、発言権を付与したことを通知する発言権付与
通知を送信する。
【００９５】
　（２―２）ＳＩＰサーバー２００が無線通信端末１００Ａに発言権の解放を要求し、当
該要求に応じて無線通信端末１００Ａが発言権を解放した場合、無線通信端末１００Ｄに
発言権を付与する例
　図８は、発言権を無線通信端末１００Ｄに付与する動作を示すシーケンス図（２－２）
である。なお、ステップＳ５１０～Ｓ５２０については、図７のステップＳ４１０～Ｓ４
２０と同様であるため説明を省略する。
【００９６】
　また、図６に示す無線通信端末１００Ｄが無線通信端末１００Ａに対する発信要求を送
信する途中参加動作では、本シーケンスによって発言権を無線通信端末１００Ｄに付与す
るのが望ましい。
【００９７】
　図８に示すように、ステップＳ５３０において、ＳＩＰサーバー２００は、発言権を付
与されている無線通信端末１００Ａに対して、発言権解放要求を送信する。
【００９８】
　無線通信端末１００Ａは、ステップＳ５３０において、ＳＩＰサーバー２００からを受
信した発言権解放要求に応じて、付与されている発言権を解放するか否かを判定する。
【００９９】
　ステップＳ５４０において、無線通信端末１００Ａは、付与されている発言権を解放す
る場合、ＳＩＰサーバー２００に対して発言権解放通知を送信する。
【０１００】
　ＳＩＰサーバー２００は、ステップＳ５４０において、無線通信端末１００Ａから発言
権解放通知を受信すると、ステップＳ５５０において、無線通信端末１００Ａに付与され
ている発言権を解放して無線通信端末１００Ｄに発言権を付与し、無線通信端末１００Ｄ
に対して発言権付与通知を送信する。
【０１０１】
　ステップＳ５６０において、無線通信端末１００Ａが、付与されている発言権を解放し
ない場合、ＳＩＰサーバー２００に対して発言権解放拒否通知を送信する。
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【０１０２】
　ステップＳ５７０において、ＳＩＰサーバー２００は、無線通信端末１００Ａから発言
権解放拒否通知を受信する。そして、ＳＩＰサーバー２００は、無線通信端末１００Ｄに
発言権を付与できないため、無線通信端末１００Ｄに対して発言権付与失敗通知を送信す
る。
【０１０３】
　（２―３）無線通信端末１００Ａが、ユーザによるボタンの操作に基づいて発言権を解
放した場合、無線通信端末１００Ｄに発言権を付与する例
　図９は、発言権を無線通信端末１００Ｄに付与する動作を示すシーケンス図（２－３）
である。なお、ステップＳ６１０～Ｓ６２０については、図７のステップＳ４１０～Ｓ４
２０と同様であるため説明を省略する。
【０１０４】
　また、図５に示す無線通信端末１００Ｄが無線通信端末１００Ａ～１００Ｃに対する発
信要求を送信する途中参加動作では、本シーケンスによって発言権を無線通信端末１００
Ｄに付与するのが望ましい。
【０１０５】
　図９に示すように、ステップＳ６３０において、発言権を付与されている無線通信端末
１００Ａは、ユーザによるボタンの押下が解除されたことを検知し、発言権解放通知をＳ
ＩＰサーバー２００に送信する。
【０１０６】
　ＳＩＰサーバー２００は、ステップＳ６３０において、無線通信端末１００Ａから発言
権解放通知を受信すると、無線通信端末１００Ａの発言権を解放し、ステップＳ６４０に
おいて無線通信端末１００Ｄに発言権を付与し、無線通信端末１００Ｄに対して発言権付
与通知を送信する。
【０１０７】
　（２―４）無線通信端末１００Ａが、無線通信端末１００Ｄがグループ通話に参加した
ことを示す着信通知をＳＩＰサーバー２００から受信した場合、ユーザによるボタンの押
下を検知していても、発言権を解放する例
　図１０は、発言権を無線通信端末１００Ｄに付与する動作を示すシーケンス図（２－４
）である。なお、ステップＳ７１０～Ｓ７２０については、図７のステップＳ４１０～Ｓ
４２０と同様であるため説明を省略する。
【０１０８】
　図１０に示すように、ステップＳ７３０において、ＳＩＰサーバー２００は、無線通信
端末１００Ａに対して、着信通知を送信する。なお、かかる着信通知は、上述の無線通信
端末１００Ｄによるグループ通話への途中参加動作において、ＳＩＰサーバー２００が無
線通信端末１００Ａに対して行う応答（図４のステップＳ１７０）と、ＳＩＰサーバー２
００が無線通信端末１００Ａに対して送信する着信通知（図５のステップＳ２４０、図６
のＳ３４０）に対応する。
【０１０９】
　ステップＳ７４０において、発言権を付与されている無線通信端末１００Ａは、ユーザ
によるボタンが押下されていることを検知していても、発言権解放通知をＳＩＰサーバー
２００に送信する。
【０１１０】
　ステップＳ７５０において、ＳＩＰサーバー２００は、無線通信端末１００Ａから発言
権解放通知を受信する。そして、ＳＩＰサーバー２００は、無線通信端末１００Ｄに発言
権を付与し、無線通信端末１００Ｄに対して発言権付与通知を送信する。
【０１１１】
（作用・効果）
　本実施形態に係る無線通信端末１００Ａによれば、グループ通話中に、ＳＩＰサーバー
２００（サーバー）がグループ通話に途中参加する無線通信端末１００Ｄ（途中参加端末
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）からの途中参加要求を受信した後、無線通信端末１００Ａに付与されている発言権が解
放された時に、無線通信端末１００Ｄに発言権を付与することによって、無線通信端末１
００Ｄのユーザが発話することができる。したがって、無線通信端末１００Ａ～１００Ｃ
のユーザが、無線通信端末１００Ｄの参加を迅速かつ確実に認識することを可能とする。
【０１１２】
　本実施形態に係る無線通信端末１００Ａによれば、グループ通話中に、ＳＩＰサーバー
２００が無線通信端末１００Ｄからの途中参加要求を受信した後、無線通信端末１００Ａ
に付与されている発言権を解放し、無線通信端末１００Ｄに発言権を付与することによっ
て、ＳＩＰサーバー２００は、発言権を強制的に無線通信端末１００Ｄに与えることがで
きる。
【０１１３】
　本実施形態に係る無線通信端末１００Ａによれば、グループ通話中に、ＳＩＰサーバー
２００が無線通信端末１００Ｄからの途中参加要求を受信した場合、発言権を付与されて
いる無線通信端末１００Ａに発言権解放要求を送信し、発言権解放通知を受信した場合に
、無線通信端末１００Ｄに発言権を付与する。したがって、ＳＩＰサーバー２００が無線
通信端末１００Ｄからの途中参加要求を受信した時に発言権を付与されている無線通信端
末１００Ａは、強制的に発言権を解放されることがない。
【０１１４】
　本実施形態に係る無線通信端末１００Ａによれば、グループ通話中に、ＳＩＰサーバー
２００が無線通信端末１００Ｄからの途中参加要求を受信した場合、無線通信端末１００
Ａによる操作に基づく発言権解放通知を受信した場合に、ＳＩＰサーバー２００が無線通
信端末１００Ｄに発言権を付与することによって、サーバーが途中参加端末からの途中参
加要求を受信しても、発言権を付与されていた参加端末は、通話データの送信を継続する
ことができる。
【０１１５】
　本実施形態に係る無線通信端末１００Ａによれば、グループ通話中に、ＳＩＰサーバー
２００が無線通信端末１００Ｄからの途中参加要求を受信したときに、発言権を付与され
ていた無線通信端末１００Ａは、無線通信端末１００Ｄに発言権を付与してから所定時間
後に、再び発言権を取得することができる。
【０１１６】
（その他の実施形態）
　なお、本実施形態では、通信プロトコルとしてＳＩＰを用いる場合について説明したが
、本発明は、かかる場合に限定されることはなく、第実施形態の動作を実現することがで
きる他の通信プロトコルがあれば、当該他の通信プロトコルを用いた場合にも適用可能で
ある。
【０１１７】
　例えば、本発明をテレビ電話に適用する場合、図１１に示すように、グループ通話中の
無線通信端末１００Ａ～１００Ｃの表示画面においては、発言権を付与されている無線通
信端末１００Ａの映像を表示する。かかる場合において、ＳＩＰサーバー２００が無線通
信端末１００Ｄからの途中参加要求を受信した場合、図１２に示すように、グループ通話
中の無線通信端末１００Ａ～１００Ｃの表示画面において、発言権を一時的に付与された
無線通信端末１００Ｄの映像をともに表示してもよい。
【０１１８】
　また、本実施形態のＳＩＰサーバー２００は、グループ通話サーバーを含むことにより
、各種機能を提供することとしてもよい。
【０１１９】
　以上、本発明の一例を説明したが、具体例を例示したに過ぎず、特に本発明を限定する
ものではなく、各部の具体的構成等は、適宜設計変更可能である。また、各実施形態の構
成及び各変更例の構成もそれぞれ組み合わせることが可能である。また、各実施形態及び
各変更例の作用及び効果は、本発明から生じる最も好適な作用及び効果を列挙したに過ぎ
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【図面の簡単な説明】
【０１２０】
【図１】本発明の実施形態に係る移動体通信システムの全体概略構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係るＳＩＰサーバーのブロック構成図である。
【図３】本発明の実施形態に係る無線通信端末のブロック構成図である。
【図４】本発明の実施形態に係る移動体通信システムの無線通信端末１００Ｄがグループ
通話に途中参加する動作（割り込み処理）を示すシーケンス図（１－１）である。
【図５】本発明の実施形態に係る移動体通信システムの無線通信端末１００Ｄがグループ
通話に途中参加する動作（割り込み処理）を示すシーケンス図（１－２）である。
【図６】本発明の実施形態に係る移動体通信システムの無線通信端末１００Ｄがグループ
通話に途中参加する動作（割り込み処理）を示すシーケンス図（１－３）である。
【図７】本発明の実施形態に係る移動体通信システムにおいて発言権を無線通信端末１０
０Ｄに付与する動作を示すシーケンス図（２－１）である。
【図８】本発明の実施形態に係る移動体通信システムにおいて発言権を無線通信端末１０
０Ｄに付与する動作を示すシーケンス図（２－２）である。
【図９】本発明の実施形態に係る移動体通信システムにおいて発言権を無線通信端末１０
０Ｄに付与する動作を示すシーケンス図（２－３）である。
【図１０】本発明の実施形態に係る移動体通信システムにおいて発言権を無線通信端末１
００Ｄに付与する動作を示すシーケンス図（２－４）である。
【図１１】本発明のその他の実施形態に係る無線通信端末１００Ａ～１００Ｃの表示画面
を示す図である。
【図１２】本発明のその他の実施形態に係る無線通信端末１００Ａ～１００Ｃの表示画面
を示す図である。
【符号の説明】
【０１２１】
　１…無線通信ネットワーク、１００Ａ～１００Ｄ…無線通信端末、１１０…送受信部、
１２０…発言権取得部、１３０…発言権解放部、１４０…割り込み処理部、１５０…操作
部、２００…ＳＩＰサーバー、２１０…割り込み処理部、２２０…送受信部、２３０…発
言権付与部、２４０…発言権解放部、２５０…記憶部、３００…ＳＭＳサーバー
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