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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現在未使用の電話番号であってユーザの変更前の電話番号と、該電話番号が割り当てら
れていたユーザの現在の連絡先を示す情報とを対応づけて記憶する電話番号割当情報記憶
手段と、
　当該通信システムで割り当てた電話番号宛ての発呼要求を受け付ける制御手段とを備え
、
　前記制御手段は、前記変更前の電話番号宛ての発呼要求を受け付けた場合に、発信元の
端末に対して着信先の電話番号が現在未使用である旨を通知するための制御を行った上で
、前記変更前の電話番号が割り当てられていたユーザの現在の連絡先に、変更前の電話番
号宛ての着信があった旨および発信元の情報を通知するための制御を行う
　ことを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　ユーザの現在の連絡先を示す情報として、電子メールアドレスを用い、
　制御手段は、ユーザの現在の連絡先である電子メールアドレス宛に、変更前の電話番号
宛てに着信があった旨および発信元の電話番号を含む電子メールを送信するための制御を
行う
　請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
　制御手段は、変更前の電話番号が割り当てられていたユーザの現在の連絡先への通知を
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、前記変更前の電話番号宛ての着信を認識した都度行う
　請求項１または請求項２に記載の通信システム。
【請求項４】
　通信システムは携帯電話網システムであり、ユーザの現在の連絡先を示す情報として当
該携帯電話網システムにおける携帯端末に割り当てられている電子メールアドレスを用い
る
　請求項１から請求項３のうちのいずれか１項に記載の通信システム。
【請求項５】
　所定のガイダンスを流すガイダンスサーバと、
　電子メールの配信制御を行うメールサーバとを備え、
　制御手段は、前記変更前の電話番号宛ての発呼要求を受け付けた場合に、前記ガイダン
スサーバに発信元の端末に対して着信先の電話番号が現在未使用である旨のガイダンスを
流させるための制御を行った上で、前記メールサーバに前記変更前の電話番号が割り当て
られていたユーザの現在の連絡先であるメールアドレス宛の電子メールであって、変更前
の電話番号宛ての着信があった旨および発信元の情報を含む電子メールを配信させるため
の制御を行う
　請求項１から請求項４のうちのいずれか１項に記載の通信システム。
【請求項６】
　通信システムが備える制御サーバであって、
　現在未使用の電話番号であってユーザの変更前の電話番号と、該電話番号が割り当てら
れていたユーザの現在の連絡先を示す情報とを対応づけて記憶する電話番号割当情報記憶
手段と、
　前記通信システムで割り当てた電話番号宛ての発呼要求を受け付ける制御手段とを備え
、
　前記制御手段は、前記変更前の電話番号宛ての発呼要求を受け付けた場合に、発信元の
端末に対して着信先の電話番号が現在未使用である旨を通知するための制御を行った上で
、前記変更前の電話番号が割り当てられていたユーザの現在の連絡先に、変更前の電話番
号宛ての着信があった旨および発信元の情報を通知するための制御を行う
　ことを特徴とする制御サーバ。
【請求項７】
　ユーザの現在の連絡先を示す情報として、電子メールアドレスを用い、
　制御手段は、ユーザの現在の連絡先である電子メールアドレス宛に、変更前の電話番号
宛てに着信があった旨および発信元の電話番号を含む電子メールを送信するための制御を
行う
　請求項６に記載の制御サーバ。
【請求項８】
　制御手段は、変更前の電話番号が割り当てられていたユーザの現在の連絡先への通知を
、前記変更前の電話番号宛ての着信を認識した都度行う
　請求項６または請求項７に記載の制御サーバ。
【請求項９】
　通信システムは携帯電話網システムであり、ユーザの現在の連絡先を示す情報として当
該携帯電話網システムにおける携帯端末に割り当てられている電子メールアドレスを用い
る
　請求項６から請求項８のうちのいずれか１項に記載の制御サーバ。
【請求項１０】
　制御手段は、前記変更前の電話番号宛ての発呼要求を受け付けた場合に、所定のガイダ
ンスを流すガイダンスサーバに発信元の端末に対して着信先の電話番号が現在未使用であ
る旨のガイダンスを流させるための制御を行った上で、電子メールの配信制御を行うメー
ルサーバに前記変更前の電話番号が割り当てられていたユーザの現在の連絡先であるメー
ルアドレス宛の電子メールであって、変更前の電話番号宛ての着信があった旨および発信
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元の情報を含む電子メールを配信させるための制御を行う
　請求項６から請求項９のうちのいずれか１項に記載の制御サーバ。
【請求項１１】
　制御サーバが、予め記憶されている、現在未使用の電話番号であってユーザの変更前の
電話番号と、該電話番号が割り当てられていたユーザの現在の連絡先を示す情報とを対応
づけた電話番号割当情報に基づいて、前記変更前の電話番号宛ての発呼要求を受け付けた
場合に、発信元の端末に対して着信先の電話番号が現在未使用である旨を通知するための
制御を行った上で、前記変更前の電話番号が割り当てられていたユーザの現在の連絡先に
、変更前の電話番号宛ての着信があった旨および発信元の情報を通知するための制御を行
う
　ことを特徴とする着信通知方法。
【請求項１２】
　ユーザの現在の連絡先を示す情報として、電子メールアドレスを用い、
　制御サーバが、ユーザの現在の連絡先へ通知として、該ユーザの現在の連絡先である電
子メールアドレス宛に、変更前の電話番号宛てに着信があった旨および発信元の電話番号
を含む電子メールを送信するための制御を行う
　請求項１１に記載の着信通知方法。
【請求項１３】
　制御サーバが、変更前の電話番号が割り当てられていたユーザの現在の連絡先への通知
を、前記変更前の電話番号宛ての着信を認識した都度行う
　請求項１１または請求項１２に記載の着信通知方法。
【請求項１４】
　コンピュータに、
　予め記憶されている、現在未使用の電話番号であってユーザの変更前の電話番号と、該
電話番号が割り当てられていたユーザの現在の連絡先を示す情報とを対応づけた電話番号
割当情報に基づいて、前記変更前の電話番号宛ての発呼要求を受け付けた場合に、発信元
の端末に対して着信先の電話番号が現在未使用である旨を通知するための制御を行った上
で、前記変更前の電話番号が割り当てられていたユーザの現在の連絡先に、変更前の電話
番号宛ての着信があった旨および発信元の情報を通知するための制御を行う処理
　を実行させるための着信通知用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話番号によりユーザが特定される通信システム、制御サーバ、それに用い
る着信通知方法および着信通知用プログラムに関し、特に、ユーザの都合により自己を特
定する電話番号が変更されうる通信システム、制御サーバ、着信通知方法および着信通知
用プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電話番号によりユーザが特定される通信システムとしては、例えば、携帯電話網システ
ムや固定電話網システム、ＩＰ電話網システム等がある。
【０００３】
　携帯電話網システムでは、電話番号を変更せずに通信業者を変更することができるナン
バーポータビリティ制度が利用可能であるが、ユーザによっては、ナンバーポータビリテ
ィ制度を利用せずに通信業者を変更したり、または通信業者を変更しなくても何らかの理
由で電話番号の変更を要する場合がある。また、例えば固定電話網システムでは、引っ越
し等によりその人への連絡先である電話番号が変更になる。
【０００４】
　例えば、固定電話網システムでは、変更前の電話番号宛てにあった着信すべてに対して
、変更先の電話番号をガイダンスするサービスがある。
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【０００５】
　しかし、すべての人に変更先の番号を教えたくない場合や、個人情報を一斉に展開する
ことに抵抗がある人が多く、必要な相手にだけ新しい連絡先を通知できる方法が求められ
ている。このような場合、多くのユーザは、電子メールなどを送信するなどして電話帳に
登録されている人などに対して個別に連絡することにより対応していた。
【０００６】
　番号変更による通知に関する技術として、例えば、特許文献１には、通信端末の番号情
報変更通知システムが記載されている。特許文献１に記載されている通信端末の番号情報
変更通知システムでは、受信された番号情報の変更および通知条件を記憶しておき、第三
者の端末装置より番号情報の問い合わせを受け付けると、センター装置が記憶された通知
条件を参照して第三者の端末装置に変更後の番号情報を通知する。また、特許文献１には
、センター装置が変更後の番号情報を通知する際に、確認先の番号情報に発信元の電話番
号と併せて着信の通知を行うとともに通知許可の問い合わせを行う旨や、通知条件によっ
ては非通知メッセージを相手先に通知する旨が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－２７９１３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に記載されている番号情報変更通知システムでは、通知条件の設定により、
不特定相手に通知するか、特定相手に通知するか、もしくは個別確認を行うかを選択する
ことは可能である。しかし、不特定相手に通知したくない場合には、予め相手先を登録し
ておくか、もしくは個別確認を行わせてその都度通知可否を回答しなければならないため
、煩雑であるという問題がある。また、特許文献１に記載されている番号情報変更通知シ
ステムでは、変更ユーザへの発信元の情報の提示は、あくまで通知可否を問い合わせるた
めであって、変更ユーザへの情報提供と発信元ユーザへの情報提供とを相互に作用させる
ことにより問題を解決しようということは考えられていない。例えば、個別確認なしと登
録すれば、発信先への情報提供は行われず、誰から問い合わせがあったかを番号を変更し
たユーザが知ることはできない。
【０００９】
　そこで、本発明は、不特定相手に変更後の番号を知らせることなく、必要な相手にだけ
新しい連絡先を通知することができる通信システム、制御サーバ、着信通知方法および着
信通知用プログラム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】
　本発明による通信システムは、現在未使用の電話番号であってユーザの変更前の電話番
号と、該電話番号が割り当てられていたユーザの現在の連絡先を示す情報とを対応づけて
記憶する電話番号割当情報記憶手段と、当該通信システムで割り当てた電話番号宛ての発
呼要求を受け付ける制御手段とを備え、制御手段は、変更前の電話番号宛ての発呼要求を
受け付けた場合に、発信元の端末に対して着信先の電話番号が現在未使用である旨を通知
するための制御を行った上で、変更前の電話番号が割り当てられていたユーザの現在の連
絡先に、変更前の電話番号宛ての着信があった旨および発信元の情報を通知するための制
御を行うことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明による制御サーバは、通信システムが備える制御サーバであって、現在未
使用の電話番号であってユーザの変更前の電話番号と、該電話番号が割り当てられていた
ユーザの現在の連絡先を示す情報とを対応づけて記憶する電話番号割当情報記憶手段と、
通信システムで割り当てた電話番号宛ての発呼要求を受け付ける制御手段とを備え、制御
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手段は、変更前の電話番号宛ての発呼要求を受け付けた場合に、発信元の端末に対して着
信先の電話番号が現在未使用である旨を通知するための制御を行った上で、変更前の電話
番号が割り当てられていたユーザの現在の連絡先に、変更前の電話番号宛ての着信があっ
た旨および発信元の情報を通知するための制御を行うことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明による着信通知方法は、制御サーバが、予め記憶されている、現在未使用
の電話番号であってユーザの変更前の電話番号と、該電話番号が割り当てられていたユー
ザの現在の連絡先を示す情報とを対応づけた電話番号割当情報に基づいて、変更前の電話
番号宛ての発呼要求を受け付けた場合に、発信元の端末に対して着信先の電話番号が現在
未使用である旨を通知するための制御を行った上で、変更前の電話番号が割り当てられて
いたユーザの現在の連絡先に、変更前の電話番号宛ての着信があった旨および発信元の情
報を通知するための制御を行うことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明による着信通知用プログラムは、コンピュータに、予め記憶されている、
現在未使用の電話番号であってユーザの変更前の電話番号と、該電話番号が割り当てられ
ていたユーザの現在の連絡先を示す情報とを対応づけた電話番号割当情報に基づいて、変
更前の電話番号宛ての発呼要求を受け付けた場合に、発信元の端末に対して着信先の電話
番号が現在未使用である旨を通知するための制御を行った上で、変更前の電話番号が割り
当てられていたユーザの現在の連絡先に、変更前の電話番号宛ての着信があった旨および
発信元の情報を通知するための制御を行う処理を実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、不特定相手に変更後の番号を知らせることなく、必要な相手にだけ新
しい連絡先を通知することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の通信システムの構成例を示すブロック図である。
【図２】電話番号割当情報の例を示す説明図である。
【図３】本実施形態の通信システムの動作の一例を示すフローチャートである。
【図４】本発明の概要を示すブロック図である。
【図５】本発明の通信システムの他の構成例を示す概略ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図１は、本発明の通信システムの
構成例を示すブロック図である。なお、図１に示す例は、本発明を携帯電話網システムに
適用した場合の例である。図１に示す通信システムは、制御サーバ１０と、加入者データ
ベース２０と、メールサーバ３０と、ガイダンスサーバ５０とを備えている。
【００１７】
　制御サーバ１０は、コアネットワーク１００に存在し、発着信の制御を行うサーバ装置
であって、例えば、プログラムに従って動作する情報処理装置によって実現される。制御
サーバ１０は、コアネットワーク１００内で加入者データベース２０（以下、加入者情報
ＤＢ２０という。）にアクセス可能に接続されている。また、制御サーバ１０は、メール
サーバ３０と、ガイダンスサーバ５０とに接続されている。制御サーバ１０は、着信を受
け付けたときに、その発信先となる加入者の情報を検索して、必要に応じて、発信先の携
帯端末に電子メールを作成したり、所定のガイダンスを発信元の携帯端末に流させるなど
の制御を行う。
【００１８】
　加入者情報ＤＢ２０は、当通信サービスに加入している加入者（コアネットワーク１０
０において発着信制御の対象となるユーザ）の情報や、電話番号と携帯端末またはユーザ
とを対応づける情報を保持する。以下、加入者情報ＤＢ２０に保持される情報を加入者情
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報という。本実施携帯では、加入者情報の少なくとも一部として、電話番号をインデック
スにして携帯端末またはユーザの情報を検索可能な情報（電話番号割当情報）を保持する
。
【００１９】
　電話番号割当情報は、例えば、当該通信サービスにおいて使用可能な電話番号と、該電
話番号が使用されている場合には該電話番号の使用者であるユーザを識別するための情報
を、該電話番号が現在使用されていない場合には使用されていない番号である旨の情報を
対応づけた情報であってもよい。本実施形態では、現在使用していない電話番号について
は、使用されていない番号である旨の情報とともに、それが以前使用されていた電話番号
である場合であって番号変更サービスの対象となる電話番号である場合には、該電話番号
（旧電話番号）と、現在の連絡先となる電子メールアドレス（以下、通知先アドレスとい
う。）とを対応づけて保持する。通知先アドレスは、旧電話番号を使用していたユーザに
対して当該システムから情報配信可能な宛先情報であればよい。なお、図２に示すように
、さらに現在の電話番号を対応づけてもよい。図２は、電話番号割当情報の例を示す説明
図である。図２に示す例では、未使用電話番号（旧電話番号）と、新電話番号（変更後の
電話番号）と、通知先アドレスとを対応づけて保持している。また、現在の電話番号およ
び通知先アドレスを対応づけることによって、番号変更サービスの対象となる電話番号で
ある旨を示している。
【００２０】
　携帯端末４０Ａ，４０Ｂ，４０Ｃは、本通信システムの通信サービスを受ける通信端末
である。各携帯端末４０は、無線ネットワーク２００を介してコアネットワーク１００と
つながり、制御サーバ１０による制御によって他の携帯端末との通話などの携帯電話サー
ビスを受ける。図１に示す例において、携帯端末４０Ｂのユーザは、機種とともに電話番
号を変更し、現在は携帯端末４０Ａのユーザになっているものとする。すなわち、携帯端
末４０Ｂの電話番号は現在使用されておらず、その電話番号に対応づけられていたユーザ
には、新たな連絡先として、携帯端末４０Ａの電話番号が割り当てられているものとする
。また、携帯端末４０Ｃは、携帯端末４０Ａのユーザとは異なるユーザが使用しているも
のとする。
【００２１】
　メールサーバ３０は、電子メールの配信制御を行う。ガイダンスサーバ５０は、制御サ
ーバ１０からの指示に応じて、発信元の携帯端末にメッセージを流す。
【００２２】
　次に、本実施形態の動作について説明する。図３は、本実施形態の通信システムの動作
の一例を示すフローチャートである。以下では、ある加入者が携帯端末４０Ｂから携帯端
末４０Ａに変更する際に電話番号を変更した場合を例に説明する。この番号変更を行った
加入者からの要求により、加入者情報ＤＢ２０に、旧電話番号、新電話番号、通知先アド
レスの登録が行われる。
【００２３】
　本例では、加入者情報ＤＢ２０には、携帯端末４０Ｂに割り当てられていた電話番号を
旧電話番号とし、携帯端末４０Ａに割り当てられている電話番号を新電話番号とし、携帯
端末４０Ａに到達する電子メールアドレスを通知先アドレスとして対応づけられている電
話番号割当情報が保持されているものとする。
【００２４】
　ここで、例えば携帯端末４０Ｃのユーザが、携帯端末４０Ｂのユーザに割り当てられて
いた変更前の電話番号宛てに発呼したとする。この発呼操作による発信信号は、携帯端末
４０Ｃから無線ネットワーク２００を経由して制御サーバ１０に送られる。制御サーバ１
０は、図３に示すように、携帯端末４０Ｃから発信信号を受け付けると（ステップＳ１０
１）、着信先の電話番号に関する情報を、加入者情報ＤＢ２０から検索する（ステップＳ
１０２）。本例では、着信先の電話番号（携帯端末４０Ｂのユーザに割り当てられていた
変更前の電話番号）が現在使用されていないこと、新電話番号と、通知先アドレスの情報
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を入手する。
【００２５】
　制御サーバ１０は、取得した情報に基づき着信先の電話番号が未使用であると判定した
場合には（ステップＳ１０３のＹｅｓ）、発信元である携帯端末４０Ｃに着信先が空き番
号である旨のガイダンスを流すための制御を行う（ステップＳ１０４）。例えば、制御サ
ーバ１０は、ガイダンスサーバ５０にガイダンスの内容を指定して依頼を行う。依頼を受
けたガイダンスサーバ５０は、発信元である携帯端末４０Ｃとの通信リンク上に、「現在
、この電話番号は使われておりません」といった合成音声をガイダンスとして流す。なお
、ガイダンスに限らず、発信元である携帯端末４０Ｃに対して、着信先の電話番号が現在
未使用である旨を通知することができれば、どのような方法を用いてもよい。例えば、エ
ラーコードを返すような方法をとってもよい。
【００２６】
　また、制御サーバ１０は、着信先となった電話番号を使用していたユーザに、旧電話番
号宛てに着信があった旨および発信元の情報を通知するための制御を行う（ステップＳ１
０５）。本例では、制御サーバ１０は、メールサーバ３０に、着信先となった電話番号を
キーに取得した通知先アドレスを宛て先に指定した電子メールであって、旧電話番号宛て
に着信があった旨および発信元の電話番号をメールの内容として含む電子メールを送信す
るよう依頼を行う。依頼を受けたメールサーバ３０は、宛て先に指定された電子メールア
ドレスを元に、受け取った電子メールを配信する。ここでは、メールサーバ３０による配
信制御により携帯端末４０Ａに配信される。なお、ステップＳ１０５の処理は、旧電話番
号宛ての着信を認識したその都度行われることが好ましい。なお、発信元の情報が不明で
ある場合には通知を省略してもよいし、着信があった旨と発信元の電話番号が不明である
旨の情報を通知してもよい。
【００２７】
　電子メールを受け取った携帯端末４０Ａのユーザが、その電子メールの内容を確認する
と、旧電話番号に着信があったことおよびその発信元の電話番号を知ることができ、新電
話番号を教えるためにかけ直すことができる。また、新電話番号を教えたくない人からの
着信にはかけ直さないといった選択をすることで、個人情報を守ることができる。
【００２８】
　発信元には新電話番号を知らせずに、変更したユーザに対して着信があった旨とかけ直
しのための必要な情報を知らせることにより、変更したユーザ自身でかかってきた着信か
ら必要な着信のみを選択してかけ直すことができるので、個人情報を守りつつ、臨機応変
な対応をすることができる。例えば、会社やお店からの着信など、連絡先の変更をあえて
知らせるような関係でない人からの必要なまたは緊急な着信があった場合などにも、適切
に対応することができる。
【００２９】
　以下、本発明の概要について説明する。図４は、本発明の概要を示すブロック図である
。本発明の通信システムは、図４に示すように、制御手段１と、電話番号割当情報記憶手
段２とを備える。なお、制御手段１と電話番号割当情報記憶手段２は、１つの制御サーバ
として構成されていてもよい。
【００３０】
　電話番号割当情報記憶手段２（例えば、加入者情報ＤＢ２０）は、現在未使用の電話番
号であってユーザの変更前の電話番号と、該電話番号が割り当てられていたユーザの現在
の連絡先を示す情報とを対応づけて記憶する。
【００３１】
　制御手段１（例えば、制御サーバ１０）は、当該通信システムで割り当てた電話番号宛
ての発呼要求を受け付ける手段であって、変更前の電話番号宛ての発呼要求を受け付けた
場合に、発信元の端末に対して着信先の電話番号が現在未使用である旨を通知するための
制御を行った上で、変更前の電話番号が割り当てられていたユーザの現在の連絡先に、変
更前の電話番号宛ての着信があった旨および発信元の情報を通知するための制御を行う。
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　また、通信システムは、ユーザの現在の連絡先を示す情報として、電子メールアドレス
を用いてもよい。そのような場合には、制御手段１は、ユーザの現在の連絡先である電子
メールアドレス宛に、変更前の電話番号宛てに着信があった旨および発信元の電話番号を
含む電子メールを送信するための制御を行ってもよい。
【００３３】
　また、制御手段１は、変更前の電話番号が割り当てられていたユーザの現在の連絡先へ
の通知を、変更前の電話番号宛ての着信を認識した都度行ってもよい。
【００３４】
　また、通信システムが携帯電話網システムである場合には、ユーザの現在の連絡先を示
す情報として当該携帯電話網システムにおける携帯端末に割り当てられている電子メール
アドレスを用いてもよい。
【００３５】
　図５は、本発明による通信システムの他の構成例を示す概略ブロック図である。図５に
示すように、本発明による通信システムは、さらに、ガイダンスサーバ３と、メールサー
バ４とを備えていてもよい。
【００３６】
　ガイダンスサーバ３（例えば、ガイダンスサーバ５０）は、所定のガイダンスを流すサ
ーバ装置である。メールサーバ４（例えば、メールサーバ３０）は、電子メールの配信制
御を行うサーバ装置である。
【００３７】
　このような構成の場合には、制御手段１は、変更前の電話番号宛ての発呼要求を受け付
けた場合に、ガイダンスサーバ３に発信元の端末に対して着信先の電話番号が現在未使用
である旨のガイダンスを流させるための制御を行った上で、メールサーバ４に変更前の電
話番号が割り当てられていたユーザの現在の連絡先であるメールアドレス宛の電子メール
であって、変更前の電話番号宛ての着信があった旨および発信元の情報を含む電子メール
を配信させるための制御を行ってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明は、電話番号等の番号情報によりユーザが特定される通信システムであれば、携
帯電話網システムに限らず、固定電話網システム、ＩＰ電話網システム等にも好適に適用
可能である。
【符号の説明】
【００３９】
　１　制御手段
　２　電話番号割当情報記憶手段
　３　ガイダンスサーバ
　４　メールサーバ
　１０　制御サーバ
　２０　加入者情報データベース
　３０　メールサーバ
　４０Ａ，Ｂ，Ｃ　携帯端末Ａ，Ｂ，Ｃ
　５０　ガイダンスサーバ
　１００　コアネットワーク
　２００　無線ネットワーク
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