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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声呼で通話中の第１、第２の加入者端末間にて、グループ通信が必要な状況になった
ときに前記第１、第２の加入者端末間の音声呼を保持し、
　前記第１の加入者端末にてグループ通信呼を起動して前記第１、第２の加入者端末以外
のグループ通信のメンバを呼び出し、
　前記グループ通信呼が確立すると前記第２の加入者端末に保留音を通知し、
　前記グループ通信呼が終了すると前記第２の加入者端末への保留音を停止することを特
徴とするグループ通信切り替え方法。
【請求項２】
　音声呼で通話中の第１、第２の加入者端末間にて、グループ通信が必要な状況になった
ときに前記第１、第２の加入者端末間の音声呼を保持し、
　前記第１の加入者端末にてグループ通信呼を起動して前記第１、第２の加入者端末以外
のグループ通信のメンバを呼び出し、
　前記グループ通信呼が確立すると前記第２の加入者端末に保留音を通知し、
　前記第１の加入者端末の切り替え操作により前記音声呼を選択すると前記第２の加入者
端末への保留音を停止することを特徴とするグループ通信切り替え方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、グループ通信切り替え方法に関し、グループ通信と音声通話との切り替えを
行うグループ通信切り替え方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モバイル通信の業界団体ＯＭＡ（Ｏｐｅｎ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）では、
 "Ｐｕｓｈ－ｔｏ－Ｔａｌｋ　ｏｖｅｒ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ（以下、「ＰＯＣ」と略す）
Ｐｈａｓｅ　Ｏｎｅ"によりグループ通信を標準化している。ＰＯＣは、ＩＰ（Ｉｎｔｅ
ｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を利用してデータ通信網で通話を行うＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃ
ｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の一種で移動体通信向けに開発さ
れており、音声呼の回線交換方式を利用するのではなく、データ通信網を利用する。ＰＯ
Ｃは、「ボタンを押して」「話す」というトランシーバのような通話を実現するための技
術及びサービスである。
【０００３】
　携帯電話（音声呼）のように相手の電話番号をダイヤルするのではなく、通話する相手
を選択し、ボタンを押すことで、数秒で接続できる。また、１対１のやり取りではなく、
グルーピングした複数との同時接続が可能である。
【０００４】
　ＰＯＣはボタンを押下しているユーザの音声がグルーピングされた複数の相手に通知さ
れる。ボタンを早く押下したユーザが話す権限を持ち、他のユーザは聞くことしかできな
いという特徴がある。また、ＰＯＣは、回線交換方式とは違い、データ通信網を使用する
ことで通常の音声通話より安いコストで利用できる。
【０００５】
　なお、特許文献１には、専用チャネルを持つ子機対子機のコードレス通話システムで、
二者間通信中にスイッチをＯＮにすると、グループ通信が可能となることが記載されてい
る。
【０００６】
　特許文献２には、会議通話のような専用トランクによる制御において、グループ通信中
に二者間通信が必要になったとき、切替ボタン押下により二者間の通話状態に切り替える
ことが記載されている。
【特許文献１】特開平４－７０２２６号公報
【特許文献２】特開２００２－１６９７３公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　現状、ＰＯＣは、音声呼やテレビ電話またはデータ通信とのサービス併用できない仕様
となっている。例えば、音声呼またはテレビ電話の使用中にＰＯＣが着信したときは、ユ
ーザは音声呼またはテレビ電話を継続して実施するか、音声呼またはテレビ電話を終話し
てＰＯＣに移行するかを選択する必要がある。
【０００８】
　ＰＯＣを使用中に音声呼またはテレビ電話の着信したときは、ユーザはＰＯＣを継続す
るか、ＰＯＣを中断し音声呼またはテレビ電話を着信するかを選択する必要がある。どち
らの場合においても、ユーザが短時間でどちらかのサービスを決定しなければならないと
いう問題があった。
【０００９】
　また、ＰＯＣから音声呼に切り替える既存のサービスでは、まず、ＰＯＣ中に音声呼の
接続を完了させる。そして、ＰＯＣのグループに参加しているユーザすべてがＰＯＣを終
了すると音声呼の切り替えが完了する。この手順では、他のユーザがＰＯＣを終了しなけ
ればならず、即座に切り替えを完了させることができないという問題があった。
【００１０】
　本発明は、上記の点に鑑みなされたものであり、音声呼とグループ通信呼の切り替えを



(3) JP 4967475 B2 2012.7.4

10

20

30

40

50

シームレスに行うことができるグループ通信切り替え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】
【００１２】
　本発明のグループ通信切り替え方法は、音声呼で通話中の第１、第２の加入者端末間に
て、グループ通信が必要な状況になったときに前記第１、第２の加入者端末間の音声呼を
保持し、
　前記第１の加入者端末にてグループ通信呼を起動して前記第１、第２の加入者端末以外
のグループ通信のメンバを呼び出し、
　前記グループ通信呼が確立すると前記第２の加入者端末に保留音を通知し、
　前記グループ通信呼が終了すると前記第２の加入者端末への保留音を停止する。
【００１３】
　また、本発明のグループ通信切り替え方法は、音声呼で通話中の第１、第２の加入者端
末間にて、グループ通信が必要な状況になったときに前記第１、第２の加入者端末間の音
声呼を保持し、
　前記第１の加入者端末にてグループ通信呼を起動して前記第１、第２の加入者端末以外
のグループ通信のメンバを呼び出し、
　前記グループ通信呼が確立すると前記第２の加入者端末に保留音を通知し、
　前記第１の加入者端末の切り替え操作により前記音声呼を選択すると前記第２の加入者
端末への保留音を停止する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、音声呼とグループ通信呼の切り替えをシームレスに行うことができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面に基づいて本発明の実施形態について説明する。
【００１８】
　<移動通信ネットワークの構成>
　図１は、本発明方法が適用される移動通信ネットワークの構成図を示す。移動通信ネッ
トワークは、加入者端末（ＵＥ）１１Ａ～１１Ｅ、無線基地局（Ｎｏｄｅ　Ｂ）１２Ａ～
１２Ｃ、無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）１３Ａ，１３Ｂ、コアネットワーク１４等
にてピラミッド型に構成されている。コアネットワーク１４にはネットワークを介してＳ
ＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サーバ１５からＰＯ
Ｃサーバ１６が接続されている。
【００１９】
　加入者端末１１Ａ～１１Ｅは、移動端末やモバイル端末であり、無線基地局１２Ａ，１
２Ｂを経由して無線ネットワーク制御装置１３Ａ，１３Ｂと接続され、通信中であっても
移動可能なユーザが使用する通信端末である。
【００２０】
　無線基地局１２Ａ～１２Ｃは、複数のセルの制御を行い、複数セルを介して複数の加入
者端末１１Ａ～１１Ｅとの多重通信を可能とし、加入者端末１１Ａ～１１Ｅからの呼制御
信号を無線ネットワーク制御装置１３Ａ，１３Ｂに中継する能力と、無線ネットワーク制
御装置１３Ａ，１３Ｂからの無線回線制御信号を加入者端末１１Ａ～１１Ｅに中継する能
力を具備する。
【００２１】
　無線ネットワーク制御装置１３Ａ，１３Ｂは、無線ネットワーク制御装置１３Ａ，１３
Ｂまたは無線基地局１２Ａ～１２Ｃとの間の無線回線制御、呼接続制御、移動（ハンドオ
ーバ）制御、及び加入者端末１１Ａ～１１Ｅの通信速度制御等を行う。無線ネットワーク
制御装置１３Ａ，１３Ｂは発信時に加入者端末１１Ａ～１１Ｅからの信号を無線基地局１
２Ａ，１２Ｂを経由してコアネットワーク１４に通知して該当無線基地局１２との無線回
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線制御を行い、着信時にコアネットワーク１４からの信号を加入者端末１１Ａ～１１Ｅの
近隣に存在する無線基地局１２Ａに同報し、加入者端末１１Ａ～１１Ｅが在圏する無線基
地局１２Ａ～１２Ｃを経由して応答を受信することで接続制御を行う。
【００２２】
　コアネットワーク１４は、無線回線網と回線交換網の接続ノードであり、無線回線網か
らの呼接続要求が当該無線交換網外の場合は交換機間の接続制御を行う。当該無線回線網
外からの着信要求の場合は、着信先の加入者端末１１Ａ～１１Ｅの位置情報が当該無線交
換網内の場合に、該当エリアの無線ネットワーク制御装置１３Ａ，１３Ｂに着信信号を同
報する。
【００２３】
　ＰＯＣサーバ１６は、ＳＩＰサーバ１５からネットワークを介してコアネットワーク１
４と接続され、ＰＯＣサービスの制御を行う。
【００２４】
　<加入者端末の構成>
　図２は、加入者端末１１Ａ～１１Ｅの機能構成図を示す。同図中、音声呼制御部２１は
、音声呼（ＣＳ　ｃａｌｌ）の呼制御を行う。データ呼制御部２２は、ＰＯＣを含むデー
タ通信の呼制御を行う。音声呼制御部２１とデータ呼制御部２２は、音声呼の通話サービ
スとＰＯＣセッションを同時に確立して制御することができる。
【００２５】
　ＰＯＣ制御部２３は、グループ通信に参加するメンバの選択または登録、グループ通信
呼（ＰＯＣセッション）の確立または解放、ＰＯＣｔｏＣＳ自動切り替えの設定等のＰＯ
Ｃの制御を行う。
【００２６】
　ＰＯＣ制御部２３内のＰＯＣ操作入力部２４は、プッシュトークボタン、了解ボタン、
終話ボタン等の操作入力を行う。ＰＯＣ画像作成部２５は、プッシュトークリスト、切り
替えメニュー等のＰＯＣ状態やＰＯＣ操作に必要な画像を作成して加入者端末の画面に表
示する。
【００２７】
　<コアネットワークの構成>
　図３は、コアネットワーク１４の機能構成図を示す。同図中、呼処理制御部３１は、音
声呼及びデータ呼の交換処理を行い、呼処理制御部３１内の呼状態管理部３２は各加入者
の呼状態を加入者電話番号データベース３３に格納し、各加入者の呼状態を加入者電話番
号単位で管理している。加入者電話番号データベース３３に格納される呼状態には音声呼
とＰＯＣセッションのいずれで通話を行っているかの情報を含んでいる。
【００２８】
　呼処理制御部３１内の通話切り替え制御部３４は音声通話（音声呼）とグループ通信（
ＰＯＣセッション）の切り替えを制御する。保留音制御部３５は、特定の加入者端末に送
出する保留音の制御を行う。
【００２９】
　<ＰＯＣサーバの構成>
　図４は、ＰＯＣサーバ１６の機能構成図を示す。同図中、通話モード管理部４１は、Ｐ
ＯＣサービス加入者それぞれのＰＯＣセッション状態をＰＯＣ加入者データベース４２に
格納し、各ＰＯＣ加入者のＰＯＣセッション状態を管理している。また、ＰＯＣｔｏＣＳ
自動切り替え設定情報に応じてグループ通信呼から音声呼への切り替え要求を行う。ＰＯ
Ｃ加入者データベース４２には、ＰＯＣセッションを識別するためのＰＯＣセッション番
号、ＰＯＣセッション中であるか否かの情報と共に、ＰＯＣｔｏＣＳ自動切り替え設定情
報が格納される。
【００３０】
　呼確立制御部４３はグループ通信呼（ＰＯＣセッション）を確立するための制御を行う
。呼解放制御部４４はグループ通信呼を解放するための制御を行う。
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【００３１】
　<第１実施形態>
　図５（Ａ）は、加入者Ａ（加入者端末１１Ａ）と加入者Ｂ（加入者端末１１Ｂ）間で、
音声呼の通話サービスを実施している状態を示している。
【００３２】
　加入者Ａが加入者Ｂとの会話の内容について他の人達（ここでは加入者Ｃ，Ｄ，Ｅ）に
確認したいため、グループ通信を実施する必要が発生すると、加入者Ａは、図５（Ｂ）に
示すように、加入者端末１１ＡにＰＯＣサービスの「プッシュトークリスト」を表示し、
加入者Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅを選択する。または、ＰＯＣサーバ１６に予め登録済みの加入者Ｂ
を含むＰＯＣサービスの「プッシュトークリスト」を選択し、グループ通信呼（ＰＯＣセ
ッション）を起動してグループ通信を開始することができる。
【００３３】
　加入者端末１１Ｂは、音声呼の通話サービス中の加入者ＡをホストとするＰＯＣセッシ
ョン確立を受信すると、図５（Ｃ）に示すように、加入者Ｂの操作なしで自動的に音声呼
の通話サービスからＰＯＣセッションに切り替えを行う。また、コアネットワーク１４は
加入者Ａ，ＢがＰＯＣセッションを確立したことを検出し、加入者端末１１Ａ，１１Ｂ間
の音声呼の通話サービスを自動的に解放する。これにより、加入者端末１１Ａ，１１Ｂ間
の音声呼の通話サービスは、グループ通信に自動的に切り替えることができる。
【００３４】
　図６は、本発明の第１実施形態の装置間シーケンスを示す。本シーケンスは、加入者Ａ
，Ｂ間において音声呼（ＣＳ　ｃａｌｌ）が通話中状態であり、その状態において加入者
Ａが、加入者Ｂ，Ｃ，Ｄに対しＰＯＣを実施した場合のシーケンスである。
【００３５】
　ステップＳ１１：加入者端末１１Ａでプッシュトークリストにメンバ（加入者Ｂ，Ｃ，
Ｄを含む）を登録する。
【００３６】
　ステップＳ１２：加入者端末１１Ａでプッシュトークリストからグループ通信を行うメ
ンバ（加入者Ｂ，Ｃ，Ｄ）を選択する。
【００３７】
　ステップＳ１３：加入者端末１１Ａでプッシュトークボタンを押してメンバ（加入者Ｂ
，Ｃ，Ｄ）を呼び出す。
【００３８】
　ステップＳ１４：加入者端末１１Ａとコアネットワーク１４間のＰＳ（Ｐａｃｋｅｔ　
Ｓｅｒｖｉｃｅ）リンクを確立する。この手順は、加入者端末１１Ａ、無線基地局１２Ａ
、無線ネットワーク制御装置１３Ａ、コアネットワーク１４それぞれで実施され、既知の
ＰＳリンク設定手順により実施される。
【００３９】
　ステップＳ１５：加入者端末１１ＡはＰＳリンクを使用して、グループ通信呼（ＰＯＣ
セッション）の確立を行う。このとき、加入者端末１１ＡからＰＯＣサーバ１６に、グル
ープ通信を行うメンバ（加入者Ｂ，Ｃ，Ｄ）が登録される。
【００４０】
　ステップＳ１６：ＰＯＣの設定情報を受信したＰＯＣサーバ１６では、コアネットワー
ク１４に対して、グループ通信を行うメンバ（加入者Ｂ，Ｃ，Ｄ）の加入者端末１１Ｂ～
１１ＤへのＰＯＣセッション確立依頼を行い、加入者端末１１Ｂ～１１Ｄで了解ボタンを
押して了解すると、加入者端末１１Ｂ～１１ＤのＰＯＣセッションが確立する。
【００４１】
　ステップＳ１７：各通信相手とのＰＯＣセッション確立が完了したとき、ＰＯＣサーバ
１６はコアネットワーク１４に対して、ＰＯＣセッション確立完了を通知する。
【００４２】
　ステップＳ１８：ＰＯＣサーバ１６から、全相手加入者からのＰＯＣセッション確立完
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了を受信したコアネットワーク１４では加入者Ａの通話状態を調べる。
【００４３】
　ステップＳ１９：音声呼通話中で、かつ、通話の相手が設定済みＰＯＣセッションに含
まれるかを判別し、含まれる場合は、その相手向けの音声呼の切断動作を行う。
【００４４】
　ここでは、加入者Ａ，Ｂ間が通話中のため、加入者Ａ，Ｂ間の音声呼が切断される。切
断手順は既知の手順を使用する。
【００４５】
　ステップＳ２０：グループ通信のメンバ（加入者Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）間でグループ通信（
プッシュトーク）が実施される。
【００４６】
　このようにして、音声呼からグループ通信呼への切り替えをシームレスに行うことがで
きる。
【００４７】
　<第２実施形態>
　図７（Ａ）は、加入者Ａがホストとなり生成されたグループ通信呼（ＰＯＣセッション
）によって加入者Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅとグループ通信を開始している状態を示している。
【００４８】
　加入者Ｃ，Ｄ，Ｅがグループ通信を終了後、加入者Ａ，Ｂの二者間で話しを行いたい場
合は、図７（Ｂ）に示す切り替えメニューを加入者端末１１Ａに表示して二者間のグルー
プ通信から、二者間の音声呼の通話サービスに切り替えることが可能である。
【００４９】
　このとき、コアネットワーク１４は、加入者端末Ａ，Ｂ間での音声呼の通話サービス確
立を検出すると、コアネットワーク１４内の加入者電話番号データベース３３上の加入者
ＡのＰＯＣセッション状態を確認して開設中のＰＯＣセッションを終了し、図７（Ｃ）に
示す状態とする。
【００５０】
　<第３実施形態>
　図８（Ａ）は、加入者Ａがホストとなり生成されたグループ通信呼（ＰＯＣセッション
）によって加入者Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅとグループ通信を開始したが、加入者Ｃ，Ｄ，Ｅは不参
加であり、加入者Ｂのみが参加した状態を示す。
【００５１】
　加入者Ｂがグループ通信に参加後、加入者Ａ，Ｂの二者間で音声呼の通話サービスを行
いたい場合、図８（Ｂ）に示す切り替えメニューにより、二者間のグループ通信から二者
間の音声呼の通話サービスに切り替えが行われる。
【００５２】
　このとき、コアネットワーク１４は加入者端末Ａ，Ｂ間での音声呼の通話サービス確立
を検出すると、自装置内の加入者電話番号データベース３３上の加入者ＡのＰＯＣセッシ
ョン状態を確認し、開設中のＰＯＣセッションを終了し、図８（Ｃ）に示す状態とする。
【００５３】
　図９は、本発明の第２、第３実施形態の装置間シーケンスを示す。本シーケンスは、加
入者Ａが、加入者Ｂと加入者Ｃと加入者Ｄと４人でＰＯＣサービスを行ったが、加入者Ｃ
と加入者Ｄが途中でＰＯＣから抜けて、２人でＰＯＣを行うことになり、二者間の音声通
話（音声呼）を行いたいと判断し、ＰＯＣから音声呼への切り替えを行う場合のシーケン
スである。ＰＯＣセッション確立までの手順は図６と同一である。
【００５４】
　ステップＳ３０： 加入者Ｃと加入者Ｄの加入者端末１１Ｃ，１１Ｄで終話ボタンを押
すと、加入者端末１１Ｃ，１１ＤからＰＯＣサーバ１６にＰＯＣセッション終了要求が送
信され、加入者Ｃと加入者ＤはＰＯＣセッションを終了する。ＰＯＣサーバ１６から加入
者Ｃと加入者ＤにＰＯＣセッション終了が送信され、ＰＯＣセッションから解放され、加
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入者Ａと加入者Ｂの二者がＰＯＣセッションでサービス継続状態になる。ＰＯＣサーバ１
６はコアネットワーク１４に対して、ＰＯＣセッションの変更を通知する。
【００５５】
　ステップＳ３１：加入者ＡはＰＯＣサービスに加入者Ｂだけの二者と認識し、二者間の
音声通話（音声呼）に切り替えるための操作を行う。これにより、加入者端末１１Ａから
ＰＯＣｔｏＣＳ自動切り替え付加情報付きの音声呼確立要求信号がコアネットワーク１４
に送信され、コアネットワーク１４は加入者Ｂの携帯端末に音声呼確立要求（ＰＯＣｔｏ
ＣＳ自動切り替え）信号を送信する。加入者Ｂの携帯端末はＰＯＣｔｏＣＳ自動切り替え
付加情報を認識して自動で応答し、加入者Ａと加入者Ｂの二者間の音声通話（音声呼）が
確立する。
【００５６】
　ステップＳ３２：コアネットワーク１４は加入者Ａと加入者Ｂの音声呼接続が完了した
のを契機に、ＰＯＣセッションを確立中かを判定する。
【００５７】
　ステップＳ３３：ＰＯＣセッションを確立中であれば、ＰＯＣサーバ１６に加入者Ａの
行っているＰＯＣの削除要求を行う。ＰＯＣサーバ１６から加入者Ａ、加入者Ｂに対して
ＰＯＣセッション終了要求を行う。その後、ＰＯＣサーバ１６からコアネットワーク１４
にＰＯＣセッション解除完了通知を送信し、コアネットワーク１４は加入者Ａの端末との
間のＰＳリンクを削除し、加入者Ａと加入者Ｂの二者間の音声通話（音声呼）を構築する
。
【００５８】
　このようにして、グループ通信呼から音声呼への切り替えをシームレスに行うことがで
きる。
【００５９】
　<第４実施形態>
　図１０（Ａ）は、加入者Ａがホストとなって生成されたグループ通信呼（ＰＯＣセッシ
ョン）によって加入者Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅとグループ通信を開始していたが、加入者Ｃ，Ｄ，
ＥがＰＯＣセッションを不参加（中断）としたため、参加者が加入者Ｂのみとなったこと
を示す。
【００６０】
　ＰＯＣサーバ１６は、加入者Ａがホストとなって確立されたＰＯＣセッションにおいて
、１対複数から１対１（加入者Ａと加入者Ｂ）になった通話を監視する。１対１となった
場合、ＰＯＣサーバ１６はＰＯＣ加入者データベース４２上の加入者Ａの状態を確認し、
ＰＯＣｔｏＣＳ自動切り替え設定がオンとなっていれば、コアネットワーク１４に音声呼
の通話サービス確立要求を要求する。
【００６１】
　コアネットワーク１４は加入者Ａと加入者Ｂを音声呼の通話サービスを確立する。音声
呼の通話サービスが正常に確立されればＰＯＣサーバ１６によりＰＯＣセッションは終了
され、図１０（Ｂ）に示す状態とする。
【００６２】
　図１１は、本発明の第４実施形態の装置間シーケンスを示す。本シーケンスは、加入者
ＡはＰＯＣのグループに参加しているのが加入者Ｂだけだと認識し、二者間の音声通話（
音声呼）に切り替える場合に、メニューの操作ではなくシステムが自動で行うシーケンス
である。
【００６３】
　ステップＳ４０：ＰＯＳセッション確立後、加入者Ｃ及び加入者ＤがＰＯＳセッション
切断操作を行う、または、ＰＯＣセッション確立に対して拒否、無応答となり、加入者Ａ
，Ｂの二者でのＰＯＣのグループになる。
【００６４】
　ステップＳ４１：ＰＯＳサーバ１６は、グループ通信呼（ＰＯＣセッション）の通話が
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加入者Ａ，Ｂの二者になったかチェックを行う。
【００６５】
　ステップＳ４２：上記チェックで通話が二者間の場合、ＰＯＳサーバ１６はＰＯＣ加入
者データベース４２における加入者ＡのサービスデータのＰＯＣｔｏＣＳ自動切り替え設
定をチェックする。
【００６６】
　ステップＳ４３：ＰＯＣｔｏＣＳ自動切り替え設定ありの場合、ＰＯＳサーバ１６より
、コアネットワーク１４に音声呼確立要求が送信される。
【００６７】
　ステップＳ４４：コアネットワーク１４は、無線ネットワーク制御装置１３Ａに音声呼
確立要求を行い、加入者端末１１Ａ，１１Ｂの確立信号により無線ネットワーク制御装置
１３Ａはコアネットワーク１４に音声呼確立応答信号を返す。コアネットワーク１４はＰ
ＯＳサーバ１６に音声呼確立応答信号を返す。
【００６８】
　ステップＳ４５：ＰＯＳサーバ１６は加入者Ａの行っているＰＯＣセッションの削除を
行う。ＰＯＣサーバ１６から加入者Ａ、加入者Ｂに対してＰＯＣセッション終了要求を行
う。加入者Ａと加入者Ｂの普通の二者間の音声通話（音声呼）になる。
【００６９】
　このようにして、音声呼からグループ通信呼への自動切り替えをシームレスに行うこと
ができる。
【００７０】
　<コアネットワーク及びＰＯＣサーバの自動切換え／手動切換え設定>
　コアネットワーク１４及びＰＯＣサーバ１６の自動切換え／手動切換え設定は、図１２
（Ａ）に示すようにグループ通信のホストとなる加入者端末１１Ａから参照及び設定する
ことが可能である。自動切換えを設定する場合には図１２（Ｂ）に示す加入者端末のメニ
ュー上で自動切換えを選択し、手動切換えを設定する場合には図１２（Ｃ）に示す加入者
端末のメニュー上で手動切換えを選択する。
【００７１】
　図１３は、自動切換え／手動切換え設定の装置間シーケンスを示す。
【００７２】
　ステップＳ５０：加入者Ａは、加入者端末１１Ａのメニュー操作により、［ＰＯＣｔｏ
ＣＳ自動切り替え］設定を選択する。
【００７３】
　ステップＳ５１：上記選択決定により、加入者端末１１ＡからＰＯＳサーバ１６に［Ｐ
ＯＣｔｏＣＳ自動切り替え］設定信号が送信される。
【００７４】
　ステップＳ５２：コアネットワーク１４及びＰＯＳサーバ１６は、［ＰＯＣｔｏＣＳ自
動切り替え］設定情報をＰＯＣ加入者データベース４２（及び加入者電話番号データベー
ス３３）上の加入者Ａのサービスデータに保存する。
【００７５】
　<第５実施形態>
　図１４（Ａ）は、加入者Ａと加入者Ｂで音声呼の通話サービスを実施している状態を示
している。加入者Ａが、加入者Ｂとの会話の内容について他の人達（ここでは加入者Ｃ，
Ｄ，Ｅ）に確認したいため、グループ通信を実施する必要が発生する。加入者Ａは、図１
４（Ｂ）に示すように、加入者端末１１ＡにＰＯＣサービスの「プッシュトークリスト」
を表示し、加入者Ｃ，Ｄ，Ｅを選択し、または、ＰＯＣサーバ１６に予め登録済みの加入
者Ｂを含まないＰＯＣサービスの「プッシュトークリスト」を選択する。
【００７６】
　このとき、加入者Ａはグループ通信を実施する間も加入者Ａ，Ｂの二者間の音声呼の通
話サービスを維持しておきたいため、加入者端末１１Ａの「音声呼の通話サービス維持モ
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ード」選択をダイアログボックスの表示等から選択、もしくは、予め加入者端末１１Ａに
設定することにより「音声呼の通話サービス維持モード」をオンにすることで、加入者Ｂ
に保留音を送信する。
【００７７】
　このようにして、図１４（Ｃ）に示すようにグループ通信呼を作成してグループ通信を
実施することにより、加入者Ａ，Ｂの二者間の音声呼の通話サービスを維持したままグル
ープ通信を開始することができる。
【００７８】
　更に、切り替えボタンを押すことにより、グループ間通信を切断することなしに、加入
者Ｂとの通話に切り替えることができる。加入者Ｂとの通話中は、グループ間通信は使用
できないが、加入者Ｂとの通話完了後は自動的にグループ間通信への参加が可能になる。
【００７９】
　図１５及び図１６は、本発明の第５実施形態の装置間シーケンスを示す。本シーケンス
は、加入者Ａと加入者Ｂとの音声通話（音声呼）中状態に、加入者Ａが加入者Ｃと加入者
Ｄに対してＰＯＣサービスを実施し、加入者Ａと加入者Ｂとの音声通話（音声呼）を一時
保留する。その後、ＰＯＣサービス終了に伴い、シームレスに加入者Ａと加入者Ｂとの音
声通話（音声呼）状態に戻るシーケンスである。ＰＯＣセッション確立までの手順は図６
と同一である。
【００８０】
　なお、ＰＯＣサーバ１６と各メンバとのＰＯＣセッション確立後、ＰＯＣサーバ１６よ
りコアネットワーク１４に各メンバがＰＯＣセッションを確立したことを通知したとき、
コアネットワーク１４にて、ＰＯＣメンバの通話状態を加入者電話番号データベース３３
に格納している。
【００８１】
　図１５のステップＳ６１：コアネットワーク１４にて、加入者ＡのＰＯＣセッション確
立通知受信後、加入者Ａが音声呼（ＣＳ　ｃａｌｌ）中であるか判定をする。音声呼中で
ない場合は、受信メッセージを破棄する。
【００８２】
　ステップＳ６２：コアネットワーク１４にて、加入者Ａと音声呼を実施している加入者
ＢのＰＯＣセッション確立通知を受信したか判定する。このとき、ＰＯＣセッション確立
通知を受信している場合は加入者Ａに対して音声呼解放要求を実施する。また、ＰＯＣセ
ッション確立通知を受信していない場合は、加入者ＡがＰＯＣサービスを使用している期
間だけ加入者Ｂに対して保留音を通知する。
【００８３】
　ステップＳ６３：加入者Ａが加入者Ｃと加入者ＤでＰＯＣサービスを開始する。
【００８４】
　ステップＳ６４：加入者ＡがＰＯＣサービスを終了するため終話ボタンを押下してＰＯ
Ｃサービス終了要求をＰＯＣサーバ１６に通知する。
【００８５】
　ステップＳ６５：ＰＯＣサーバ１６にて、加入者Ａと加入者Ｃと加入者ＤにＰＯＣセッ
ション終了を通知する。
【００８６】
　ステップＳ６６：各メンバとＰＯＣセッションが終了後、ＰＯＣサーバ１６にて各メン
バが終了したことをコアネットワーク１４に通知する。このとき、コアネットワーク１４
にてＰＯＣメンバの状態を加入者電話番号データベース３３から削除する。
【００８７】
　ステップＳ６７：コアネットワーク１４にて、加入者ＡのＰＯＣセッション終了通知受
信後、加入者Ａが音声呼中であるか判定する。音声呼中である場合、加入者Ｂに対する保
留音を停止する。音声呼中でない場合は、ＰＯＣセッション終了通知の受信メッセージを
破棄する。
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【００８８】
　図１６のステップＳ７０：加入者Ａと加入者Ｂ間の音声呼状態において、加入者ＡがＰ
ＯＣ電話帳に加入者Ｃと加入者Ｄをメンバ登録する。これにより、加入者Ｂに対する保留
音送信要求がコアネットワーク１４に通知され、コアネットワーク１４は加入者Ｂに対し
て保留音を通知する。
【００８９】
　ステップＳ７１：加入者Ａは引き続きＰＯＣサービスを行うメンバを選択する。（加入
者Ｃと加入者Ｄ）
　ステップＳ７２：加入者Ａがメンバを呼び出す。これにより、加入者Ａとコアネットワ
ーク１４でＰＳコネクションの確立を行う。この後のＰＯＣセッション確立までの手順は
図６と同一である。
【００９０】
　ステップＳ７３：加入者Ａが加入者Ｃと加入者ＤでＰＯＣサービスを開始する。
【００９１】
　ステップＳ７４：加入者ＡがＰＯＣサービスを終了するために、終話ボタンを押下して
ＰＯＣサービス終了要求をＰＯＣサーバ１６に通知する、また、同時に加入者Ｂの保留音
を停止するために保留音停止要求をコアネットワーク１４に通知する。コアネットワーク
１４は加入者Ｂに対する保留音を停止する。
【００９２】
　ステップＳ７５：ＰＯＣサーバ１６にて、加入者Ａが加入者Ｃと加入者ＤにＰＯＣセッ
ション終了を通知する。また、ＰＯＣサーバ１６はコアネットワーク１４に対して、ＰＯ
Ｃセッションの終了を通知する。
【００９３】
　ステップＳ７６：加入者Ａと加入者Ｂの音声通話状態に戻る。
【００９４】
　図１７及び図１８は、本発明の第５実施形態の変形例の装置間シーケンスを示す。本シ
ーケンスは、加入者Ａと加入者Ｂとの音声通話（音声呼）中状態に、加入者Ａが加入者Ｃ
と加入者Ｄに対してＰＯＣサービスを実施し、加入者Ａと加入者Ｂとの音声通話（音声呼
）を一時保留する。その後、ＰＯＣサービス終了に伴い、シームレスに加入者Ａと加入者
Ｂとの音声通話（音声呼）状態に戻るシーケンスである。ＰＯＣセッション確立までの手
順は図６と同一である。
【００９５】
　図１７のステップＳ８１：コアネットワーク１４にて、加入者ＡのＰＯＣセッション確
立通知受信後、加入者Ａが音声呼（ＣＳ　ｃａｌｌ）中であるか判定をする。音声呼中で
ない場合は、ＰＯＣセッション確立通知の受信メッセージを破棄する。
【００９６】
　ステップＳ８２：コアネットワーク１４にて、加入者Ａと音声呼を実施している加入者
ＢのＰＯＣセッション確立通知を受信したか判定する。このとき、ＰＯＣセッション確立
通知を受信している場合は加入者Ａに対して音声呼解放要求を実施する。また、ＰＯＣセ
ッション確立通知を受信していない場合は、加入者ＡがＰＯＣサービスを使用している期
間だけ加入者Ｂに対して保留音を通知する。
【００９７】
　ステップＳ８３：加入者Ａが加入者Ｃと加入者ＤでＰＯＣサービスを開始する。
【００９８】
　ステップＳ８４：加入者Ａが切り替えボタンを押すことにより、加入者Ｂとの音声呼を
選択する。これにより、コアネットワーク１４に加入者Ｂ向けの保留音停止要求を実施し
、加入者Ｂの保留音を停止する。このとき、加入者Ｃと加入者Ｄの間ではグループ通信の
プッシュトークによる通話が可能な状態である。
【００９９】
　図１８のステップＳ８６：加入者Ａは終了ボタンを押すことにより、音声呼の終了を操
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作する。
【０１００】
　ステップＳ８７：加入者Ａと加入者Ｂとの間の音声呼のみ解放される。
【０１０１】
　ステップＳ８８：継続して加入者Ａと加入者Ｃと加入者Ｄとの間でプッシュトークが可
能となる。
【０１０２】
　このようにして、音声呼とグループ通信呼の両方に接続しているときに、音声呼の通話
とグループ通信呼の通話のどちらかに自動的に保留音を流すことで、音声通話とグループ
通信の会話の独立性と秘匿性を持つことができる。
【０１０３】
　なお、ＰＯＣ制御部２３が請求項記載のグループ通信呼起動手段に相当し、通話モード
管理部４１が監視手段及び切り替え要求手段に相当し、呼解放制御部４４がグループ通信
呼切断手段に相当し、ＰＯＣ加入者データベース４２が記憶手段に相当する。
（付記１）
　音声呼で通話中の第１、第２の加入者端末間にて、グループ通信が必要な状況になった
ときに前記第１、第２の加入者端末間の音声呼を保持し、
　前記第１の加入者端末にてグループ通信呼を起動して前記第１、第２の加入者端末以外
のグループ通信のメンバを呼び出し、
　前記グループ通信呼が確立すると前記第１、第２の加入者端末間の音声呼を切断するこ
とを特徴とするグループ通信切り替え方法。
（付記２）
　グループ通信に参加するメンバが二者となったとき、前記二者のうち一方の加入者端末
にて音声呼への切り替えを要求し、
　前記二者の加入者端末間の音声呼が確立すると前記グループ通信呼を切断することを特
徴とするグループ通信切り替え方法。
（付記３）
　グループ通信に参加するメンバが二者となったとき、前記グループ通信を管理するサー
バにて音声呼への切り替えを要求し、
　前記二者の加入者端末間の音声呼が確立すると前記グループ通信呼を切断することを特
徴とするグループ通信切り替え方法。
（付記４）
　通話中の音声呼を保持した状態でグループ通信呼を起動するグループ通信呼起動手段を
有し、
　前記グループ通信呼が確立すると前記音声呼を切断することを特徴とする加入者端末。
（付記５）
　グループ通信に参加するメンバを監視する監視手段と、
　前記グループ通信に参加するメンバが二者となったとき音声呼への切り替えを要求する
切り替え要求手段と、
　前記二者の加入者端末間の音声呼が確立すると前記グループ通信呼を切断するグループ
通信呼切断手段を
　有することを特徴とするサーバ。
（付記６）
　付記５記載のサーバにおいて、
　前記グループ通信から音声呼への切り替えを行うか否かを加入者端末毎に設定した記憶
手段を有し、
　前記切り替え要求手段は、前記記憶手段を参照して前記音声呼への切り替えを要求する
ことを特徴とするサーバ。
（付記７）
　音声呼で通話中の第１、第２の加入者端末間にて、グループ通信が必要な状況になった
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ときに前記第１、第２の加入者端末間の音声呼を保持し、
　前記第１の加入者端末にてグループ通信呼を起動して前記第１、第２の加入者端末以外
のグループ通信のメンバを呼び出し、
　前記グループ通信呼が確立すると前記第２の加入者端末に保留音を通知し、
　前記グループ通信呼が終了すると前記第２の加入者端末への保留音を停止することを特
徴とするグループ通信切り替え方法。
（付記８）
　音声呼で通話中の第１、第２の加入者端末間にて、グループ通信が必要な状況になった
ときに前記第１、第２の加入者端末間の音声呼を保持し、
　前記第１の加入者端末にてグループ通信呼を起動して前記第１、第２の加入者端末以外
のグループ通信のメンバを呼び出し、
　前記グループ通信呼が確立すると前記第２の加入者端末に保留音を通知し、
　前記第１の加入者端末の切り替え操作により前記音声呼を選択すると前記第２の加入者
端末への保留音を停止することを特徴とするグループ通信切り替え方法。
（付記９）
　付記１記載のグループ通信切り替え方法において、
　前記グループ通信に参加するメンバが二者となったとき、前記二者のうち一方の加入者
端末にて音声呼への切り替えを要求し、
　前記二者の加入者端末間の音声呼が確立すると前記グループ通信呼を切断することを特
徴とするグループ通信切り替え方法。
（付記１０）
　付記１記載のグループ通信切り替え方法において、
　前記グループ通信に参加するメンバが二者となったとき、前記グループ通信を管理する
サーバにて音声呼への切り替えを要求し、
　前記二者の加入者端末間の音声呼が確立すると前記グループ通信呼を切断することを特
徴とするグループ通信切り替え方法。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本発明方法が適用される移動通信ネットワークの構成図である。
【図２】加入者端末の機能構成図である。
【図３】コアネットワークの機能構成図である。
【図４】ＰＯＣサーバの機能構成図である。
【図５】本発明の第１実施形態を説明するための図である。
【図６】本発明の第１実施形態の装置間シーケンスである。
【図７】本発明の第２実施形態を説明するための図である。
【図８】本発明の第３実施形態を説明するための図である。
【図９】本発明の第２、第３実施形態の装置間シーケンスである。
【図１０】本発明の第４実施形態を説明するための図である。
【図１１】本発明の第４実施形態の装置間シーケンスである。
【図１２】自動切換え／手動切換え設定を説明するための図である。
【図１３】自動切換え／手動切換え設定の装置間シーケンスである。
【図１４】本発明の第５実施形態を説明するための図である。
【図１５】本発明の第５実施形態の装置間シーケンスである。
【図１６】本発明の第５実施形態の装置間シーケンスである。
【図１７】本発明の第５実施形態の変形例の装置間シーケンである。
【図１８】本発明の第５実施形態の変形例の装置間シーケンである。
【符号の説明】
【０１０５】
　１１Ａ～１１Ｅ　加入者端末（ＵＥ）
　１２Ａ～１２Ｃ　無線基地局（Ｎｏｄｅ　Ｂ）
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　１３Ａ，１３Ｂ　無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）
　１４　コアネットワーク
　１６　ＰＯＣサーバ
　２１　音声呼制御部
　２２　データ呼制御部
　２３　ＰＯＣ制御部
　２４　ＰＯＣ操作入力部
　２５　ＰＯＣ画像作成部
　３１　呼処理制御部
　３２　呼状態管理部
　３３　加入者電話番号データベース
　３４　通話切り替え制御部
　３５　保留音制御部
　４１　通話モード管理部
　４２　ＰＯＣ加入者データベース
　４３　呼確立制御部
　４４　呼解放制御部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(18) JP 4967475 B2 2012.7.4

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  柿崎　直幸
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内
(72)発明者  伊藤　やよい
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内
(72)発明者  長谷坂　清美
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内
(72)発明者  田口　裕康
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内
(72)発明者  横山　宏樹
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内
(72)発明者  竹田　義和
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内
(72)発明者  廣内　潔史
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内
(72)発明者  阿部　哲
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内
(72)発明者  菊池　貴弘
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内
(72)発明者  北隅　伸明
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内

    審査官  梶尾　誠哉

(56)参考文献  国際公開第２００５／０７９０８８（ＷＯ，Ａ１）　　
              特表２００７－５２２７４５（ＪＰ，Ａ）　　　

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


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

