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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つの電話番号で移動通信網及び無線ＬＡＮを含む複数の通信網に接続可能な移動端末
が接続している通信網が前記移動通信網又は前記無線ＬＡＮかを判断し、前記移動端末が
課金対象であるか否かを判断する判断部と、
　該判断部による判断結果に基づいて、前記接続している通信網を前記移動端末に通知し
、前記移動端末が課金対象である場合に、課金対象である旨を前記移動端末に通知する通
知部と
を備え、
　前記判断部は、
　前記移動通信網の交換局又は前記無線ＬＡＮのアクセスポイントから、前記移動通信網
又は前記無線ＬＡＮに接続している前記移動端末の電話番号を取得し、取得した前記電話
番号に基づいて、前記移動端末が接続している通信網を判断し、
　前記移動端末が発信側である場合又は着信側であって前記移動通信網へのハンドオーバ
に伴う転送が必要な場合に前記移動端末を課金対象と判断することを特徴とする管理サー
バ。
【請求項２】
　前記判断部は、前記移動端末が前記通信網に接続したこと、又は、前記移動端末が接続
している通信網を切り替えたことの少なくとも１つを検出し、
　前記通知部は、前記判断部により前記移動端末が前記通信網に接続したこと、又は、前
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記移動端末が接続している通信網を切り替えたことの少なくとも１つが検出された時に通
知することを特徴とする請求項１に記載の管理サーバ。
【請求項３】
　前記通知部は、前記接続している通信網に応じた前記移動端末における出力方法を指示
することにより、通知することを特徴とする請求項１又は２に記載の管理サーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動端末による通信を管理する管理サーバ及び移動端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、接続する通信網毎に異なる電話番号が使用されてきた。近年、１つのユーザに１
つの電話番号を付与するワンナンバーサービスが提案されている（例えば、特許文献１参
照）。ワンナンバーサービスによれば、端末装置がどの通信網に接続しているかに関わら
ず、同一の電話番号を用いて発信、着信ができ、ユーザの利便性を向上できる利点がある
。
【特許文献１】特開平９－１３０４７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、通信中に移動等により接続する通信網が変化する移動通信へのワンナン
バーサービスの適用を試みたところ、以下に示す新たな課題を生じた。例えば、移動端末
が、移動通信網に接続する場合にも、無線ＬＡＮに接続する場合にも１つの電話番号を使
用した場合、移動端末が接続し、利用している通信網を、電話番号からは判断できない。
【０００４】
　そのため、ユーザは、移動等により接続する通信網が変化したことによって、例えば、
課金対象がユーザ自身から通信相手に変化したことや、通信相手からユーザ自身に変化し
たことを把握できない。よって、ユーザは課金対象が分からず、安心して通信ができない
おそれがあった。
【０００５】
　そこで、本発明は、１つの電話番号で複数の通信網に接続可能な移動端末のユーザが、
接続している通信網を把握可能とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る管理サーバは、１つの電話番号で複数の通信網に接続可能な移動端末が接
続している通信網を判断する判断部と、判断部による判断結果に基づいて、移動端末に接
続している通信網を通知する通知部とを備えることを特徴とする。このような管理サーバ
によれば、１つの電話番号で複数の通信網に接続可能な移動端末に、現在接続している通
信網を通知できる。そのため、移動端末のユーザは、現在接続している通信網を把握でき
る。
【０００７】
　判断部は、移動端末が通信網に接続したこと、又は、移動端末が接続している通信網を
切り替えたことの少なくとも１つを検出し、通知部は、判断部により移動端末が通信網に
接続したこと、又は、移動端末が接続している通信網を切り替えたことの少なくとも１つ
が検出された時に通知することが好ましい。これによれば、管理サーバは、移動端末が通
信網に接続したときや、移動等により接続する通信網を切り替えたときに、移動端末に現
在接続している通信網を通知できる。
【０００８】
　判断部は、課金対象の移動端末を判断し、通知部は、課金対象の移動端末に通知するこ
とが好ましい。これによれば、管理サーバは、課金対象の移動端末に現在接続している通
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信網を通知できる。よって、ユーザは、課金対象となっていることを把握でき、安心して
通信ができる。
【０００９】
　通知部は、例えば、接続している通信網に応じた移動端末における出力方法を指示する
ことにより、移動端末に接続している通信網を通知することができる。
【００１０】
　本発明に係る移動端末は、１つの電話番号で複数の通信網に接続可能であり、無線通信
を行う無線部と、無線部が接続している通信網を判断する判断部と、判断部による判断結
果を出力する出力部とを備えることを特徴とする。このような移動端末によれば、１つの
電話番号で複数の通信網に接続可能な場合に、移動端末が現在接続している通信網を判断
し、出力部に出力できる。そのため、移動端末のユーザは、接続している通信網を把握で
きる。
【００１１】
　判断部は、無線部が通信網に接続したこと、又は、無線部が接続している通信網を切り
替えたことの少なくとも１つを検出し、出力部は、判断部により無線部が通信網に接続し
たこと、又は、無線部が接続している通信網を切り替えたことの少なくとも１つが検出さ
れた時に出力することが好ましい。これによれば、移動端末は、移動端末が通信網に接続
したときや、移動端末が移動等により接続する通信網を切り替えたときに、出力部に現在
接続している通信網を出力できる。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように、本発明によれば、１つの電話番号で複数の通信網に接続可能な移
動端末のユーザが、接続している通信網を把握可能とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１に示すように、通信システム１００は、複数の移動端末１０ａ～１０ｄと、管理サ
ーバ２０と、ゲートウェイサーバ３０と、複数の通信網とを供える。
【００１４】
　通信システム１００は、複数の通信網として、移動通信網４０、無線ＬＡＮ（Ａ）５０
ａ、無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂ、ＩＰ（Internet　Protocol）網６０、インターネット７０
等を備える。通信網同士は、ゲートウェイサーバ３０を介して接続されている。ゲートウ
ェイサーバ３０は、通信網間を中継する。
【００１５】
　特に、移動通信網４０は、基地局４１と、無線制御局４２と、交換局４３と、ＨＬＲ（
Home　Location　Register）４４とを備える。基地局４１は、移動端末と無線通信により
接続する。無線制御局４２は、基地局４１と移動端末との無線通信を制御する。交換局４
３は、移動端末からの発信、移動端末への着信を制御する。ＨＬＲ４４は、移動端末のユ
ーザに関する加入者情報や、移動端末１０ａ～１０ｄの位置情報等を保持する。
【００１６】
　又、無線ＬＡＮ（Ａ）５０ａ、無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂはそれぞれ、アクセスポイント
５１ａ，５１ｂを備える。アクセスポイント５１ａ，５１ｂは、移動端末１０ａ～１０ｄ
と無線通信により接続する。
【００１７】
　管理サーバ２０は、移動端末１０ａ～１０ｄによる通信を管理する。管理サーバ２０は
、ゲートウェイサーバ３０を介して各通信網と接続する。管理サーバ２０は、移動端末１
０ａ～１０ｄに、移動端末１０ａ～１０ｄが接続している通信網（以下「接続網」という
）を通知する。
【００１８】
　移動端末１０ａ～１０ｄは、１つの電話番号で複数の通信網に接続可能である。各移動
端末１０ａ～１０ｄにはそれぞれ、１つの電話番号（図１中括弧内に示す電話番号）が付
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与されている。移動端末１０ａ～１０ｄは、例えば、移動通信網４０にも、無線ＬＡＮ（
Ａ）５０ａにも、無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂにも、付与された１つの電話番号を用いて接続
可能である。そして、移動端末１０ａ～１０ｄは、移動等により、通信中に接続網を切り
替える場合も、切り替えの前後で同一の電話番号を用いることができる。
【００１９】
　次に、管理サーバ２０についてより詳細に説明する。図２に示すように、管理サーバ２
０は、インタフェース（以下「Ｉ／Ｆ」と表す）２１と、判断部２２と、通知部２３と、
通信情報記憶部２４とを備える。
【００２０】
　Ｉ／Ｆ２１は、ゲートウェイサーバ３０とのインタフェースである。通信情報記憶部２
４は、移動端末が行っている通信に関する情報（以下「通信情報」という）を記憶する。
通信情報記憶部２４は、通信情報として、移動端末が接続している通信網（接続網）、移
動端末が発信側か着信側か、移動端末の通信相手の端末（以下「相手端末」という）の電
話番号、通信により発生した料金の課金対象等を、移動端末の電話番号と対応付けて記憶
する。
【００２１】
　判断部２２は、１つの電話番号で複数の通信網に接続可能な移動端末が接続している通
信網（接続網）を判断する。例えば、判断部２２は、ゲートウェイサーバ３０を介して、
移動通信網４０の交換局４３や、無線ＬＡＮ（Ａ）５０ａ、無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂのア
クセスポイント５１ａ，５１ｂから、移動通信網４０や無線ＬＡＮ（Ａ）５０ａ、無線Ｌ
ＡＮ（Ｂ）５０ｂに接続している移動端末の電話番号を取得し、接続網を判断する。
【００２２】
　判断部２２は、既に通信が開始されている場合には、交換局４３やアクセスポイント５
１ａ，５１ｂから、移動端末が発信側であるか着信側であるかも取得する。
【００２３】
　判断部２２は、例えば、交換局４３やアクセスポイント５１ａ，５１ｂに、接続してい
る移動端末に関する情報を要求し、その要求に対する応答により情報を取得することがで
きる。あるいは、交換局４３やアクセスポイント５１ａ，５１ｂが、移動通信網４０や無
線ＬＡＮ（Ａ）５０ａ、無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂに新たな移動端末が接続したとき、通信
が開始されたとき、あるいは、定期的に管理サーバ２０に情報を通知し、判断部２２はこ
のような通知により情報を取得するようにしてもよい。
【００２４】
　更に、判断部２２は、課金対象の移動端末を判断する。まず、判断部２２は、従量制課
金か、定額制課金かを判断する。判断部２２は、接続網が移動通信網４０の場合には従量
制課金と判断し、接続網が無線ＬＡＮ（Ａ）５０ａ、無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂの場合には
定額制課金と判断する。
【００２５】
　判断部２２は、従量制課金と判断した場合に、課金対象となる移動端末を判断する。判
断部２２は、接続網が移動通信網４０の場合、基本的には発信側の移動端末を課金対象と
判断する。但し、判断部２２は、着信側の移動端末が移動通信網４０に接続し、移動通信
網４０への転送を要求している場合には、着信側の移動端末を課金対象と判断する。判断
部２２は、転送要求に関する情報を交換局４３から取得することができる。
【００２６】
　判断部２２は、このように交換局４３やアクセスポイント５１ａ，５１ｂから取得した
情報に基づいて、接続網、課金対象等を判断し、通信情報記憶部２４に登録する。よって
、通信情報記憶部２４には、通信情報として判断部２２による判断結果が登録される。
【００２７】
　例えば、図１では、移動端末１０ａが移動通信網４０に接続し、移動端末１０ｂが無線
ＬＡＮ（Ｂ）に接続し、移動端末１０ａが移動端末１０ｂに発信することにより、移動通
信網４０、ＩＰ網６０、無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂを介した音声通話やテレビ電話通話等が
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行われている（図１中矢印Ａ）。この場合、移動通信網４０からゲートウェイサーバ３０
までは、回線交換方式の通話となり、ゲートウェイサーバ３０からＩＰ網６０、無線ＬＡ
Ｎ（Ｂ）５０ｂまでは、パケット交換方式のＩＰ電話による通話となる。
【００２８】
　この場合、判断部２２は、移動端末１０ａの電話番号「０９０－１１１１－１１１１」
に対応付けて、接続網「移動通信網」、「発信側」、相手端末の電話番号「０９０－２２
２２－２２２２」、課金対象「０９０－１１１１－１１１１」を、通信情報記憶部２４に
登録する。更に、判断部２２は、移動端末１０ｂの電話番号「０９０－２２２２－２２２
２」に対応付けて、接続網「無線ＬＡＮ（Ｂ）」、「着信側」、相手端末の電話番号「０
９０－１１１１－１１１１」、課金対象「０９０－１１１１－１１１１」を通信情報記憶
部２４に登録する。
【００２９】
　又、図１では、移動端末１０ｃが無線ＬＡＮ（Ａ）５０ａに接続し、移動端末１０ｄが
無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂに接続し、移動端末１０ｃが移動端末１０ｄに発信することによ
り、無線ＬＡＮ（Ａ）５０ａ、ＩＰ網６０、無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂを介した音声通話や
テレビ電話通話等が開始されている（図１中矢印Ｂ）。この場合、無線ＬＡＮ（Ａ）５０
ａから無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂまでパケット交換方式のＩＰ電話による通話となる。
【００３０】
　この場合、判断部２２は、移動端末１０ｃの電話番号「０９０－３３３３－３３３３」
に対応付けて、接続網「無線ＬＡＮ（Ａ）」、「発信側」、相手端末の電話番号「０９０
－４４４４－４４４４」、課金対象として「定額制」を、通信情報記憶部２４に登録する
。更に、判断部２２は、移動端末１０ｄの電話番号「０９０－４４４４－４４４４」に対
応付けて、接続網「無線ＬＡＮ（Ｂ）」、「着信側」、相手端末の電話番号「０９０－３
３３３－３３３３」、課金対象「定額制」を通信情報記憶部２４に登録する。
【００３１】
　更に、判断部２２は、移動端末が通信網に接続したことや、移動端末が接続網を切り替
えたことを検出する。判断部２２は、交換局４３やアクセスポイント５１ａ，５１ｂから
取得した情報に基づいて通信情報記憶部２４への登録を行うときに、通信情報記憶部２４
を検索し、情報を取得した移動端末の通信情報が既に登録されているか否かを判断する。
【００３２】
　判断部２２は、登録されていない場合には、移動端末が新たに通信網に接続したと判断
する。又、判断部２２は、登録されている場合には、接続網に変更があるか否かを判断す
る。判断部２２は、接続網に変更がある場合には、移動端末が接続網を切り替えたと判断
する。
【００３３】
　例えば、無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂに接続する移動端末１０ｂが、移動や電波状況の悪化
等により、無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂから移動通信網４０に接続を切り替えるハンドオーバ
（図１中矢印Ｄ）を行って、移動通信網４０への転送を要求する場合がある。これにより
、移動端末１０ａと移動端末１０ｂは共に移動通信網４０に接続し、通信を行う（図１中
矢印Ｃ）。
【００３４】
　この場合、判断部２２は、移動端末１０ｂの接続網が無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂから移動
通信網４０に変更されるため、移動端末１０ｂが接続網を切り替えたと判断する。更に、
判断部２２は、課金対象が、移動通信網４０への転送を要求する着信側の移動端末１０ｂ
に変更されたと判断する。そして、判断部２２は、通信情報記憶部２４を更新する。具体
的には、判断部２２は、移動端末１０ａの電話番号「０９０－１１１１－１１１１」に対
応付けられている課金対象を「０９０－２２２２－２２２２」に更新する。又、移動端末
１０ｂの電話番号「０９０－２２２２－２２２２」に対応付けられている接続網を「移動
通信網」、課金対象を「０９０－２２２２－２２２２」に更新する。
【００３５】
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　判断部２２は、このようにして新たな接続や接続網の切り替えを検出し、通知部２３に
検出結果を入力する。
【００３６】
　通知部２３は、判断部２２による判断結果に基づいて、移動端末に接続している通信網
（接続網）を通知する。通知部２３は、接続網に応じた移動端末における出力方法を指示
することにより、接続網を通知することができる。例えば、通知部２３は、発信側の移動
端末の接続網と着信側の移動端末の接続網との組み合わせを示す出力方法を予め設定して
おく。具体的には、通知部２３は、発信側の接続網が無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂ、着信側の
接続網が移動通信網４０の場合と、着信側の接続網が無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂ、発信側の
接続網が移動通信網４０の場合と、発信側、着信側の接続網共に無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂ
の場合と、発信側、着信側の接続網共に移動通信網４０の場合とによって、異なる出力方
法を設定しておき、指示することができる。通知部２３は、出力方法として、音声内容や
画像内容を設定しておくことができる。
【００３７】
　例えば、発信側の接続網が無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂ、着信側の接続網が移動通信網４０
の場合の音声内容は「ピピピー」、着信側の接続網が無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂ、発信側の
接続網が移動通信網４０の場合の音声内容は「ピーピピ」、発信側、着信側の接続網共に
無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂの場合の音声内容は「ピピピピ」、発信側、着信側の接続網共に
移動通信網４０の場合の音声内容は「ピピーピピー」に設定しておくことができる。
【００３８】
　通知部２３は、判断部２２による判断結果が登録されている通信情報記憶部２４を参照
し、移動端末に接続網を通知する制御信号を作成して通知を行う。例えば、通知部２３は
、上記した接続網に応じた移動端末における出力方法を指示する制御信号を作成する。
【００３９】
　更に、通知部２３は、判断部２２により移動端末が通信網に接続したことや、移動端末
が接続網を切り替えたことが検出された時に通知を行うことが好ましい。通知部２３は、
判断部２２から、新たな接続や接続網の切り替えの検出結果を取得する。そして、通知部
２３は、検出結果を取得すると、通信情報記憶部２４を参照し、制御信号を作成する。尚
、通知部２３は、定期的に通知を行ってもよく、移動端末からの要求を受けて通知を行っ
てもよい。
【００４０】
　通知部２３は、通知タイミングによって異なる出力方法（異なる音声内容や画像内容）
を指示するようにしてもよい。更に、通知部２３は、接続網だけでなく、通信網に接続し
たことや、接続網が切り替えられたことを通知してもよい。
【００４１】
　通知部２３は、発信側の移動端末と着信側の移動端末の両者に通知してもよく、課金対
象の移動端末にだけ通知してもよく、通知を要求する移動端末にだけ通知してもよい。課
金対象にだけ通知する場合、通知部２３は、通信情報記憶部２４を参照し、課金対象とな
っている移動端末を検出する。通知部２３は、検出した移動端末にだけ、制御信号を作成
して接続網を通知する。あるいは、通知部２３は、課金対象となっている移動端末には、
接続網だけでなく、課金対象であることを通知するようにしてもよい。
【００４２】
　次に、移動端末１０ａ～１０ｄについてより詳細に説明する。図３に示すように、移動
端末１０ａは、無線部１１と、判断部１２と、通知部１３と、スピーカ１４と、ディスプ
レイ１５と、入力部１６とを備える。移動端末１０ｂ～１０ｄも移動端末１０ａと同様の
構成を備える。
【００４３】
　無線部１１は、１つの電話番号で複数の通信網に接続可能であり、無線通信を行う。無
線部１１は、基地局４１に無線通信により接続し、移動通信網４０に接続する。無線部１
１は、アクセスポイント５１ａ，５１ｂに無線通信により接続し、無線ＬＡＮ（Ａ）５０
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ａ、無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂに接続する。
【００４４】
　判断部１２は、無線部１１が接続している通信網（接続網）を判断する。判断部１２は
、無線部１１から無線部１１が接続している通信網を検出し、無線部１１の接続網を判断
する。例えば、移動端末１０ａのユーザは定額制の無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂへの接続を希
望していたが、電波状況の一時的な悪化等により移動端末１０ａと移動通信網４０との間
に接続が確立されてしまう場合がある。このような場合のために、判断部１２は、無線部
１１が実際に接続している通信網を無線部１１から検出し、判断する。
【００４５】
　判断部１２は、相手端末が接続している通信網についても判断してもよい。例えば、判
断部１２は、無線部１１を介して相手端末から、相手端末の接続網を通知する制御信号を
取得し、その制御信号に基づいて相手端末の接続網を判断できる。
【００４６】
　又、判断部１２は、無線部１１を介して管理サーバ２０から、接続網を通知する制御信
号を取得し、その制御信号に基づいて無線部１１の接続網と相手端末の接続網を判断して
もよい。例えば、判断部１２は、発信側と着信側の接続網を通知する制御信号を取得した
場合、無線部１１が発信したか着信を受けたかと、制御信号とに基づいて、無線部１１の
接続網と相手端末の接続網を判断できる。
【００４７】
　更に、判断部１２は、課金対象が移動端末１０ａ自身かを判断してもよい。まず、判断
部１２は、従量制課金か定額制課金かを判断する。判断部１２は、無線部１１の接続網が
移動通信網４０の場合には従量制課金と判断し、無線部１１の接続網が無線ＬＡＮ（Ａ）
５０ａ、無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂの場合には定額制課金と判断する。
【００４８】
　判断部１２は、従量制課金と判断した場合に、課金対象が移動端末１０ａ自身かを判断
する。判断部１２は、基本的には、無線部１１が発信した場合には移動端末１０ａが課金
対象であると判断する。判断部１２は、無線部１１が着信を受けた場合であっても、無線
部１１が移動通信網４０への転送を要求している場合には、移動端末１０ａが課金対象で
あると判断する。
【００４９】
　更に、判断部１２は、無線部１１が通信網に接続したことや、無線部１１や相手端末が
接続網を切り替えたことを検出する。判断部１２は、無線部１１から無線部１１が通信網
に接続したことや接続網を切り替えたことを検出する。判断部１２は、無線部１１を介し
て相手端末から、相手端末の接続網を通知する制御信号を取得し、その制御信号に基づい
て相手端末が接続網を切り替えたことを検出できる。あるいは、判断部１２は、無線部１
１を介して管理サーバ２０から、接続網を通知する制御信号を取得し、その制御信号に基
づいて無線部１１や相手端末が接続網を切り替えたことを検出してもよい。
【００５０】
　判断部１２は、判断結果を示す制御信号を作成し、スピーカ１４やディスプレイ１５に
入力する。判断部１２は、判断結果を示す制御信号として、管理サーバ２０の通知部２３
と同様に、接続網に応じた出力方法を指示する制御信号を作成することができる。即ち、
判断部１２は、発信側の移動端末の接続網と着信側の移動端末の接続網との組み合わせを
示す出力方法を予め設定しておく。そして、判断部１２は、無線部１１と相手端末のいず
れが発信側であり、着信側であるかと、無線部１１の接続網と相手端末の接続網とに応じ
て、指示する制御信号を作成することができる。
【００５１】
　判断部１２は、出力方法として、スピーカ１４に出力させる音声内容やディスプレイ１
５に表示させる画像内容を設定しておくことができる。尚、判断部１２は、管理サーバ２
０から接続網に応じた出力方法を指示する制御信号を取得した場合、その制御信号を、判
断結果を示す制御信号としてスピーカ１４やディスプレイ１５に入力できる。又、判断部
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１２は、移動端末１０ａ自身の接続網の判断結果を示す制御信号を作成してもよい。
【００５２】
　判断部１２は、無線部１１が通信網に接続したことや、無線部１１や相手端末が接続網
を切り替えたことを検出したときに、判断結果を示す制御信号を作成し、スピーカ１４や
ディスプレイ１５に入力することが好ましい。尚、判断部１２は、定期的に制御信号を作
成し、入力してもよく、移動端末１０ａのユーザによる入力部１６からの要求を受けて制
御信号を作成してもよい。
【００５３】
　又、判断部１２は、通知タイミングによって異なる出力方法（異なる音声内容や画像内
容）を指示する制御信号を作成してもよい。更に、判断部１２は、接続網に関する判断結
果だけでなく、通信網に接続したことや、接続網が切り替えられたことを示す制御信号を
作成してもよい。
【００５４】
　更に、判断部１２は、移動端末１０ａが課金対象である場合にだけ制御信号を作成し、
入力してもよい。あるいは、判断部１２は、接続網に関する判断結果だけでなく、課金対
象であることを示す制御信号を作成してもよい。
【００５５】
　スピーカ１４、ディスプレイ１５は、判断部１２による判断結果を出力する出力部であ
る。スピーカ１４は、判断結果を音声により出力する。ディスプレイ１５は、判断結果を
画像により出力する。スピーカ１４、ディスプレイ１５は、判断部１２から判断結果を示
す制御信号を入力される。スピーカ１４は、入力された制御信号に従って判断結果を示す
音声を出力する。ディスプレイ１５は、入力された制御信号に従って判断結果を示す画像
を出力する。
【００５６】
　スピーカ１４、ディスプレイ１５は、判断部１２により、無線部１１が通信網に接続し
たことや、無線部１１や相手端末が接続網を切り替えたことが検出されたときに判断結果
を出力することが好ましい。尚、スピーカ１４、ディスプレイ１５は、定期的に判断結果
を出力してもよく、移動端末１０ａのユーザによる入力部１６からの要求があったときに
判断結果を出力してもよい。あるいは、ディスプレイ１５は、判断結果を示す画像を常に
出力するようにしてもよい。
【００５７】
　更に、スピーカ１４、ディスプレイ１５は、通知タイミングによって異なる音声や画像
を出力してもよい。更に、スピーカ１４、ディスプレイ１５は、接続網に関する判断結果
だけでなく、通信網に接続したことや、接続網が切り替えられたことを通知する音声や画
像を出力してもよい。
【００５８】
　更に、スピーカ１４、ディスプレイ１５は、移動端末１０ａが課金対象である場合にだ
け判断結果を出力してもよく、接続網に関する判断結果だけでなく、課金対象であること
を通知する音声や画像を出力してもよい。又、スピーカ１４、ディスプレイ１５は、移動
端末１０ａ自身の接続網の判断結果だけを出力してもよく、移動端末１０ａと相手端末の
接続網の判断結果を出力してもよい。
【００５９】
　通知部１３は、無線部１１が接続している通信網を相手端末に通知する。通知部１３は
、無線部１１の接続網を通知する制御信号を作成し、無線部１１を介して相手端末に送信
する。通知部１３は、無線部１１が接続網を切り替えたことを検出する。通知部１３は、
切り替えを検出すると制御信号を作成し、接続網の変更を相手端末に通知する。
【００６０】
　次に、図４に管理サーバ２０の動作手順を示す。判断部２２は、移動端末１０ａ～１０
ｄの接続網を判断し、通信情報記憶部２４に登録する（Ｓ１０１）。判断部２２は、通信
情報記憶部２４を参照して移動端末１０ａ～１０ｄに接続網を通知する制御信号を作成す
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る（Ｓ１０２）。Ｉ／Ｆ２１は、作成した制御信号を移動端末１０ａ～１０ｄに送信し、
接続網を通知する（Ｓ１０３）。
【００６１】
　図５に移動端末１０ａ～１０ｄの動作手順を示す。判断部１２は、無線部１１の接続網
と相手端末の接続網を判断する（Ｓ２０１）。判断部１２は、判断結果を示す制御信号を
作成し、スピーカ１４、ディスプレイ１５に入力する（Ｓ２０２）。スピーカ１４、ディ
スプレイ１５は、判断結果を音声や画像として出力する（Ｓ２０３）。
【００６２】
　以上説明したように、管理サーバ２０によれば、１つの電話番号で複数の通信網に接続
可能な移動端末１０ａ～１０ｄに、現在接続している通信網（接続網）を通知できる。そ
のため、移動端末１０ａ～１０ｄのユーザは、現在接続している通信網を把握できる。特
に、管理サーバ２０は、移動端末１０ａ～１０ｄが通信網に接続したときや、移動や電波
状況の悪化等により接続網を切り替えたときに、移動端末１０ａ～１０ｄに現在接続して
いる通信網を通知できる。更に、管理サーバ２０は、課金対象の移動端末に現在接続して
いる通信網を通知できる。よって、ユーザは、課金対象となっていることを把握でき、安
心して通信ができる。
【００６３】
　又、移動端末１０ａ～１０ｄによれば、１つの電話番号で複数の通信網に接続可能な場
合に、移動端末１０ａ～１０ｄが現在接続している通信網を判断し、スピーカ１４やディ
スプレイ１５に出力できる。そのため、移動端末１０ａ～１０ｄのユーザは、接続網を把
握できる。特に、移動端末１０ａ～１０ｄは、移動端末１０ａ～１０ｄが通信網に接続し
たときや、移動端末が移動や電波状況の悪化等により接続網を切り替えたときに、スピー
カ１４やディスプレイ１５に現在接続している通信網を出力できる。
【００６４】
　このような管理サーバ２０、移動端末１０ａ～１０ｄによれば、例えば、移動端末１０
ａ～１０ｄのユーザは定額制の無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂへの接続を希望していたが、電波
状況の一時的な悪化等により移動端末１０ａ～１０ｄと移動通信網４０との間に接続が確
立されてしまった場合であっても、移動端末１０ａ～１０ｄは、現在接続している通信網
、課金対象を正しく把握できる。
【００６５】
　又、無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂに接続する移動端末１０ａ～１０ｄが、移動や電波状況の
悪化等により、無線ＬＡＮ（Ｂ）５０ｂから移動通信網４０に接続を切り替えるハンドオ
ーバを行う場合であっても、移動端末１０ａ～１０ｄは、現在接続している通信網、課金
対象を正しく把握できる。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明の実施形態に係る移動通信システムの構成を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る管理サーバの構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施形態に係る移動端末の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施形態に係る管理サーバの動作手順を示すフロー図である。
【図５】本発明の実施形態に係る移動端末の動作手順を示すフロー図である。
【符号の説明】
【００６７】
　１０ａ～１０ｄ…移動端末
　１１…無線部
　１２…判断部
　１３…通知部
　１４…スピーカ
　１５…ディスプレイ
　１６…入力部
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　２０…管理サーバ
　２１…Ｉ／Ｆ
　２２…判断部
　２３…通知部
　２４…通信情報記憶部
　３０…ゲートウェイサーバ
　４０…移動通信網
　４１…基地局
　４２…無線制御局
　４３…交換局
　４４…ＨＬＲ
　５０ａ…無線ＬＡＮ（Ａ）
　５０ｂ…無線ＬＡＮ（Ｂ）
　５１ａ，５１ｂ…アクセスポイント
　６０…ＩＰ網
　７０…インターネット
　１００…通信システム

【図１】 【図２】

【図３】
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