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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発信元電話番号から発信先電話番号に対する通話接続要求を取得する取得手段と、
　前記通話接続要求の発信元の電話機に割り当てられている複数の発信元電話番号のなか
から、前記通話接続要求の発信先電話番号に関する所定の条件に従い、一の発信元電話番
号を通知用電話番号として選択する選択手段と、
　前記発信先電話番号で識別される電話機に前記通知用電話番号を通知する通知手段と
　を備える装置。
【請求項２】
　前記選択手段は、前記発信先電話番号で識別される電話機が過去に行った前記発信元の
電話機に対する通話接続要求において用いた発信元電話番号に関する情報に基づき、前記
通知用電話番号の選択を行う
　請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記取得手段は、前記発信元の電話機から前記通話接続要求を取得し、
　前記選択手段は、前記発信元の電話機から前記発信元の電話機に割り当てられている複
数の発信元電話番号を取得する
　請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記発信元の電話機である
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　請求項１または２に記載の装置。
【請求項５】
　発信元電話番号から発信先電話番号に対する通話接続要求を取得する取得手段と、
　前記通話接続要求の発信元の電話機に割り当てられている複数の発信元電話番号のなか
から、前記通話接続要求の発信先電話番号に関する所定の条件に従い、一の発信元電話番
号を発信用電話番号として選択する選択手段と、
　前記発信用電話番号が前記通話接続要求の発信元電話番号と異なる場合、前記発信元の
電話機に前記発信用電話番号を通知する通知手段と
　を備える装置。
【請求項６】
　発信先電話番号を取得する取得手段と、
　自装置に割り当てられている複数の発信元電話番号のなかから、前記発信先電話番号に
関する所定の条件に従い、一の発信元電話番号を発信用電話番号として選択する選択手段
と、
　前記発信用電話番号から前記発信先電話番号に対する通話接続要求を発信する発信手段
と
　を備える装置。
【請求項７】
　発信元電話番号から発信先電話番号に対する通話接続要求を取得する要求取得手段と、
　前記通話接続要求の発信先電話番号で識別される発信先の電話機に割り当てられている
複数の電話番号のうち前記要求取得手段により前記通話接続要求が取得された時点におい
て使用可能な電話番号を取得する電話番号取得手段と、
　前記使用可能な電話番号が前記通話接続要求の発信先電話番号と異なる場合、前記通話
接続要求の発信元の電話機に前記使用可能な電話番号を通知する通知手段と
　を備える装置。
【請求項８】
　前記使用可能な電話番号が複数である場合、前記発信元電話番号に関する所定の条件に
従い、一の使用可能な電話番号を選択する選択手段
　を備え、
　前記通知手段は、前記選択手段により選択された電話番号を前記発信元の電話機に通知
する
　請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記選択手段は、電話番号に応じた通信網に基づき前記選択を行う
　請求項１乃至６および８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１０】
　発信元電話番号から発信先電話番号に対する通話接続要求を取得するステップと、
　前記通話接続要求の発信元の電話機に割り当てられている複数の発信元電話番号のなか
から、前記通話接続要求の発信先電話番号に関する所定の条件に従い、一の発信元電話番
号を通知用電話番号として選択するステップと、
　前記発信先電話番号で識別される電話機に前記通知用電話番号を通知するステップと
　を備える方法。
【請求項１１】
　発信元電話番号から発信先電話番号に対する通話接続要求を取得するステップと、
　前記通話接続要求の発信元の電話機に割り当てられている複数の発信元電話番号のなか
から、前記通話接続要求の発信先電話番号に関する所定の条件に従い、一の発信元電話番
号を発信用電話番号として選択するステップと、
　前記発信用電話番号が前記通話接続要求の発信元電話番号と異なる場合、前記発信元の
電話機に前記発信用電話番号を通知するステップと
　を備える方法。
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【請求項１２】
　発信元電話番号から発信先電話番号に対する通話接続要求を取得するステップと、
　前記通話接続要求の発信先電話番号で識別される発信先の電話機に割り当てられている
複数の電話番号のうち前記通話接続要求が取得された時点において使用可能な電話番号を
取得するステップと、
　前記使用可能な電話番号が前記通話接続要求の発信先電話番号と異なる場合、前記通話
接続要求の発信元の電話機に前記使用可能な電話番号を通知するステップと
　を備える方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通話接続において適切な電話番号を用いるための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の電話番号を通話の発着信に使用可能な電話機がある。例えば、近年普及している
携帯電話機の多くは、電話番号を特定するためのＩＭＳＩ(International Mobile Subscr
iber Identity)という固有ＩＤを記録しているＳＩＭカード（Subscriber Identity Modu
le Card）と呼ばれるＩＣカードが装填された状態で通話の発着信が可能となる。ＳＩＭ
カードが装填された携帯電話機は、自装置に割り当てられた電話番号に応じたＩＭＳＩを
ＳＩＭカードから読み出して通話の発着信に用いる。ＳＩＭカードのあるものは、複数の
ＩＭＳＩを記録可能である。複数のＩＭＳＩを記録しているＳＩＭカードが装填された携
帯電話機は、複数のＩＭＳＩを切り替えて通話の発着信に用いることができる。
【０００３】
　複数の電話番号を使用可能な電話機が通話の発信または着信を行う場合、不適切な電話
番号が用いられると不都合が生じる。このような不都合を回避するための技術を提案する
文献として例えば特許文献１がある。特許文献１には、ＶｏＩＰ（Voice over Internet 
Protocol）機能を搭載した電話機からＩＰ（Internet Protocol）ネットワークを経由し
て通話が発信される際、発信者番号としてＩＰ電話の電話番号ではなく、ＳＩＭカードか
ら読み取った電話番号を発信先の電話機に通知する技術が提案されている。特許文献１に
記載の技術によれば、発信にＩＰ電話の電話番号が用いられた場合、発信先の電話機には
ＳＩＭカードから読み取られた電話番号が発信者番号として通知される。その結果、発信
先の電話機のユーザは、発信元の電話機のＩＰ電話の電話番号を知らなくても、発信元の
電話機のユーザを知ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－０４２４５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　複数の電話番号を発信に使用可能な電話機が発信を行う場合、発信先の電話機のユーザ
に通知されるべき発信元の電話番号（以下、「通知用電話番号」という）は状況によって
異なる。発信元の電話機のユーザが発信の際に通知用電話番号を適切に選択することは手
間を要する。
【０００６】
　また、複数の電話番号を発信に使用可能な電話機が発信を行う場合、発信に用いるべき
電話番号（以下、「発信用電話番号」という）は状況によって異なる。発信元の電話機の
ユーザが発信の際に発信用電話番号を適切に選択することは手間を要する。
【０００７】
　また、或る電話機から、複数の電話番号を着信に使用可能な電話機に対し発信を行う場
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合、指定すべき発信先の電話番号（以下、「発信先電話番号」という）は状況によって異
なる。発信元の電話機のユーザが発信の際に発信先電話番号を適切に選択することは容易
ではない。
【０００８】
　本発明は、上記の事情に鑑み、複数の電話番号を発信または着信に使用可能な電話機の
間で通話接続が行われる際に、適切な電話番号の使用を可能とする手段を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決するため、本発明は、発信元電話番号から発信先電話番号に対する
通話接続要求を取得する取得手段と、前記通話接続要求の発信元の電話機に割り当てられ
ている複数の発信元電話番号のなかから、前記通話接続要求の発信先電話番号に関する所
定の条件に従い、一の発信元電話番号を通知用電話番号として選択する選択手段と、前記
発信先電話番号で識別される電話機に前記通知用電話番号を通知する通知手段とを備える
装置を提供する。
【００１０】
　上記の装置において、前記選択手段は、前記発信先電話番号で識別される電話機が過去
に行った前記発信元の電話機に対する通話接続要求において用いた発信元電話番号に関す
る情報に基づき、前記通知用電話番号の選択を行う、という構成が採用されてもよい。
【００１１】
　上記の装置において、前記取得手段は、前記発信元の電話機から前記通話接続要求を取
得し、前記選択手段は、前記発信元の電話機から前記発信元の電話機に割り当てられてい
る複数の発信元電話番号を取得する、という構成が採用されてもよい。
【００１２】
　上記の装置が前記発信元の電話機である、という構成が採用されてもよい。
【００１３】
　また、本発明は、発信元電話番号から発信先電話番号に対する通話接続要求を取得する
取得手段と、前記通話接続要求の発信元の電話機に割り当てられている複数の発信元電話
番号のなかから、前記通話接続要求の発信先電話番号に関する所定の条件に従い、一の発
信元電話番号を発信用電話番号として選択する選択手段と、前記発信用電話番号が前記通
話接続要求の発信元電話番号と異なる場合、前記発信元の電話機に前記発信用の発信元電
話番号を通知する通知手段とを備える装置を提供する。
【００１４】
　また、本発明は、発信先電話番号を取得する取得手段と、自装置に割り当てられている
複数の発信元電話番号のなかから、前記発信先電話番号に関する所定の条件に従い、一の
発信元電話番号を発信用電話番号として選択する選択手段と、前記発信用電話番号から前
記発信先電話番号に対する通話接続要求を発信する発信手段とを備える装置を提供する。
【００１５】
　また、本発明は、発信元電話番号から発信先電話番号に対する通話接続要求を取得する
要求取得手段と、前記通話接続要求の発信先電話番号で識別される発信先の電話機に割り
当てられている複数の電話番号のうち前記要求取得手段により前記通話接続要求が取得さ
れた時点において使用可能な電話番号を取得する電話番号取得手段と、電話機間の通話接
続を行う接続装置に、前記発信元電話番号から前記使用可能な電話番号に対する通話接続
を指示する指示手段とを備える装置を提供する。
【００１６】
　また、本発明は、発信元電話番号から発信先電話番号に対する通話接続要求を取得する
要求取得手段と、前記通話接続要求の発信先電話番号で識別される発信先の電話機に割り
当てられている複数の電話番号のうち前記要求取得手段により前記通話接続要求が取得さ
れた時点において使用可能な電話番号を取得する電話番号取得手段と、前記使用可能な電
話番号が前記通話接続要求の発信先電話番号と異なる場合、前記通話接続要求の発信元の
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電話機に前記使用可能な電話番号を通知する通知手段とを備える装置を提供する。
【００１７】
　上記の装置において、前記使用可能な電話番号が複数である場合、前記発信元電話番号
に関する所定の条件に従い、一の使用可能な電話番号を選択する選択手段を備え、前記通
知手段は、前記選択手段により選択された電話番号を前記発信元の電話機に通知する、と
いう構成が採用されてもよい。
【００１８】
　また、上記の装置において、前記選択手段は、電話番号に応じた通信網に基づき前記選
択を行う、という構成が採用されてもよい。
【００１９】
　また、本発明は、発信元電話番号から発信先電話番号に対する通話接続要求を取得する
ステップと、前記通話接続要求の発信元の電話機に割り当てられている複数の発信元電話
番号のなかから、前記通話接続要求の発信先電話番号に関する所定の条件に従い、一の発
信元電話番号を通知用電話番号として選択するステップと、前記発信先電話番号で識別さ
れる電話機に前記通知用電話番号を通知するステップとを備える方法を提供する。
【００２０】
　また、本発明は、発信元電話番号から発信先電話番号に対する通話接続要求を取得する
ステップと、前記通話接続要求の発信元の電話機に割り当てられている複数の発信元電話
番号のなかから、前記通話接続要求の発信先電話番号に関する所定の条件に従い、一の発
信元電話番号を発信用電話番号として選択するステップと、前記発信用電話番号が前記通
話接続要求の発信元電話番号と異なる場合、前記発信元の電話機に前記発信用の発信元電
話番号を通知するステップとを備える方法を提供する。
【００２１】
　また、本発明は、発信元電話番号から発信先電話番号に対する通話接続要求を取得する
ステップと、前記通話接続要求の発信先電話番号で識別される発信先の電話機に割り当て
られている複数の電話番号のうち前記通話接続要求が取得された時点において使用可能な
電話番号を取得するステップと、電話機間の通話接続を行う接続装置に、前記発信元電話
番号から前記使用可能な電話番号に対する通話接続を指示するステップとを備える方法を
提供する。
【００２２】
　また、本発明は、発信元電話番号から発信先電話番号に対する通話接続要求を取得する
ステップと、前記通話接続要求の発信先電話番号で識別される発信先の電話機に割り当て
られている複数の電話番号のうち前記通話接続要求が取得された時点において使用可能な
電話番号を取得するステップと、前記使用可能な電話番号が前記通話接続要求の発信先電
話番号と異なる場合、前記通話接続要求の発信元の電話機に前記使用可能な電話番号を通
知するステップとを備える方法を提供する。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、複数の電話番号を発信または着信に使用可能な電話機の間で通話接続
が行われる際に、適切な電話番号が使用される。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】一実施形態にかかる通話接続システムの全体構成を示した図である。
【図２】一実施形態にかかる電話機のハードウェアとして用いられるコンピュータの構成
を示した図である。
【図３】一実施形態にかかる管理サーバ装置のハードウェアとして用いられるコンピュー
タの構成を示した図である。
【図４】一実施形態にかかる電話機の機能構成を示した図である。
【図５】一実施形態にかかる電話機に記憶されている電話番号テーブルのデータ構成を示
した図である。
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【図６】一実施形態にかかる管理サーバ装置の機能構成を示した図である。
【図７】一実施形態にかかる管理サーバ装置に記憶されている電話番号テーブルのデータ
構成を示した図である。
【図８】一実施形態にかかる管理サーバ装置に記憶されている発信先電話番号選択条件テ
ーブルのデータ構成を示した図である。
【図９】一実施形態にかかる管理サーバ装置に記憶されている発信用電話番号選択条件テ
ーブルのデータ構成を示した図である。
【図１０】一実施形態にかかる管理サーバ装置に記憶されている通知用電話番号選択条件
テーブルのデータ構成を示した図である。
【図１１】一実施形態にかかる管理サーバ装置に記憶されている発信元発信先指定テーブ
ルのデータ構成を示した図である。
【図１２】一実施形態にかかる管理サーバ装置に記憶されているアクティブ状態履歴テー
ブルのデータ構成を示した図である。
【図１３】一実施形態にかかる管理サーバ装置に記憶されている通話履歴テーブルのデー
タ構成を示した図である。
【図１４】一実施形態にかかる通話接続システムが通話接続要求に応じて行う動作のシー
ケンスを示した図である。
【図１５】一実施形態にかかる通話接続システムにおいて使用される電話番号が変更され
る様子を説明するための図である。
【図１６】一実施形態にかかる通話接続システムにおいて使用される電話番号が変更され
る様子を説明するための図である。
【符号の説明】
【００２５】
１…通話接続システム、９…インターネット、１０…コンピュータ、１１…電話網、１２
…電話機、１３…管理サーバ装置、２０…コンピュータ、９１…ＶｏＩＰサーバ装置、１
０１…メモリ、１０２…プロセッサ、１０３…ディスプレイ、１０４…キーパッド、１０
５…カードリーダ、１０６…通信ＩＦ、１０７…スピーカ、１０８…マイク、１１１…接
続装置、１２１…記憶手段、１２２…要求生成手段、１２３…発信手段、１２４…受信手
段、１２５…表示手段、１２６…通話手段、１３１…記憶手段、１３２…要求取得手段、
１３３…電話番号取得手段、１３４…発信先電話番号選択手段、１３５…発信用電話番号
選択手段、１３６…通知手段、１３７…通知用電話番号選択手段、１３８…指示手段、２
０１…メモリ、２０２…プロセッサ、２０３…通信ＩＦ
【発明を実施するための形態】
【００２６】
［実施形態］
　以下に、本発明の一実施形態にかかる通話接続システム１を説明する。図１は通話接続
システム１の全体構成を示した図である。通話接続システム１は複数の電話網を備える。
図１には通話接続システム１が備える電話網として、電話網１１Ａ、電話網１１Ｂ、電話
網１１Ｃが例示されている。ただし、通話接続システム１が備える電話網の数は３つに限
られない。以下、通話接続システム１が備える複数の電話網を「電話網１１」と総称する
。
【００２７】
　以下の説明において、複数の電話網１１はいずれも移動電話網であるものとするが、複
数の電話網１１に固定電話網が含まれていてもよい。また、以下の説明において、複数の
電話網１１は各々が異なる国において通話サービスを提供するものとする。また、電話網
１１Ａにより通話サービスが提供される国をＡ国、電話網１１Ｂにより通話サービスが提
供される国をＢ国、電話網１１Ｃにより通話サービスが提供される国をＣ国とする。ただ
し、複数の電話網１１が同じ国または地域において通話サービスを提供してもよいし、１
つの電話網１１が複数の国にまたがる地域において通話サービスを提供してもよい。複数
の電話網１１の一部は相互に接続されており、ローミングサービスを提供する。
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【００２８】
　複数の電話網１１の各々は、電話機間の通話接続を行う接続装置を備える。例えば、電
話網１１Ａは接続装置１１１Ａを、電話網１１Ｂは接続装置１１１Ｂを、電話網１１Ｃは
接続装置１１１Ｃを備える。以下、これらの接続装置を「接続装置１１１」と総称する。
接続装置１１１は、例えば電話網１１が備える交換機、もしくは交換機を含む装置群であ
る。
【００２９】
　複数の電話網１１は各々、インターネット９と接続されている。インターネット９には
、ＶｏＩＰにより電話機間の通話接続を行うＶｏＩＰサーバ装置９１が含まれる。
【００３０】
　通話接続システム１はユーザが用いる電話機を備える。図１には通話接続システム１が
備える電話機として、電話機１２Ｘ、電話機１２Ｙ、電話機１２Ｚが例示されている。た
だし、通話接続システム１が備える電話機の数は３つに限られず、実際には通話接続シス
テム１は通話接続システム１を利用して通話を行うユーザの数に応じた多数の電話機を備
える。以下、通話接続システム１が備える複数の電話機を「電話機１２」と総称する。
【００３１】
　以下の説明において、複数の電話機１２はいずれも携帯電話機であるものとするが、複
数の電話機１２に固定電話機が含まれていてもよい。図１に示されるように、例えば携帯
電話機である電話機１２Ｘは電話網１１Ａと電話網１１Ｂのいずれにも接続可能である。
このように、電話機１２のあるものは、複数の電話網１１に接続可能である。また、電話
機１２のあるものは、インターネット９に接続可能である。電話機１２は電話網１１を介
してインターネット９に接続してもよいし、電話網１１を介さずにインターネット９に接
続してもよい。
【００３２】
　通話接続システム１は、通話接続において使用される電話番号を管理する管理サーバ装
置１３を備える。管理サーバ装置１３は電話網１１Ａとインターネット９に接続されてい
る。
【００３３】
　電話網１１およびインターネット９は従来技術にかかる電話網およびインターネットと
同様であるので、これらのネットワークの構成の説明を省略する。また、接続装置１１１
およびＶｏＩＰサーバ装置９１は、以下に説明する電話機１２および管理サーバ装置１３
との間で従来技術とは異なるデータの送受信を行う点を除き、従来技術にかかる接続装置
およびＶｏＩＰサーバ装置と同様であるので、これらの装置の構成の説明を省略する。従
って、以下に電話機１２および管理サーバ装置１３の構成と、通話接続システム１の動作
を説明する。
【００３４】
　電話機１２のハードウェアは通話機能を備える一般的なコンピュータである。図２は、
電話機１２のハードウェアとして用いられるコンピュータ１０の構成を示した図である。
コンピュータ１０は、各種データを記憶するメモリ１０１と、メモリ１０１に記憶されて
いるプログラムに従い各種のデータ処理を行うプロセッサ１０２と、ユーザに各種情報を
表示するディスプレイ１０３と、ユーザの操作を受け付けるキーパッド１０４と、ＳＩＭ
カードからデータを読み出すカードリーダ１０５と、電話網１１およびインターネット９
との間で各種データ通信を行うＩＦ（Interface）である通信ＩＦ１０６と、ユーザに対
し通話音等の音を発するスピーカ１０７と、ユーザの通話音を拾音するマイク１０８を備
える。なお、キーパッド１０４はユーザの操作を受け付ける入力デバイスの一例であって
、例えばコンピュータ１０が、ディスプレイ１０３とともにタッチディスプレイを構成す
るタッチパネル等の他の種類の入力デバイスを備えてもよい。
【００３５】
　管理サーバ装置１３のハードウェアはサーバ装置用の一般的なコンピュータである。図
３は、管理サーバ装置１３のハードウェアとして用いられるコンピュータ２０の構成を示
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した図である。コンピュータ２０は、各種データを記憶するメモリ２０１と、メモリ２０
１に記憶されているプログラムに従い各種のデータ処理を行うプロセッサ２０２と、電話
網１１Ａおよびインターネット９との間で各種データ通信を行う通信ＩＦ２０３を備える
。
【００３６】
　図４は、電話機１２の機能構成を示した図である。すなわち、コンピュータ１０は、本
実施形態にかかる電話機１２用のプログラムに従う処理を行うことにより、図４に示す構
成を備える装置として機能する。以下に電話機１２が備える機能構成を説明する。
【００３７】
　記憶手段１２１は各種データを記憶する。記憶手段１２１が記憶するデータには、電話
機１２に割り当てられている電話番号の現在の状態を管理するための電話番号テーブルが
含まれる。図５は、記憶手段１２１に記憶されている電話番号テーブルのデータ構成を示
した図である。記憶手段１２１に記憶されている電話番号テーブルは、電話機１２に割り
当てられている電話番号の各々に応じたレコードを含み、フィールドとして、電話番号を
格納する［電話番号］、電話番号が現在アクティブであるか否かを示すデータを格納する
［状態］を有する。以下［（フィールド名）］はフィールド名で識別されるフィールドを
示す。
【００３８】
　［状態］には、電話番号が通話の発着信に使用可能な状態であることを示す「アクティ
ブ」、または使用不可能な状態である「インアクティブ」が格納される。
【００３９】
　電話機１２に割り当てられている電話番号としては、電話網１１を介した通話のために
用いられる電話番号（以下、「携帯電話番号」という）と、インターネット９を介した通
話のために用いられる電話番号（以下、「ＩＰ電話番号」という）がある。
【００４０】
　携帯電話番号はＳＩＭカードに記録されている固有ＩＤ（ＩＭＳＩ）により特定される
電話番号である。ＳＩＭカードに複数の固有ＩＤが記録されている場合、これらの複数の
固有ＩＤにより特定される複数の携帯電話番号のうち電話機１２が一度にアクティブにで
きる携帯電話番号の数は１つである。すなわち、電話機１２はユーザの操作等に応じて選
択された１つの携帯電話番号をアクティブとし、他の携帯電話番号をインアクティブとす
る。
【００４１】
　ＩＰ電話番号は、例えばＶｏＩＰを用いた通話用のプログラムに伴うデータとして記憶
手段１２１に記憶されており、通常１つである。ただし、２以上のＩＰ電話番号が電話機
１２に割り当てられている場合、携帯電話番号と同様に、これらの複数のＩＰ電話番号の
うち電話機１２が一度にアクティブにできるＩＰ電話番号の数は１つである。すなわち、
電話機１２はユーザの操作等に応じて選択された１つのＩＰ電話番号をアクティブとし、
他のＩＰ電話番号をインアクティブとする。
【００４２】
　上記のように、複数の携帯電話番号は排他的に使用され、複数のＩＰ電話番号は排他的
に使用される。ただし、携帯電話番号とＩＰ電話番号は同時に使用可能である。すなわち
、１つの携帯電話番号と１つのＩＰ電話番号が同時にアクティブとなってもよい。
【００４３】
　図５に例示のように、以下、電話機１２Ｘに割り当てられている電話網１１Ａ用の携帯
電話番号を「＃Ａ－Ｘ」、電話網１１Ｂ用の携帯電話番号を「＃Ｂ－Ｘ」のように電話網
１１の符号と電話機１２の符号を用いて示す。また、電話機１２Ｘに割り当てられている
ＩＰ電話番号を「＃Ｉ－Ｘ」のようにインターネット９に応じた符号「Ｉ」と電話機１２
の符号を用いて示す。
【００４４】
　以下、図５に例示のように、電話機１２Ｘに装填されているＳＩＭカードには電話網１
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１Ａ用の固有ＩＤと電話網１１Ｂ用の固有ＩＤが記録されており、電話機１２Ｘはこれら
の固有ＩＤに応じた２つの携帯電話番号と、１つのＩＰ電話番号を使用可能であるものと
する。
【００４５】
　図４に戻り、電話機１２の機能構成の説明を続ける。要求生成手段１２２は、ユーザの
発信操作に応じて通話接続要求を生成する。ユーザは発信操作において、現在アクティブ
な電話番号のなかから発信に用いる電話番号（以下、「発信元電話番号」という）を指定
するとともに、通話したい相手の電話機１２（以下、「発信先電話番号」という）を指定
する。要求生成手段１２２は、ユーザの発信操作により指定された発信元電話番号から発
信先電話番号に対する通話接続要求を生成する。
【００４６】
　発信手段１２３は、要求生成手段１２２が生成した通話接続要求を接続装置１１１また
はＶｏＩＰサーバ装置９１に発信する。具体的には、発信手段１２３は発信元電話番号が
携帯電話番号であれば、携帯電話番号に応じた電話網１１の接続装置１１１に対し通話接
続要求を発信する。また、発信手段１２３は発信元電話番号がＩＰ電話番号であれば、Ｖ
ｏＩＰサーバ装置９１に対し通話接続要求を発信する。
【００４７】
　受信手段１２４は、発信手段１２３による通話接続要求に対する応答を受信する。受信
手段１２４が受信する応答は、例えば、発信元電話番号または発信先電話番号の変更を促
す通知（以下、「変更通知」という）、通話接続の失敗を示す通知（以下、「失敗通知」
）、通話接続の成功を示す通知（以下、「成功通知」という）のいずれかである。
【００４８】
　表示手段１２５は、受信手段１２４が変更通知または失敗通知を受信した場合、これら
の通知に応じたユーザに対するメッセージを表示する。変更通知に応じたメッセージとは
、例えば以下のようなメッセージである。
「発信元電話番号を＃Ｂ－Ｘに切り替えることをお薦めします。切り替えますか？（Ｙｅ
ｓ／Ｎｏ）」
「発信先電話番号を＃Ａ－Ｙに切り替えることをお薦めします。切り替えますか？（Ｙｅ
ｓ／Ｎｏ）」
「ＶｏＩＰによる発信をお薦めします（発信元電話番号：＃Ｉ－Ｘ、発信先電話番号：＃
Ｉ－Ｙ）。ＶｏＩＰ用アプリにより発信しますか？（Ｙｅｓ／Ｎｏ）」
【００４９】
　通話手段１２６は、受信手段１２４が成功通知を受信した場合、接続装置１１１または
ＶｏＩＰサーバ装置９１により確立された通信接続を介して、発信先の電話機１２との間
で通話のための音声データの送受信を行う。
【００５０】
　図６は、管理サーバ装置１３の機能構成を示した図である。すなわち、コンピュータ２
０は、本実施形態にかかる管理サーバ装置１３用のプログラムに従う処理を行うことによ
り、図６に示す構成を備える装置として機能する。以下に管理サーバ装置１３が備える機
能構成を説明する。
【００５１】
　記憶手段１３１は各種データを記憶する。記憶手段１３１が記憶するデータには、電話
番号テーブル、発信先電話番号選択条件テーブル、発信用電話番号選択条件テーブル、通
知用電話番号選択条件テーブル、発信元発信先指定テーブル、アクティブ状態履歴テーブ
ル、通話履歴テーブルが含まれる。
【００５２】
　図７は、記憶手段１３１に記憶されている電話番号テーブルのデータ構成を示した図で
ある。記憶手段１３１に記憶されている電話番号テーブルは、複数の電話機１２の各々に
関し、電話機１２に割り当てられている電話番号の各々に応じたレコードを含む。記憶手
段１３１に記憶されている電話番号テーブルは、電話機１２を識別する電話番号を格納す
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る［代表電話番号］、電話機１２に割り当てられている電話番号を格納する［電話番号］
、電話番号が現在アクティブであるか否かを示すデータを格納する［状態］を有する。
【００５３】
　［代表電話番号］は、電話機１２に割り当てられている電話番号のいずれか１つである
。なお、電話機１２の各々に電話番号とは別の固有のＩＤである電話機ＩＤを割り当て、
電話番号テーブルが［代表電話番号］に代えて電話機ＩＤを格納する［電話機ＩＤ］を有
する構成としてもよい。
【００５４】
　なお、記憶手段１３１に記憶されている電話番号テーブルは、全ての電話機１２に関し
最新の情報を保持する必要はない。後述のように、管理サーバ装置１３は電話機１２から
の通話接続要求に含まれる発信元電話番号および発信先電話番号により識別される電話機
１２に関しそれらの電話機１２に割り当てられている電話番号の状態を取得し、電話番号
テーブルを更新する。
【００５５】
　図８は、記憶手段１３１に記憶されている発信先電話番号選択条件テーブルのデータ構
成を示した図である。発信先電話番号選択条件テーブルは、通話接続要求により指定され
る発信元電話番号に応じた望ましい発信先電話番号を選択するための条件を格納するテー
ブルである。発信先電話番号選択条件テーブルは、条件の各々に応じたレコードを含み、
条件の優先順位を示す数値を格納する［優先順位］、条件を示すデータを格納する［条件
］を有する。
【００５６】
　図８に例示の条件「指定テーブル」は、後述する発信元発信先指定テーブルにより発信
元電話番号に応じた発信先電話番号が指定されている場合、指定されている発信先電話番
号がアクティブであれば、その電話番号を発信先電話番号として選択する、という条件を
示す。
【００５７】
　また、図８に例示の条件「＃Ｉ」は、発信元電話番号にかかわらず、「＃Ｉ」で始まる
電話番号、すなわちＩＰ電話番号を発信先電話番号として選択する、という条件を示す。
【００５８】
　また、図８に例示の条件「国番号一致」は、発信元電話番号と国番号が一致する発信先
電話番号がアクティブであれば、その電話番号を発信先電話番号として選択する、という
条件を示す。なお、国番号とは、例えば電話番号「＃Ａ－Ｘ」の「＃」に続く「Ａ」の部
分をいう。本実施形態において、電話網１１は各々異なる国における通話サービスを提供
するため、電話番号の「＃」に続く部分は国を識別する。電話網１１が同じ国または地域
における通話サービスを提供する場合、「国番号」は、電話網１１およびインターネット
９のうち電話番号に応じた通信網を識別する「通信網識別情報」と読み替えられる。
【００５９】
　図９は、記憶手段１３１に記憶されている発信用電話番号選択条件テーブルのデータ構
成を示した図である。発信用電話番号選択条件テーブルのデータ構成は、発信先電話番号
選択条件テーブル（図８）と同様である。ただし、発信用電話番号選択条件テーブルの［
条件］には、通話接続要求により指定される発信先電話番号に応じた望ましい発信用電話
番号を選択するための条件を示すデータが格納されている。
【００６０】
　図９に例示の条件「指定テーブル」は、後述する発信元発信先指定テーブルにより発信
先電話番号に応じた発信元電話番号が指定されている場合、指定されている発信元電話番
号を発信用電話番号として選択する、という条件を示す。
【００６１】
　また、図９に例示の条件「国番号一致」は、発信先電話番号と国番号が一致する発信元
電話番号があれば、その電話番号を発信用電話番号として選択する、という条件を示す。
【００６２】
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　また、図９に例示の条件「最終通話」は、発信先電話番号に応じた電話機１２と最後に
行った通話において発信に用いられた電話番号がアクティブであれば、その電話番号を発
信用電話番号として選択する、という条件を示す。
【００６３】
　図１０は、記憶手段１３１に記憶されている通知用電話番号選択条件テーブルのデータ
構成を示した図である。通知用電話番号選択条件テーブルのデータ構成は、発信先電話番
号選択条件テーブル（図８）と同様である。ただし、通知用電話番号選択条件テーブルの
［条件］には、通話接続要求により指定される発信先電話番号に応じた望ましい通知用電
話番号を選択するための条件を示すデータが格納されている。
【００６４】
　図１０に例示の条件「最終通話」は、発信先電話番号に応じた電話機１２と最後に行っ
た通話において通話相手の電話機１２に通知した電話番号を通知用電話番号として選択す
る、という条件を示す。
【００６５】
　また、図１０に例示の条件「国番号一致」は、発信先電話番号と国番号が一致する発信
元電話番号があれば、その電話番号を通知用電話番号として選択する、という条件を示す
。
【００６６】
　また、図１０に例示の条件「アクティブ時間最長」は、過去の所定期間内において、発
信元電話番号のうちアクティブであった時間が最長である発信元電話番号を通知用電話番
号として選択する、という条件を示す。
【００６７】
　なお、図８～図１０に示した条件はあくまで例示であって、例えば過去の所定期間に使
用された頻度が最も高い電話番号を選択するなど、他の様々な条件が採用され得る。また
、例えば通話接続要求が行われた時間帯、通信状態等に応じて異なる条件が用いられても
よい。
【００６８】
　図１１は、記憶手段１３１に記憶されている発信元発信先指定テーブルのデータ構成を
示した図である。発信元発信先指定テーブルは、電話機１２のユーザにより個別に指定さ
れた発信用電話番号と発信先電話番号の組み合わせを格納するテーブルである。発信元発
信先指定テーブルは、発信用電話番号と発信先電話番号の組み合わせの各々に応じたレコ
ードを含み、組み合わせを指定したユーザの電話機１２を識別する代表電話番号を格納す
る［代表電話番号］、ユーザにより指定された発信用電話番号および発信先電話番号を各
々格納する［発信用電話番号］および［発信先電話番号］を有する。
【００６９】
　図１２は、記憶手段１３１に記憶されているアクティブ状態履歴テーブルのデータ構成
を示した図である。アクティブ状態履歴テーブルは、過去に電話番号テーブル（図７）に
格納されていたデータを集約したデータを格納するテーブルである。アクティブ状態履歴
テーブルは、電話機１２を識別する代表電話番号を格納する［代表電話番号］、電話機１
２に割り当てられている電話番号の状態（アクティブまたはインアクティブ）が同じ状態
で維持されていた期間を示すデータを格納する［期間］、電話機１２に割り当てられてい
る電話番号のうちアクティブであった電話番号を格納する［アクティブ］を有する。
【００７０】
　図１３は、記憶手段１３１に記憶されている通話履歴テーブルのデータ構成を示した図
である。通話履歴テーブルは、複数の電話機１２の各々に関し、電話機１２が他の電話機
１２との間で行った通話の履歴を格納するテーブルである。接続装置１１１は、通話に応
じたレコードを含み、通話が行われた期間を示すデータを格納する［期間］、通話の際に
発信先の電話機１２に通知された電話番号を格納する［通知用電話番号］、通話の発信に
用いられた電話番号を格納する［発信用電話番号］、電話の発信先の電話番号を格納する
［発信先電話番号］を有する。
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【００７１】
　図６に戻り、管理サーバ装置１３の機能構成の説明を続ける。要求取得手段１３２は、
電話機１２が電話網１１またはＶｏＩＰサーバ装置９１に送信した通話接続要求を電話網
１１またはＶｏＩＰサーバ装置９１から受信する。
【００７２】
　電話番号取得手段１３３は、要求取得手段１３２が取得した通話接続要求に含まれる発
信元電話番号で識別される電話機１２に割り当てられている電話番号とそれらの状態（ア
クティブまたはインアクティブ）と、通話接続要求に含まれる発信先電話番号で識別され
る電話機１２に割り当てられている電話番号とそれらの状態（アクティブまたはインアク
ティブ）を取得する。電話番号テーブル（図７）は、電話番号取得手段１３３により取得
されたデータにより更新される。
【００７３】
　発信先電話番号選択手段１３４は、発信先電話番号選択条件テーブル（図８）に格納さ
れている条件に従い、要求取得手段１３２が受信した通話接続要求に含まれる発信元電話
番号に応じた発信先電話番号を選択する。例えば、発信先電話番号選択手段１３４は、使
用可能な電話番号が複数である場合、発信元電話番号に関する所定の条件に従い、一の使
用可能な電話番号を選択する。また、例えば、発信先電話番号選択手段１３４は、電話番
号に応じた通信網に基づき発信先電話番号の選択を行う。
【００７４】
　発信用電話番号選択手段１３５は、発信用電話番号選択条件テーブル（図９）に格納さ
れている条件に従い、要求取得手段１３２が受信した通話接続要求に含まれる発信先電話
番号に応じた発信元電話番号を発信用電話番号として選択する。
【００７５】
　通知手段１３６は、発信先電話番号選択手段１３４が選択した発信先電話番号が通話接
続要求に含まれる発信先電話番号と異なるか、または発信用電話番号選択手段１３５が選
択した発信用電話番号が通話接続要求に含まれる発信元電話番号と異なる場合、通話接続
要求の送信元の電話機１２に変更通知を送信する。
【００７６】
　通知用電話番号選択手段１３７は、通知用電話番号選択条件テーブル（図１０）に格納
されている条件に従い、要求取得手段１３２が受信した通話接続要求に含まれる発信先電
話番号に応じた発信元電話番号を通知用電話番号として選択する。例えば、通知用電話番
号選択手段１３７は、発信先電話番号で識別される電話機１２が過去に行った発信元の電
話機１２に対する通話接続要求において用いた発信元電話番号に関する情報に基づき、通
知用電話番号の選択を行う。また、例えば、通知用電話番号選択手段１３７は、電話番号
に応じた通信網に基づき通知用電話番号の選択を行う。また、通知用電話番号選択手段１
３７は、例えば、発信元の電話機１２から発信元の電話機１２に割り当てられている複数
の発信元電話番号を取得する。
【００７７】
　なお、電話番号テーブル（図７）、発信元発信先指定テーブル（図１１）、アクティブ
状態履歴テーブル（図１２）、通話履歴テーブル（図１３）は、発信先電話番号選択手段
１３４、発信用電話番号選択手段１３５および通知用電話番号選択手段１３７が電話番号
の選択を行う際、必要に応じて参照される。
【００７８】
　指示手段１３８は、要求取得手段１３２が受信した通話接続要求に従う通話接続を、通
話接続要求に含まれる発信元電話番号に応じた接続装置１１１またはＶｏＩＰサーバ装置
９１に指示する。指示手段１３８は、通話接続の指示とともに、通知用電話番号選択手段
１３７により選択された通知用電話番号を接続装置１１１またはＶｏＩＰサーバ装置９１
に通知する。
【００７９】
　なお、接続装置１１１またはＶｏＩＰサーバ装置９１は、指示手段１３８からの指示に



(13) JP 6417030 B2 2018.10.31

10

20

30

40

50

従い、通話接続要求に含まれる発信元電話番号から発信先電話番号に対する通話接続を試
みる。その際、接続装置１１１またはＶｏＩＰサーバ装置９１は、通話接続要求に含まれ
る発信元電話番号に代えて、指示手段１３８から通知された通知用電話番号を発信元の電
話番号として発信先の電話機１２に通知する。接続装置１１１またはＶｏＩＰサーバ装置
９１は、通話接続のための通信接続の確立に成功した場合、通話接続要求の発信元の電話
機１２に成功通知を送信し、通信接続の確立に失敗した場合、通話接続要求の発信元の電
話機１２に失敗通知を送信する。
【００８０】
　図１４は、電話機１２Ｘから電話機１２Ｙに対する通話接続要求が行われる際の通話接
続システム１の動作のシーケンスを示した図である。
【００８１】
　電話機１２Ｘのユーザは、電話機１２Ｙに電話をかけたい場合、電話機１２Ｘを操作し
て、例えば電話帳画面に表示される電話番号のリストから電話機１２Ｙの携帯電話番号ま
たはＩＰ電話番号を発信先電話番号として選択し発信の操作を行う。
【００８２】
　電話機１２Ｘはユーザによる発信の操作に応じて、電話機１２Ｘの電話番号テーブル（
図５）を参照し、ユーザにより指定された発信先電話番号が携帯電話番号であれば電話機
１２Ｘのアクティブな携帯電話番号を発信元電話番号として選択し、ユーザにより指定さ
れた発信先電話番号がＩＰ電話番号であれば電話機１２ＸのアクティブなＩＰ電話番号を
発信元電話番号として選択する。続いて、電話機１２Ｘは発信元電話番号と発信先電話番
号を含む通話接続要求を生成し、発信元電話番号に応じた接続装置１１１またはＶｏＩＰ
サーバ装置９１に送信する（ステップＳ１０１）。
【００８３】
　例えば、ユーザが電話機１２Ｙの携帯電話番号を発信先電話番号として指定した場合を
考える。電話機１２ＸのユーザがＡ国にいる場合、通常、「＃Ａ－Ｘ」がアクティブな携
帯電話番号として選択されている。この場合、ステップＳ１０１において、電話機１２Ｘ
は接続装置１１１Ａに通話接続要求を送信する。また、電話機１２ＸのユーザがＢ国にい
る場合、通常、「＃Ｂ－Ｘ」がアクティブな携帯電話番号として選択されている。この場
合、ステップＳ１０１において、電話機１２Ｘは接続装置１１１Ｂに通話接続要求を送信
する。
【００８４】
　また、電話機１２ＸのユーザがＣ国にいる場合、電話網１１Ｃと電話網１１Ａとの間で
ローミングが行われる場合は「＃Ａ－Ｘ」がアクティブな携帯電話番号として選択可能と
なり、電話網１１Ｃと電話網１１Ｂとの間でローミングが行われる場合は「＃Ｂ－Ｘ」が
アクティブな携帯電話番号として選択可能となる。例えば、「＃Ａ－Ｘ」が選択されてい
る場合、ステップＳ１０１において、電話機１２Ｘは電話網１１Ｃを介して電話網１１Ａ
に接続し、接続装置１１１Ａに通話接続要求を送信する。
【００８５】
　一方、ユーザが電話機１２ＹのＩＰ電話番号を発信先電話番号として指定した場合、ス
テップＳ１０１において、電話機１２ＸはＶｏＩＰサーバ装置９１に通話接続要求を送信
する。
【００８６】
　通話接続要求を受信した接続装置１１１またはＶｏＩＰサーバ装置９１は、通話接続要
求を管理サーバ装置１３に送信する（ステップＳ１０２）。管理サーバ装置１３は、電話
番号テーブル（図７）を参照し、通話接続要求に含まれる送信先電話番号で識別される電
話機１２Ｙに割り当てられている電話番号に応じた接続装置１１１およびＶｏＩＰサーバ
装置９１に、これらの電話番号の状態（アクティブまたはインアクティブ）を問い合わせ
る（ステップＳ１０３）。ステップＳ１０３の問い合わせを受けた接続装置１１１および
ＶｏＩＰサーバ装置９１は、問い合わせ対象の電話番号の状態を管理サーバ装置１３に通
知する（ステップＳ１０４）。管理サーバ装置１３は、接続装置１１１およびＶｏＩＰサ
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ーバ装置９１からの通知に基づき、電話番号テーブル（図７）を更新する。
【００８７】
　続いて、管理サーバ装置１３は、発信先電話番号選択条件テーブル（図８）等を参照し
、通話接続要求に含まれる発信元電話番号に応じた発信先電話番号を選択する（ステップ
Ｓ１０５）。続いて、管理サーバ装置１３は、発信用電話番号選択条件テーブル（図９）
等を参照し、ステップＳ１０５において選択した発信先電話番号に応じた発信元電話番号
を発信用電話番号として選択する（ステップＳ１０６）。
【００８８】
　続いて、管理サーバ装置１３は、ステップＳ１０６において選択した発信用電話番号と
ステップＳ１０５において選択した発信先電話番号の組み合わせが、通話接続要求に含ま
れる発信元電話番号と発信先電話番号の組み合わせと異なるか否かに基づき、変更通知の
要否を判定する（ステップＳ１０７）。
【００８９】
　ステップＳ１０７において、発信元電話番号と発信先電話番号の組み合わせが一致し、
変更通知が不要と判定された場合（ステップＳ１０７；「Ｎｏ」）、管理サーバ装置１３
は続いて、通知用電話番号選択条件テーブル（図１０）等を参照し、通話接続要求に含ま
れる発信先電話番号に応じた通知用電話番号を選択する（ステップＳ１１０）。
【００９０】
　続いて、管理サーバ装置１３は、通話接続要求の送信元電話番号に応じた接続装置１１
１またはＶｏＩＰサーバ装置９１に対し、通話接続要求およびステップＳ１１０において
選択した通知用電話番号を送信し、通話接続要求に応じた通話接続を指示する（ステップ
Ｓ１１１）。通話接続の指示を受けた接続装置１１１またはＶｏＩＰサーバ装置９１は、
指示に従い通話接続を行う（ステップＳ１１２）。その際、接続装置１１１またはＶｏＩ
Ｐサーバ装置９１は、発信先の電話機１２Ｙに対し、ステップＳ１１１において管理サー
バ装置１３から受信した通知用電話番号を発信元の電話番号として通知する。
【００９１】
　ステップＳ１０７において、発信元電話番号と発信先電話番号の組み合わせが一致せず
、変更通知が必要と判定された場合（ステップＳ１０７；「Ｙｅｓ」）、管理サーバ装置
１３は通話接続要求の送信元電話番号に応じた接続装置１１１またはＶｏＩＰサーバ装置
９１に対し、ステップＳ１０６において選択した発信用電話番号とステップＳ１０５にお
いて選択した発信先電話番号を含む変更通知を送信する（ステップＳ１２０）。変更通知
を受け取った接続装置１１１またはＶｏＩＰサーバ装置９１は、電話機１２Ｘに変更通知
を送信する（ステップＳ１２１）。なお、変更通知を受信した接続装置１１１またはＶｏ
ＩＰサーバ装置９１は、ステップＳ１０２において電話機１２Ｘから受信した通話接続要
求を破棄する。
【００９２】
　電話機１２Ｘは、ステップＳ１２１において受信した変更通知に応じて、ユーザに発信
元電話番号と発信先電話番号の一方または両方の変更を促すメッセージを表示する（ステ
ップＳ１２２）。ユーザは電話機１２Ｘに表示されるメッセージに応じて、発信に用いる
電話番号を変更するか否かを判断し、判断の結果に応じた操作を行う。この操作に応じて
、電話機１２Ｘは新たな通話接続要求（以下、「確認済み通話接続要求」という）を生成
し、確認済み通話接続要求に含まれる送信元電話番号に応じた接続装置１１１またはＶｏ
ＩＰサーバ装置９１に確認済み通話接続要求を送信する（ステップＳ１２３）。確認済み
通話接続要求を受信した接続装置１１１またはＶｏＩＰサーバ装置９１は、確認済み通話
接続要求を管理サーバ装置１３に送信する（ステップＳ１２４）。
【００９３】
　確認済み通話接続要求を受信した管理サーバ装置１３は、確認済み通話接続要求に応じ
て、ステップＳ１１０～Ｓ１１１の処理を行う。その結果、確認済み通話接続要求に含ま
れる発信元電話番号に応じた接続装置１１１またはＶｏＩＰサーバ装置９１により、確認
済み通話接続要求に従う通話接続が行われる（ステップＳ１１２）。この場合も、接続装
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置１１１またはＶｏＩＰサーバ装置９１は、発信先の電話機１２Ｙに対し、ステップＳ１
１１において管理サーバ装置１３から受信した通知用電話番号を発信元の電話番号として
通知する。
【００９４】
　以下に、通話接続システム１において発信先電話番号、発信用電話番号および通知用電
話番号が選択される様子を、具体例を用いて説明する。なお、以下の説明において、管理
サーバ装置１３がこれらの電話番号の選択において参照する発信先電話番号選択条件テー
ブル等の内容は、図８～図１３に例示の内容であるものとする。
【００９５】
　図１５は、電話機１２ＸのユーザがＡ国から電話機１２Ｙに電話をかける場合の通話接
続システム１の動作の一例を説明するための図である。図１５の例において、電話機１２
Ｘに割り当てられている電話番号のうち＃Ａ－Ｘと＃Ｉ－Ｘがアクティブであり、＃Ｂ－
Ｘはインアクティブである。また、電話機１２ＹのユーザはＢ国におり、電話機１２Ｙに
割り当てられている電話番号のうち＃Ｂ－Ｙと＃Ｉ－Ｙがアクティブであり、＃Ａ－Ｙは
インアクティブである。
【００９６】
　図１５の例において、電話機１２Ｘのユーザは電話番号＃Ａ－Ｘから電話番号＃Ｂ－Ｙ
へ電話をかける操作を行う。この操作に応じて、電話機１２Ｘから接続装置１１１Ａを介
して管理サーバ装置１３に対し、通話接続要求「発信用電話番号＝＃Ａ－Ｘ、発信先電話
番号＝＃Ｂ－Ｙ」が送信される。管理サーバ装置１３は、発信先電話番号選択条件テーブ
ル（図８）等を参照し、受信した通話接続要求に含まれる発信用電話番号に応じた発信先
電話番号の選択を行う。この場合、指定テーブル（図１１）に電話機１２Ｘの電話番号を
発信用電話番号とし、電話機１２Ｙの電話番号を発信先電話番号とするデータが登録され
ていないため、管理サーバ装置１３は、発信先電話番号選択条件テーブルの優先順位２位
の条件「＃Ｉ」に従い、発信先電話番号として「＃Ｉ－Ｙ」を選択する。
【００９７】
　続いて、管理サーバ装置１３は発信用電話番号選択条件テーブル（図９）等を参照して
、選択した発信先電話番号「＃Ｉ－Ｙ」に応じた発信用電話番号の選択を行う。この場合
、管理サーバ装置１３は、発信先電話番号選択条件テーブルの優先順位２位の条件「国番
号一致」に従い、発信用電話番号として「＃Ｉ－Ｘ」を選択する。管理サーバ装置１３は
、電話機１２Ｘから受信した通話接続要求「発信用電話番号＝＃Ａ－Ｘ、発信先電話番号
＝＃Ｂ－Ｙ」に対する応答として、この場合、変更通知「発信用電話番号＝＃Ｉ－Ｘ、発
信先電話番号＝＃Ｉ－Ｙ」を、接続装置１１１Ａを介して電話機１２Ｘに送信する。
【００９８】
　電話機１２Ｘは変更通知に応じて、発信用電話番号を「＃Ｉ－Ｘ」、発信先電話番号を
「＃Ｉ－Ｙ」に変更することを促す通知を表示する。ユーザがこの通知の促しに従う旨の
所定の操作（例えば、「ＯＫ」ボタンの押下）を行うと、電話機１２Ｘから、例えばＶｏ
ＩＰサーバ装置９１を介して、管理サーバ装置１３に確認済み通話接続要求「発信用電話
番号＝＃Ｉ－Ｘ、発信先電話番号＝＃Ｉ－Ｙ」が発信される。一方、ユーザが通知の促し
に従わない旨の所定の操作（例えば、「Ｃａｎｃｅｌ」ボタンの押下）を行うと、電話機
１２Ｘから、例えば接続装置１１１Ａを介して、管理サーバ装置１３に確認済み通話接続
要求「発信用電話番号＝＃Ａ－Ｘ、発信先電話番号＝＃Ｂ－Ｙ」が発信される。
【００９９】
　以下、例として、ユーザが促しに従い電話機１２Ｘから管理サーバ装置１３に確認済み
通話接続要求「発信用電話番号＝＃Ｉ－Ｘ、発信先電話番号＝＃Ｉ－Ｙ」が発信された場
合の管理サーバ装置１３の処理を説明する。管理サーバ装置１３は、通知用電話番号選択
条件テーブル（図１０）等を参照し、確認済み通話接続要求「発信用電話番号＝＃Ｉ－Ｘ
、発信先電話番号＝＃Ｉ－Ｙ」により指定される発信先電話番号「＃Ｉ－Ｙ」に応じた通
知用電話番号を選択する。この場合、管理サーバ装置１３は通知用電話番号選択条件テー
ブルの優先順位１位の条件「最終通話」に従い、通話履歴テーブル（図１３）に記録され
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ている電話機１２Ｘから電話機１２Ｙへの最終通話時に通知された通知用電話番号「＃Ａ
－Ｘ」を選択する。
【０１００】
　続いて、管理サーバ装置１３はＶｏＩＰサーバ装置９１に対し、確認済み通話接続要求
「発信用電話番号＝＃Ｉ－Ｘ、発信先電話番号＝＃Ｉ－Ｙ」を送信する。その際、管理サ
ーバ装置１３はＶｏＩＰサーバ装置９１に対し通知用電話番号「＃Ａ－Ｘ」を通知する。
ＶｏＩＰサーバ装置９１は確認済み通話接続要求に従い、発信用電話番号「＃Ｉ－Ｘ」か
ら発信先電話番号「＃Ｉ－Ｙ」に対する通話接続の処理を行う。その際、ＶｏＩＰサーバ
装置９１は発信元の電話番号として、実際に用いられている発信用電話番号「＃Ｉ－Ｘ」
に代えて、通知用電話番号「＃Ａ－Ｘ」を発呼先の電話機１２Ｙに通知する。
【０１０１】
　このように、図１５に例示のケースでは、電話機１２Ｘのユーザが当初用いようとした
発信用電話番号「＃Ａ－Ｘ」に代えて「＃Ｉ－Ｘ」が、また発信先電話番号「＃Ｂ－Ｙ」
に代えて「＃Ｉ－Ｙ」が用いられる。また、発呼先の電話機１２Ｙには、実際に発呼に用
いられている発信用電話番号「＃Ｉ－Ｘ」に代えて「＃Ａ－Ｘ」が通知される。
【０１０２】
　図１６は、Ｂ国にいる電話機１２Ｙのユーザが、同じくＢ国にいる電話機１２Ｘに電話
をかける場合の通話接続システム１の動作の一例を説明するための図である。図１６の例
において、電話機１２Ｘに割り当てられている電話番号のうち＃Ａ－Ｙがアクティブであ
り、＃Ａ－Ｘと＃Ｉ－Ｘはインアクティブである。また、電話機１２ＹのユーザはＢ国に
おり、電話機１２Ｙに割り当てられている電話番号のうち＃Ｂ－Ｙと＃Ｉ－Ｙがアクティ
ブであり、＃Ａ－Ｙはインアクティブである。すなわち、電話機１２ＸはＡ国の接続装置
１１１ＡからＢ国の接続装置１１１Ｂへキャリアの切り替えを行っている。また、電話機
１２Ｘは、何らかの事情で、ＶｏＩＰによる通話が不可能となっている。
【０１０３】
　図１６の例において、電話機１２Ｙのユーザは電話番号＃Ｂ－Ｙから電話番号＃Ａ－Ｘ
へ電話をかける操作を行う。この操作に応じて、電話機１２Ｙから接続装置１１１Ｂを介
して管理サーバ装置１３に対し、通話接続要求「発信用電話番号＝＃Ｂ－Ｙ、発信先電話
番号＝＃Ａ－Ｘ」が送信される。管理サーバ装置１３は、発信先電話番号選択条件テーブ
ル（図８）等を参照し、受信した通話接続要求に含まれる発信用電話番号に応じた発信先
電話番号の選択を行う。この場合、管理サーバ装置１３は、発信先電話番号選択条件テー
ブルの優先順位３位の条件「国番号一致」に従い、発信先電話番号として「＃Ｂ－Ｘ」を
選択する。
【０１０４】
　続いて、管理サーバ装置１３は発信用電話番号選択条件テーブル（図９）等を参照して
、選択した発信先電話番号「＃Ｂ－Ｘ」に応じた発信用電話番号の選択を行う。この場合
、管理サーバ装置１３は、発信先電話番号選択条件テーブルの優先順位２位の条件「国番
号一致」に従い、発信用電話番号として通話接続要求で指定された発信用電話番号と同じ
「＃Ｂ－Ｙ」を選択する。管理サーバ装置１３は、電話機１２Ｙから受信した通話接続要
求「発信用電話番号＝＃Ｂ－Ｙ、発信先電話番号＝＃Ａ－Ｘ」に対する応答として、この
場合、変更通知「発信用電話番号＝＃Ｂ－Ｙ、発信先電話番号＝＃Ｂ－Ｘ」を、接続装置
１１１Ｂを介して電話機１２Ｙに送信する。
【０１０５】
　電話機１２Ｙは変更通知に従い、ユーザに対し発信先電話番号の変更を促す。以下、電
話機１２Ｙのユーザが促しに従い、例えば「ＯＫ」ボタンの押下等の所定の操作を行った
ものとする。この操作に応じて、電話機１２Ｙから管理サーバ装置１３に確認済み通話接
続要求「発信用電話番号＝＃Ｂ－Ｙ、発信先電話番号＝＃Ｂ－Ｘ」が発信される。管理サ
ーバ装置１３は、通知用電話番号選択条件テーブル（図１０）等を参照し、確認済み通話
接続要求「発信用電話番号＝＃Ｂ－Ｙ、発信先電話番号＝＃Ｂ－Ｘ」により指定される発
信先電話番号「＃Ｂ－Ｘ」に応じた通知用電話番号を選択する。この場合、管理サーバ装



(17) JP 6417030 B2 2018.10.31

10

20

30

40

50

置１３は通知用電話番号選択条件テーブルの優先順位２位の条件「国番号一致」に従い、
通知用電話番号「＃Ｂ－Ｙ」を選択する。
【０１０６】
　続いて、管理サーバ装置１３は接続装置１１１Ｂに対し、確認済み通話接続要求「発信
用電話番号＝＃Ｂ－Ｙ、発信先電話番号＝＃Ｂ－Ｘ」を、通知用電話番号「＃Ａ－Ｘ」と
共に送信する。接続装置１１１Ｂは確認済み通話接続要求に従い、発信用電話番号「＃Ｂ
－Ｙ」から発信先電話番号「＃Ｂ－Ｘ」に対する通話接続の処理を行う。その際、接続装
置１１１Ｂは発信元の電話番号として、実際に用いられている発信用電話番号「＃Ｂ－Ｙ
」を発呼先の電話機１２Ｘに通知する。
【０１０７】
　上述した通話接続システム１によれば、電話機１２のユーザが電話をかける際、発信先
の電話番号、発信に用いる電話番号、発信先に通知される電話番号が適切に選択される。
その結果、例えば通信料金や通話品質等の観点から望ましい発信元電話番号と発信先電話
番号の組み合わせによる通話接続が行われ、コスト削減や通話の快適性の向上等が実現さ
れる。また、実際に発信に用いられた電話番号にかかわらず、発信先の電話機１２のユー
ザが認識しやすい電話番号が発信元の電話番号として通知される。その結果、発信先の電
話機１２のユーザの着信時における快適性が向上する。
【０１０８】
［変形例］
　上述した通話接続システム１は本発明の一実施形態であって、本発明の技術的思想の範
囲内において様々に変形することができる。以下にそれらの変形の例を示す。なお、上述
した実施形態および下記の変形例の２以上が適宜組み合わされてもよい。
【０１０９】
（１）上述した実施形態においては、発信先電話番号の選択、発信用電話番号の選択、通
知用電話番号の選択はいずれも、管理サーバ装置１３において行われる。これに代えて、
これらの選択処理の少なくとも１つが、通話接続要求の発信元の電話機１２において行わ
れてもよい。
【０１１０】
　例えば発信用電話番号の選択が電話機１２において行われる場合、管理サーバ装置１３
に代えて、電話機１２が発信用電話番号選択手段１３５を備える。また、この場合、電話
機１２の記憶手段１２１には、発信用電話番号選択手段１３５が発信用電話番号の選択に
用いる発信用電話番号選択条件テーブル等のデータが記憶される。
【０１１１】
　また、例えば通知用電話番号の選択が電話機１２において行われる場合、管理サーバ装
置１３に代えて、電話機１２が通知用電話番号選択手段１３７を備える。また、この場合
、電話機１２の記憶手段１２１には、通知用電話番号選択手段１３７が通知用電話番号の
選択に用いる通知用電話番号選択条件テーブル等のデータが記憶される。
【０１１２】
（２）上述した実施形態においては、発信先電話番号選択手段１３４により選択された発
信先電話番号が通話接続要求に含まれる発信先電話番号と異なる場合、または発信用電話
番号選択手段１３５により選択された発信用電話番号が通話接続要求に含まれる発信元電
話番号と異なる場合、通話接続要求の発信元の電話機１２のユーザに対し変更を促すメッ
セージの通知が行われ、ユーザにより変更の可否の確認が行われる。これに代えて、発信
元電話番号と発信先電話番号の両方または一方に関し、ユーザによる変更の可否の確認を
経ずに自動的に電話番号の変更が行われてもよい。
【０１１３】
　例えば、発信先の電話機１２に割り当てられている電話番号のうちアクティブな電話番
号が１つしかない場合、発信元の電話機１２のユーザは電話をかけるためには、アクティ
ブな１つの電話番号を発信先電話番号として選択する以外の選択肢がない。従って、この
ような場合、例えば管理サーバ装置１３がユーザによる変更の可否を確認することなくア
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クティブな電話番号を送信先電話番号として選択し、接続装置１１１またはＶｏＩＰサー
バ装置９１に対する通話接続の指示を行ってもよい。
【０１１４】
（３）上述した実施形態においては、管理サーバ装置１３は接続装置１１１と異なる装置
である。これに代えて、管理サーバ装置１３がいずれかの電話網１１の接続装置１１１と
一体に構成されてもよい。また、管理サーバ装置１３が、例えば複数の電話網１１の間や
、或る電話網１１とインターネット９との間のゲートウェイの役割を果たすゲートウェイ
サーバ装置と一体に構成されてもよい。
【０１１５】
（４）上述した実施形態においては、通話接続システム１は発信先電話番号の選択、発信
用電話番号の選択、通知用電話番号の選択の全てを行う。これに代えて、通話接続システ
ム１が、発信先電話番号の選択、発信用電話番号の選択、通知用電話番号の選択のいずれ
か１つまたは２つを行う構成が採用されてもよい。
【０１１６】
（５）上述した実施形態において、通話接続の発信元の電話機１２のユーザに対し、発信
用電話番号または発信先電話番号の変更を促す通知が行われる場合がある。この場合、電
話機１２の促しに従い発信用電話番号または発信先電話番号を変更した結果、ユーザが意
図していなかった高額な通信料金が発生してしまう危険性がある。このような不都合を回
避するために、例えば管理サーバ装置１３が各キャリアを介した通話接続に伴う通信料金
を示す通信料金データを格納する通信料金テーブルを記憶し、当該通信料金テーブルを参
照して、変更前の通話接続要求に従った通話接続に伴う通信料金と、変更後の通話接続要
求に従った通話接続に伴う通信料金と特定し、特定した通信料金を電話機１２に通知する
構成としてもよい。この場合、電話機１２のユーザは通信料金を知った上で通話接続に使
用する電話番号の変更の是非を判断できるため、ユーザが意図せぬ高額な料金が発生する
、といった不都合が回避される。
【０１１７】
　また、上述した変形例（２）においては、通話接続の発信元の電話機１２のユーザに対
する通知が行われることなく、自動的に発信用電話番号または発信先電話番号の変更が行
われる場合がある。この場合、電話機１２のユーザが意図せぬ高額な料金が発生しないよ
うに、例えば管理サーバ装置１３が通信料金テーブルを参照し、変更前の通話接続要求に
従った通話接続に伴う通信料金と、変更後の通話接続要求に従った通話接続に伴う通信料
金とを特定し、変更により通信料金が安価になる場合に限り、自動的な発信用電話番号ま
たは発信先電話番号の変更を行う、という構成が採用されてもよい。
【０１１８】
　また、管理サーバ装置１３の促しに応じて、もしくは管理サーバ装置１３の自動的な変
更処理により、発信用電話番号または発信先電話番号が変更された場合、通常より安価な
通信料金の適用が行われる構成が採用されてもよい。この場合、例えば接続装置１１１や
ＶｏＩＰサーバ装置９１と連係して課金処理を行う課金処理装置に対し、接続装置１１１
またはＶｏＩＰサーバ装置９１が特別料金の適用を指示する指示データを送信する。課金
処理装置は、接続装置１１１またはＶｏＩＰサーバ装置９１から受信した指示データに従
い、変更にかかる通話接続に伴う通信料金を算出するにあたり、通常のレートよりも安価
な特別レートを用いて算出する。その結果、ユーザは通話接続システム１により促される
（もしくは自動的に行われる）発信用電話番号または発信先電話番号の変更により、通信
料金におけるメリットを受けることができる。
【０１１９】
（６）上述した実施形態においては、電話機１２の各々はＳＩＭカードに記録されている
固有ＩＤ（ＩＭＳＩ）により特定される電話番号を用いて、当該電話番号に応じたキャリ
アの接続装置１１１を介した通話接続に加え、ＶｏＩＰ用の電話番号（ＩＰ電話番号）を
用いて、ＶｏＩＰサーバ装置９１を介した通話接続を行うことができるものとした。通話
接続システム１に含まれる電話機１２の全てがＩＰ電話番号を用いた通話接続が可能であ
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る必要はない。また、通話接続システム１がＶｏＩＰサーバ装置９１を備えず、通話接続
システム１においてＶｏＩＰによる通話接続が行われなくてもよい。その場合、電話機１
２に装填されているＳＩＭカードに記録されている複数の固有ＩＤに応じた電話番号の間
で、発信用電話番号、発信先電話番号、通知用電話番号の選択が行われる。
【０１２０】
（７）上述した実施形態において、管理サーバ装置１３は電話機１２から通話接続要求を
受け取ると、通話接続要求に含まれる発信元電話番号に応じた発信先電話番号を選択し（
図１４、ステップＳ１０５）、続いて、選択した発信先電話番号に応じた発信用電話番号
を選択する（図１４、ステップＳ１０６）。これらの電話番号の選択の順序は逆であって
もよい。また、例えば管理サーバ装置１３が信先電話番号選択条件テーブル（図８）と発
信用電話番号選択条件テーブル（図９）に代えて、発信用電話番号と発信先電話番号の組
み合わせの選択のための条件を格納したテーブルを記憶し、当該テーブルに格納される条
件に従い適正な発信用電話番号と発信先電話番号の組み合わせを同時に選択する構成が採
用されてもよい。
【０１２１】
（８）上述した実施形態における電話機１２は一般的な通話機能を備えたコンピュータに
、また上述した実施形態における管理サーバ装置１３は一般的なサーバ用のコンピュータ
に、本発明にかかるプログラムに従った処理を実行させることにより実現される。これに
代えて、これらの装置が、いわゆる専用機として構成されてもよい。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１２】
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