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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通話リクエスト信号を発信する第１端末の所定のコミュニケーションサービスにおける
固有情報である第１端末ＩＤと、前記通話リクエスト信号を着信する第２端末のＰＳＴＮ
（公衆交換電話網）における電話番号である第２端末番号と、をＩＰネットワークを介し
て前記第１端末から受信する受信部と、
　複数の端末の前記ＰＳＴＮにおける電話番号と、前記コミュニケーションサービスにお
ける固有情報と、前記電話番号と前記固有情報とに関連付けられた電話番号と、を有する
データベースに対して、前記第１端末ＩＤと前記第２端末番号とを検索する検索部と、
　前記検索部によって検索された前記第１端末ＩＤと前記第２端末番号とに関連付けられ
た電話番号を、前記第１端末を特定する特定電話番号として、前記データベースから読み
出し、前記第２端末番号を送信先として前記特定電話番号を前記第２端末に通知する通知
部と、
を有することを特徴とする通信サーバ。
【請求項２】
　前記検索部によって前記第１端末ＩＤと前記第２端末番号との組み合わせが検出されな
かった場合に、前記第１端末ＩＤと前記第２端末番号との組み合わせに対して、新たな電
話番号を、前記第１端末を特定する特定電話番号として割り当てる割り当て部と、
　前記第１端末ＩＤ、前記第２端末番号、及び前記特定電話番号を前記データベースに記
録する記録部と、
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をさらに有することを特徴とする請求項１に記載の通信サーバ。
【請求項３】
　前記通知部は、前記ＰＳＴＮと前記ＩＰネットワークとの間のゲートウェイを有する通
信キャリアに、前記第２端末番号を送信先として前記特定電話番号を送信することを特徴
とする請求項１又は２に記載の通信サーバ。
【請求項４】
　前記第１端末の前記ＰＳＴＮにおける電話番号である第１端末番号を、ＳＭＳサーバを
介してメッセージ形式で前記第２端末に送信するメッセージ送信部をさらに有することを
特徴とする請求項１又は２に記載の通信サーバ。
【請求項５】
　前記第１端末の使用者又は前記第２端末の使用者からの連絡に基づいて、前記データベ
ースの前記第１端末ＩＤ又は前記第２端末番号を切り替える電話番号管理部をさらに有す
ることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一に記載の通信サーバ。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＶｏＩＰとＰＳＴＮを介して通信端末を接続する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットは、従来のウェブや電子メールに代表された単なるデータ伝送と
してのツールから、データ伝送の通信品質と共にリアルタイム性も要求される音声通信サ
ービスにも応用されてきている。その中でも、ブロードバンドの普及に伴って、インター
ネット技術を利用したＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）電話を含むＶｏＩＰ
（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）が実用化されてきてい
る。
【０００３】
　ＶｏＩＰは、インターネットプロトコル（ＩＰ）を使用し、ＩＰネットワークを介して
音声を送信し、また、受信する伝送技術である。ＶｏＩＰの代表的な例として、ＩＰ電話
が挙げられる。ＩＰ電話は、ＩＰネットワークを利用した音声通信である。ここで、通信
事業者（通信キャリア）はＩＰ電話サービスの品質を保つために、各自が専用に構築した
ＩＰネットワークを有している。ＩＰ電話の利用者は、ＩＰ電話の通信キャリアから、Ｉ
Ｐ電話用の電話番号（例えば、０５０番号等）の割り当てを受けることで、ＩＰ電話同士
だけでなく、既存の公衆交換電話網（ＰＳＴＮ：Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｅ
ｌｅｐｈｏｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を使用する固定電話との発着信を行うことができる（
例えば、特許文献１）。
【０００４】
　しかし、ＩＰ電話では、各通信キャリアの規格やＩＰ電話の発着信を行う端末の仕様に
よっては、通話リクエスト信号を発信した発信端末の情報を正しく着信端末に通知できな
いケースがある。その代替手段として、各通信キャリアがＰＳＴＮにおける電話番号を取
得し、発信端末毎に該電話番号を割り当てる方式が挙げられる。しかし、この方法では電
話番号取得・維持のコストがかかり、割り当てられる電話番号の数にも限りがあるため、
利用者の増加に伴いコストが増加するという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２７２６６８号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、ＶｏＩＰとＰＳＴＮを介して通信端末を接続する通信サービスにおいて、少
数の電話番号で複数の発信端末と着信端末の組み合わせを管理することができる通信サー
バ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】
【０００７】
　本発明の一実施形態に係る通信サーバは、通話リクエスト信号を発信する第１端末の所
定のコミュニケーションサービスにおける固有情報である第１端末ＩＤと、通話リクエス
ト信号を着信する第２端末のＰＳＴＮ（公衆交換電話網）における電話番号である第２端
末番号と、をＩＰネットワークを介して第１端末から受信する受信部と、複数の端末のＰ
ＳＴＮにおける電話番号と、コミュニケーションサービスにおける固有情報と、電話番号
と固有情報とに関連付けられた電話番号と、を有するデータベースに対して、第１端末Ｉ
Ｄと第２端末番号とを検索する検索部と、第１端末ＩＤと第２端末番号とに関連付けられ
、第１端末を特定する特定電話番号が検出された場合に、第２端末番号を送信先として特
定電話番号を第２端末に通知する通知部と、を有する。
【０００８】
　また、別の態様において、検索部によって第１端末ＩＤと第２端末番号との組み合わせ
が検出されなかった場合に、第１端末ＩＤと第２端末番号との組み合わせに対して、特定
電話番号を割り当てる割り当て部と、第１端末ＩＤ、第２端末番号、及び特定電話番号を
データベースに記録する記録部と、をさらに有してもよい。
【０００９】
　また、別の態様において、通知部は、ＰＳＴＮとＩＰネットワークとの間のゲートウェ
イを有する通信キャリアに、第２端末番号を送信先として特定電話番号を送信してもよい
。
【００１０】
　また、別の態様において、第１端末のＰＳＴＮにおける電話番号である第１端末番号を
、ＳＭＳサーバを介してメッセージ形式で第２端末に送信するメッセージ送信部をさらに
有してもよい。
【００１１】
　本発明の一実施形態に係る通信サーバは、通話リクエスト信号を発信する第２端末のＰ
ＳＴＮにおける電話番号である第２端末番号と、通話リクエスト信号を着信する第１端末
を特定する特定電話番号と、をＰＳＴＮとＩＰネットワークとの間のゲートウェイを有す
る通信キャリアを介して第２端末から受信する受信部と、複数の端末のＰＳＴＮにおける
電話番号と、所定のコミュニケーションサービスにおける固有情報と、電話番号と固有情
報とに関連付けられた電話番号と、を有するデータベースに対して、第２端末番号と特定
電話番号とに関連する第１端末のコミュニケーションサービスにおける固有情報である第
１端末ＩＤを検索する検索部と、を有し、検出された第１端末ＩＤを有する第１端末と第
２端末とを通信キャリアを介して接続する。
【００１２】
　また、別の態様において、第１端末に、コミュニケーションサービスを介して第２端末
番号を通知する通知部をさらに有してもよい。
【００１３】
　また、別の態様において、第１端末の使用者又は第２端末の使用者からの連絡に基づい
て、データベースの第１端末ＩＤ又は第２端末番号を切り替える電話番号管理部をさらに
有してもよい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る通信サーバによると、ＶｏＩＰとＰＳＴＮを介して通信端末を接続する通
信サービスにおいて、少数の電話番号で複数の発信端末と着信端末の組み合わせを管理す
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ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態１に係る音声通信システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態１に係る音声通信システムに使用する通信サーバのハードウェ
ハ構成を示す概略図である。
【図３】本発明の実施形態１に係る音声通信システムに使用する通信端末のハードウェハ
構成を示す概略図である。
【図４】本発明の実施形態１に係る音声通信システムの通信サーバの機能構成を示すブロ
ック図である。
【図５】本発明の実施形態１に係る音声通信システムの動作フローを示す図である。
【図６】本発明の実施形態１に係る音声通信システムに使用する通信端末において特定電
話番号を通知する表示画面を示す図である。
【図７】本発明の実施形態１に係る音声通信システムのデータベースに格納されるＴＮＴ
テーブルの一例を示す図である。
【図８】本発明の実施形態２に係る音声通信システムの構成を示すブロック図である。
【図９】本発明の実施形態２に係る音声通信システムの通信サーバの機能構成を示すブロ
ック図である。
【図１０】本発明の実施形態２に係る音声通信システムの動作フローを示す図である。
【図１１】本発明の実施形態２に係る音声通信システムに使用する通信端末においてメッ
セージを通知する表示画面を示す図である。
【図１２】本発明の実施形態３に係る音声通信システムの通信サーバの機能構成を示すブ
ロック図である。
【図１３】本発明の実施形態３に係る音声通信システムの動作フローを示す図である。
【図１４】本発明の実施形態３に係る音声通信システムに使用する通信端末において発信
端末番号を通知する表示画面を示す図である。
【図１５】本発明の実施形態４に係る音声通信システムの通信サーバの機能構成を示すブ
ロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明に係る通信サーバについて説明する。但し、本発明の通信
サーバは多くの異なる態様で実施することが可能であり、以下に示す実施の形態の記載内
容に限定して解釈されるものではない。なお、本実施の形態で参照する図面において、同
一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略す
る。
【００１７】
〈実施形態１〉
　本発明の実施形態１に係る音声通信システム並びにそのシステムに用いる通信サーバ及
び通信端末について、図１乃至６を参照しながら詳細に説明する。
【００１８】
［システム概要］
　図１は、本発明の実施形態１に係る音声通信システムの構成を示すブロック図である。
図１に示すように、音声通信システム１００は、通信サーバ１１０、通信キャリア１２０
、及び発信端末である第１端末１３０がインターネットなどのＩＰネットワーク１０１を
介して接続されている。また、通信キャリア１２０及び着信端末である第２端末１４０は
ＰＳＴＮ１０２を介して接続されている。また、通信サーバ１１０はデータベース１５０
に接続されている。ここで、通信サーバ１１０とデータベース１５０とはＩＰネットワー
ク１０１を介して接続されていてもよい。また、第１端末１３０がＰＳＴＮ１０２に接続
されていてもよい。
【００１９】
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　通信サーバ１１０は、ＩＰネットワーク１０１で音声・映像などを含むさまざまなデー
タの通信を行うために、２者またはそれ以上の通信アプリケーション間の関連付けや関連
の終了（例えば、通信の開始や通信の切断）に利用される。例えば、通信サーバ１１０は
セッション開始プロトコル（ＳＩＰ：Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔ
ｏｃｏｌ）サーバであってもよい。具体的には、通信サーバ１１０は、ＩＰネットワーク
１０１を介して第１端末１３０から通話のリクエスト信号を受信すると、ＩＰネットワー
ク１０１、通信キャリア１２０、及びＰＳＴＮ１０２を介して第２端末１４０にリクエス
ト信号を送信し、第１端末１３０と第２端末１４０とを通信キャリア１２０を介して通話
可能に接続する。
【００２０】
　通信キャリア１２０は、ＩＰネットワーク１０１とＰＳＴＮ１０２との間のゲートウェ
イを有し、音声通信サービスを提供する。該ゲートウェイによって、第１端末１３０及び
第２端末１４０は、ＩＰネットワーク１０１及びＰＳＴＮ１０２を介して通話可能に接続
される。図１では、ＩＰネットワーク１０１及びＰＳＴＮ１０２を共に１つの通信キャリ
ア１２０が管理するシステムを例示したが、このシステムに限定されず、ＩＰネットワー
ク１０１とＰＳＴＮ１０２とをそれぞれ別の通信キャリアが管理するシステムであっても
よい。
【００２１】
　第１端末１３０は少なくともＩＰネットワーク１０１と接続可能な通信端末であり、第
２端末１４０は少なくともＰＳＴＮ１０２と接続可能な通信端末である。ただし、第１端
末１３０及び第２端末１４０が同様の機能を有し、ＩＰネットワーク１０１及びＰＳＴＮ
１０２に接続可能な通信端末であってもよい。ここでは音声通信システムの説明の便宜上
、通話のリクエスト信号を発信する発信者の通信端末を第１端末１３０といい、リクエス
ト信号を受信する着信者の通信端末を第２端末１４０という。
【００２２】
　ここで、第１端末１３０は、例えばタブレットＰＣのように、少なくともＩＰネットワ
ーク１０１と接続可能な通信端末であればよく、ＰＳＴＮ１０２と接続されない通信端末
であってもよい。また、第２端末１４０は、例えば携帯電話や固定電話のように、少なく
ともＰＳＴＮ１０２と接続可能な通信端末であればよく、ＩＰネットワーク１０１と接続
されない通信端末であってもよい。もちろん、第１端末１３０及び第２端末１４０は、ス
マートフォンのように、ＩＰネットワーク１０１及びＰＳＴＮ１０２の両方と接続可能な
通信端末であってもよい。
【００２３】
　データベース１５０は、通信サーバ１１０に関連するコミュニケーションサービスにお
ける複数の通信端末の固有情報（ＩＤ）と、ＰＳＴＮにおける複数の通信端末の電話番号
が格納されている。ここで、通信サーバ１１０に関連するコミュニケーションサービスと
しては、例えば通信サーバ１１０が管理するソーシャルネットワークサービス（ＳＮＳ：
Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）が挙げられる（以降、単に「Ｓ
ＮＳ」という）。以降、特段のことわりがなければ、「ＩＤ」はＳＮＳにおける固有情報
であることを意味し、「電話番号」又は「○○番号」はＰＳＴＮにおける電話番号である
ことを意味する。また、データベース１５０は、それぞれ異なる通信端末に対するＩＤと
電話番号との組み合わせに対して特定の電話番号が割り当てられた変換（ＴＮＴ：Ｔｅｌ
ｅｐｈｏｎｅ　Ｎｕｍｂｅｒ　Ｔｒａｎｓｌａｔｏｒ）テーブルを有している。ＴＮＴテ
ーブルについては、後で詳細に説明する。
【００２４】
［通信サーバのハードウェア構成］
　図２は、本発明の実施形態１に係る音声通信システムに使用する通信サーバのハードウ
ェア構成を示す概略図である。図２によると、通信サーバ１１０は、制御部１１１、ハー
ドディスク１１２、及び通信制御部１１３を有する。制御部１１１は、中央演算処理装置
（ＣＰＵ：Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、レジスタやメモリなど
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の記憶装置を含む。制御部１１１は、メモリに記憶されたプログラムをＣＰＵによって実
行し、第１端末１３０や第２端末１４０等からの命令信号に応じて演算処理を行う。ハー
ドディスク１１２は大容量のデータを格納することができるメモリであり、演算処理に必
要なプログラムなどが格納され、第１端末１３０や第２端末１４０から送信された情報を
一時的に保存する。通信制御部１１３は、通信サーバ１１０とＩＰネットワーク１０１と
を接続し、データの入出力を制御する。ここで、制御部１１１の記憶装置は、必要に応じ
てハードディスクから演算処理に必要なプログラムを読み出して格納する。
【００２５】
［通信端末のハードウェア構成］
　図３は、本発明の実施形態１に係る音声通信システムに使用する通信端末のハードウェ
ア構成を示す概略図である。図３によると、通信端末２００の本体内部には制御部２１０
及び通信モジュール２２０が設けられている。また、通信端末２００の一側面側にはディ
スプレイ２３０、操作ボタン２４０、スピーカ２５０、及びマイク２６０が設けられてい
る。ここで、ディスプレイ２３０はタッチセンサを有していてもよく、操作ボタン２４０
は設けられていなくてもよい。
【００２６】
　制御部２１０は、ＣＰＵ、レジスタやメモリなどの記憶装置を有する。制御部２１０は
、メモリに記憶されたプログラムをＣＰＵによって実行し、ユーザが入力した命令信号に
応じて、通信端末２００の各種機能を実現する。通信モジュール２２０は、無線で信号を
送受信するアンテナや高周波回路、復調回路などを含む。また、通信モジュール２２０は
制御部２１０によって制御されてネットワークに接続し、通信サーバ１１０にアクセスす
る。
【００２７】
　ディスプレイ２３０は、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイなどを使用すること
ができる。また、タッチセンサは、抵抗膜方式、静電容量方式、光学式のセンサなどを使
用することができる。ユーザはディスプレイの表示に従って通信端末２００を操作し、各
種機能を実現する。
【００２８】
　音声通信システムにおいて、ディスプレイ２３０は発信端末の情報を表示するために使
用され、操作ボタン２４０は通信端末から通信サーバへの命令信号を選択・決定するため
に使用され、スピーカ２５０は音声通信システムによって伝達された音声信号を使用者に
音波として伝達するために使用され、マイク２６０は使用者から音波を受信するために使
用される。
【００２９】
［通信サーバの機能構成］
　図４は、本発明の実施形態１に係る音声通信システムの通信サーバ１１０の機能構成を
示すブロック図である。図４では、図１の通信サーバ１１０の各機能ブロックをより詳細
に説明する。図４によると、通信サーバ１１０は、受信部３０１、検索部３０２、割り当
て部３０３、記録部３０４、及び通知部３０５を有する。
【００３０】
　受信部３０１は、少なくとも通話リクエスト信号を発信する第１端末のＳＮＳにおける
ＩＤである第１端末ＩＤと、通話リクエスト信号を着信する第２端末のＰＳＴＮにおける
電話番号である第２端末番号と、をＩＰネットワーク１０１を介して第１端末から受信す
る。また、受信部３０１は、受信した第１端末ＩＤと第２端末番号とを検索部３０２へ出
力する。第１端末がＰＳＴＮにおける電話番号である第１端末番号を有する場合、受信部
３０１は第１端末ＩＤと第２端末番号と共に第１端末番号を受信してもよい。
【００３１】
　検索部３０２は、受信部３０１によって出力された第１端末ＩＤと第２端末番号とを受
信する。そして、複数の端末のＰＳＴＮにおける電話番号と、複数の端末のＳＮＳにおけ
るＩＤと、複数の端末の電話番号と複数の端末のＩＤとに関連付けられた特定電話番号と
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、を有するデータベース１５０に対して、該第１端末ＩＤと該第２端末番号とを検索する
。ここで、第１端末ＩＤと第２端末番号との組み合わせのように、それぞれ異なる通信端
末に対するＩＤと電話番号との組み合わせをコンポジットキーといい、第１端末と第２端
末との各々の組み合わせの分だけコンポジットキーが存在する。ここで、本発明の詳細な
説明においては、コンポジットキーとして通信端末に対するＩＤと電話番号との組み合わ
せを例示したが、この組み合わせに限定されず、通信端末を特定する複数の情報の組み合
わせをコンポジットキーとすることができる。また、上記の組み合わせを特定する電子情
報を別に作成し、その電子情報をコンポジットキーとしてもよい。
【００３２】
　検索部３０２は、データベース１５０において、第１端末ＩＤと第２端末番号とのコン
ポジットキーを検出した場合、データベース１５０にコンポジットキーが存在することを
示す信号を通知部３０５へ出力する。一方、検索部３０２は、データベース１５０におい
て、第１端末ＩＤと第２端末番号とのコンポジットキーを検出しなかった場合、データベ
ース１５０にコンポジットキーが存在しないことを示す信号を割り当て部３０３へ出力す
る。
【００３３】
　割り当て部３０３は、検索部３０２からデータベース１５０にコンポジットキーが存在
しないことを示す信号が入力されると、第１端末ＩＤと第２端末番号との組み合わせをコ
ンポジットキーとして、第２端末１４０が第１端末１３０を特定する特定電話番号を割り
当てる。特定電話番号が割り当てられると、割り当て部３０３は、第１端末ＩＤ、第２端
末番号、及びこれらに対して割り当てられた特定電話番号を記録部３０４に出力する。特
定電話番号については後で詳細に説明する。
【００３４】
　記録部３０４は、割り当て部３０３から入力された第１端末ＩＤ、第２端末番号、及び
特定電話番号を各々が関連付けられるようにデータベース１５０のＴＮＴテーブルに記録
する。記録が完了すると、記録部３０４は記録が完了したことを示す信号を通知部３０５
へ出力する。また、記録部３０４は、第１端末ＩＤ、第２端末番号、及び特定電話番号が
正しくデータベース１５０のＴＮＴテーブルに記録されたことを確認するベリファイ機能
を有していてもよい。
【００３５】
　通知部３０５は、検索部３０２からデータベース１５０にコンポジットキーが存在する
ことを示す信号が入力される、又は、記録部３０４から記録が完了したことを示す信号が
入力されると、該コンポジットキーに対応する特定電話番号を第２端末に通知する。より
詳細に説明すると、通知部３０５は第２端末番号と特定電話番号とをＩＰネットワーク１
０１を介して通信キャリア１２０に出力する。そして、通信キャリア１２０は、入力され
た第２端末番号を送信先として、特定電話番号をＰＳＴＮ１０２を介して第２端末１４０
に出力する。このようにして、通知部３０５から第２端末１４０への通知は、ＩＰネット
ワーク１０１、通信キャリア１２０、及びＰＳＴＮ１０２を介して行われる。
【００３６】
［音声通信システムの動作フロー］
　図５は、本発明の実施形態１に係る音声通信システムの動作フローを示す図である。図
５では、図１に示した音声通信システム１００の各ブロックの動作について、フローチャ
ートを用いて詳しく説明する。
【００３７】
　まず、発信端末である第１端末１３０に着信端末である第２端末１４０の電話番号を入
力して通話リクエスト信号として発信する。この動作によって、第１端末１３０は通信サ
ーバ１１０にＩＰネットワーク１０１を介してリクエスト信号発信を行う（ステップＳ５
０１）。ここで、第１端末１３０から通信サーバ１１０への第１出力５５１には第１端末
ＩＤと第２端末番号とが含まれる。
【００３８】
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　通信サーバ１１０は、ステップＳ５０１で発信されたリクエスト信号を受信する（ステ
ップＳ５１１）。次に、通信サーバ１１０は、データベース１５０に対して第１出力５５
１に含まれる第１端末ＩＤ及び第２端末番号の組み合わせ（コンポジットキー）を検索す
る（ステップＳ５１２）。ここで、ステップＳ５１２の検索結果に応じてプロセスフロー
が分岐する（ステップＳ５１３）。以降、コンポジットキーが検出された場合、又は検出
されなかった場合について、それぞれ説明する。
【００３９】
（１）コンポジットキーが検出された場合
　ステップＳ５１３の検索結果が「Ｙｅｓ」の場合、つまり、データベース１５０でコン
ポジットキーが検出された場合、通信サーバ１１０は、検出されたコンポジットキーに対
応する特定電話番号をデータベース１５０から読み出す（ステップＳ５１４）。
【００４０】
（２）コンポジットキーが検出されなかった場合
　ステップＳ５１３の検索結果が「Ｎｏ」の場合、つまり、データベース１５０でコンポ
ジットキーが検出されなかった場合、通信サーバ１１０は、ステップＳ５１１で受信した
第１出力５５１に含まれる第１端末ＩＤ及び第２端末番号の組み合わせをコンポジットキ
ーとして、特定電話番号を割り当てる（ステップＳ５１５）。次に、通信サーバ１１０は
、ステップＳ５１５で割り当てられた特定電話番号を第１端末ＩＤ及び第２端末番号と関
連付けてデータベース１５０のＴＮＴテーブルに記録する（ステップＳ５１６）。
【００４１】
　上記のように、コンポジットキーが検出された場合、検出されなかった場合のいずれの
場合においても、通信サーバ１１０は特定電話番号を取得する。そして、通信サーバ１１
０は、ステップＳ５１１で受信したリクエスト信号の第１端末ＩＤに代えて、又は、受信
したリクエスト信号に加えて、ステップＳ５１４で読み出された特定電話番号、又は、ス
テップＳ５１５で割り当てられた特定電話番号をリクエスト信号に追加し、該リクエスト
信号を通信キャリア１２０に送信する（ステップＳ５１７）。ここで、通信サーバ１１０
から通信キャリア１２０への第２出力５５２には第２端末番号と特定電話番号とが含まれ
る。
【００４２】
　通信キャリア１２０は、ステップＳ５１７で送信されたリクエスト信号をＩＰネットワ
ーク１０１を介して受信する。そして、第２端末番号を送信先として、ＰＳＴＮ１０２を
介して第２端末にリクエスト信号を転送する（ステップＳ５２１）。ここで、通信キャリ
ア１２０から第２端末１４０への第３出力５５３には、特定電話番号が含まれる。
【００４３】
　第２端末１４０は、ステップＳ５２１で転送されたリクエスト信号を受信する（ステッ
プＳ５３１）。第２端末１４０は、受信したリクエスト信号に含まれる特定電話番号を第
２端末１４０上で表示することで第２端末１４０の使用者に特定電話番号を通知し（ステ
ップＳ５３２）、呼び出しを行う。第２端末１４０の使用者に通話の意思があれば、呼び
出しに対して着信許可のアクションを実行することで、第２端末１４０が応答する（ステ
ップＳ５３３）。ステップＳ５３３の応答によって、通信キャリア１２０を介して第１端
末１３０と第２端末１４０とが接続され、通話が開始される（ステップＳ５２２）。
【００４４】
［第２端末１４０における特定電話番号通知の例］
　ここで、図５のステップＳ５３２の特定電話番号通知の表示の一例について、図６を用
いて説明する。図６は、本発明の実施形態１に係る音声通信システムに使用する通信端末
において特定電話番号を通知する表示画面を示す図である。図６に示す表示例は、「０９
０－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ」の電話番号を有する第２端末１４０が「ａａａ」のＩＤを有す
る第１端末１３０からＰＳＴＮ１０２を介して通話リクエスト信号を受信した場合の表示
例である。第２端末１４０のディスプレイ２３０上には、第１端末ＩＤ「ａａａ」と第２
端末番号「０９０－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ」との組み合わせに対して割り当てられた特定電
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話番号「０９０－ＡＡＡＡ－ＡＡＡＡ」が表示されている。また、図６では、第２端末１
４０において特定電話番号「０９０－ＡＡＡＡ－ＡＡＡＡ」と第１端末１３０とが既に関
連付けられて登録されており、特定電話番号に加えて第２端末１４０に登録された第１端
末１３０の登録名「●●さん」が表示された例を示した。図６では、特定電話番号と登録
名との両方が表示される例を示したが、これに限定されず、登録名だけが表示されてもよ
い。
【００４５】
［データベース１５０に格納されるＴＮＴテーブル］
　図７は、本発明の実施形態１に係る音声通信システムのデータベースに格納されるＴＮ
Ｔテーブルの一例を示す図である。図７を用いて、それぞれ異なる通信端末に対するＩＤ
と電話番号との組み合わせをコンポジットキーとして特定電話番号を割り当てたＴＮＴテ
ーブルについて説明する。
【００４６】
　データベース１５０は、図７に示すようなＴＮＴテーブル６００を有している。ＴＮＴ
テーブル６００は、少なくとも第１端末ＩＤ６０１、第２端末番号６０２、及び特定電話
番号６０３を有する。特定電話番号６０３は、第１行目６１１乃至第９行目６１９に示す
ように、各々の第１端末ＩＤ６０１及び第２端末番号６０２並びに特定電話番号６０３が
関連付けられている。つまり、第１端末ＩＤ６０１と第２端末番号６０２との組み合わせ
をコンポジットキーとして特定電話番号６０３が割り当てられている。また、換言すると
、特定電話番号６０３は、着信端末である第２端末が発信端末である第１端末を特定する
番号である。
【００４７】
　特定電話番号６０３は、それぞれ異なる第１端末ＩＤと第２端末番号の組み合わせに対
して同じ番号が割り当てられていてもよい。例えば、図７において、第１行目６１１、第
４行目６１４、及び第７行目６１７は、それぞれ異なる第１端末ＩＤ６０１と第２端末番
号６０２の組み合わせに対して、同じ特定電話番号６０３「０９０－ＡＡＡＡ－ＡＡＡＡ
」が割り当てられている。
【００４８】
　つまり、第１行目６１１において、第２端末番号「０９０－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ」にと
って、特定電話番号「０９０－ＡＡＡＡ－ＡＡＡＡ」は第１端末ＩＤ「ａａａ」であるこ
とを意味する。また、第４行目６１４において、第２端末番号「０９０－ＹＹＹＹ－ＹＹ
ＹＹ」にとって、特定電話番号「０９０－ＡＡＡＡ－ＡＡＡＡ」は第１端末ＩＤ「ｄｄｄ
」であることを意味する。また、第７行目６１７において、第２端末番号「０９０－ＺＺ
ＺＺ－ＺＺＺＺ」にとって、特定電話番号「０９０－ＡＡＡＡ－ＡＡＡＡ」は第１端末Ｉ
Ｄ「ｃｃｃ」であることを意味する。
【００４９】
　また、第１行目及び第８行目に示すように、同じ第１端末ＩＤ「ａａａ」であっても、
異なる第２端末番号に対しては異なる特定電話番号が割り当てられる。例えば、第１行目
において、第２端末番号「０９０－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ」にとって、第１端末「ａａａ」
には特定電話番号「０９０－ＡＡＡＡ－ＡＡＡＡ」が割り当てられる。また、第８行目に
おいて、第２端末番号「０９０－ＺＺＺＺ－ＺＺＺＺ」にとって、第１端末「ａａａ」に
は特定電話番号「０９０－ＢＢＢＢ－ＢＢＢＢ」が割り当てられる。
【００５０】
　以上のように、実施形態１に係る音声通信システムは、発信端末である第１端末ＩＤと
着信端末である第２端末番号の組み合わせをコンポジットキーとして特定電話番号を割り
当てるＴＮＴテーブルを有することで、１つの特定電話番号を複数の第１端末ＩＤと第２
端末番号の組み合わせに割り当てることができる。つまり、各々の第１端末ＩＤに個別の
電話番号を割り当てる必要がない。したがって、ＶｏＩＰとＰＳＴＮを介して通信端末を
接続する通信サービスにおいて、少数の電話番号で複数の発信端末と着信端末の組み合わ
せを管理することができる。
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【００５１】
〈実施形態２〉
　本発明の実施形態２に係る音声通信システム並びにそのシステムに用いる通信サーバ及
び通信端末について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００５２】
［システム概要］
　図８は、本発明の実施形態２に係る音声通信システムの構成を示すブロック図である。
図８に示す音声通信システム７００は、図１に示す音声通信システム１００と類似してい
るが、音声通信システム７００はＩＰネットワーク１０１とＰＳＴＮ１０２とに接続され
た転送サーバ１６０を有する点において音声通信システム１００と相違する。
【００５３】
　転送サーバ１６０は、指定された端末にメッセージ形式で情報を転送する。具体的には
、転送サーバ１６０は、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ：Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａ
ｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）に代表されるような通信手段を用いて、通信サーバ７１０から受
信した情報を第２端末１４０にメッセージ形式で転送するサーバである。転送サーバ１６
０はＳＭＳサーバであってもよい。転送サーバ１６０がメッセージ形式で転送する情報と
しては、例えば、第１端末１３０の電話番号である第１端末番号が挙げられる。転送サー
バ１６０は、図８に示すように、通信サーバ７１０とは別個に存在してもよく、また、通
信サーバ７１０が転送サーバ１６０の機能を有していてもよい。通信サーバ７１０が転送
サーバ１６０の機能を有する場合は、通信サーバ７１０はＰＳＴＮ１０２に接続される。
【００５４】
［通信サーバの機能構成］
　図９は、本発明の実施形態２に係る音声通信システムの通信サーバの機能構成を示すブ
ロック図である。図９に示す通信サーバ７１０は、図４に示す通信サーバ１１０と類似し
ているが、通信サーバ７１０はメッセージ送信部３０６を有する点において、通信サーバ
１１０と相違する。
【００５５】
　メッセージ送信部３０６は、第１端末から送信されたリクエスト信号に含まれる第１端
末番号や第１端末１３０によって指定されたメッセージをメッセージ形式で第２端末１４
０に送信する。より詳細に説明すると、メッセージ送信部３０６は、ＩＰネットワーク１
０１を介して転送サーバ１６０にメッセージ形式で第１端末番号や指定されたメッセージ
を送信する。そして、転送サーバ１６０は、送信された第１端末番号や指定されたメッセ
ージを、例えばＳＭＳのような手段でＰＳＴＮ１０２を介して第２端末１４０に転送する
。
【００５６】
　また、メッセージ送信部３０６は、データベース１５０と接続されていてもよい。上記
では、リクエスト信号に第１端末番号が含まれている例を説明したが、リクエスト信号に
第１端末番号が含まれていない場合に、第１端末ＩＤに基づいてデータベース１５０から
第１端末ＩＤに関連付けられた第１端末番号を読み出してもよい。また、第１端末番号の
他にも、データベース１５０に格納されたその他の第１端末の情報を読み出し、第２端末
１４０に送信してもよい。
【００５７】
［音声通信システムの動作フロー］
　図１０は、本発明の実施形態２に係る音声通信システムの動作フローを示す図である。
図１０では、図８に示した音声通信システム７００の各ブロックの動作について、フロー
チャートを用いて詳しく説明する。図１０において、ステップＳ５２２の通話までのプロ
セスフローは図５と同様なので、ここでは説明を省略し、ステップＳ５２２の通話の後の
プロセスフローについて説明する。図１０では、第１端末番号を第２端末１４０にメッセ
ージ送信する例について説明する。
【００５８】
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　図１０によると、通信サーバ７１０は、ステップＳ５２２の通話の後にステップＳ５１
１で受信したリクエスト信号に含まれる第１端末番号をメッセージ形式で転送サーバ１６
０に送信する（ステップＳ５１８）。ここで、リクエスト信号に第１端末番号が含まれな
い場合は、リクエスト信号に含まれる第１端末ＩＤに基づいてデータベース１５０から第
１端末ＩＤに関連付けられた第１端末番号を読み出すステップがステップＳ５１１とステ
ップＳ５１８の間に設けられてもよい。また、通信サーバ７１０は、通信サーバ７１０が
転送サーバ１６０にメッセージ送信したことを第１端末１３０に通知するステップが設け
られてもよい。ここで、通信サーバ７１０から転送サーバ１６０への第４出力５５４には
、第１端末番号及び第２端末番号が含まれる。
【００５９】
　転送サーバ１６０は、ステップＳ５１８で送信された第１端末番号及び第２端末番号を
ＩＰネットワーク１０１を介して受信する。そして、第２端末番号を送信先として、ＰＳ
ＴＮ１０２を介して第１端末番号をメッセージ形式で第２端末１４０に転送する（ステッ
プＳ５４１）。ここで、転送サーバ１６０から第２端末１４０への第５出力５５５には、
第１端末番号が含まれる。
【００６０】
　第２端末１４０は、ステップＳ５４１でメッセージ形式で転送された第１端末番号を受
信する（ステップＳ５３４）。次に、第２端末１４０は、受信された第１端末番号をメッ
セージ形式で第２端末１４０の使用者に通知する（ステップＳ５３５）。
【００６１】
　ここで、図１０では、ステップＳ５１８の第１端末番号のメッセージ送信がステップＳ
５２２の通話の後に行われるフローを例示したが、このフローに限定されず、ステップＳ
５１８のメッセージ送信は第１端末番号を第１端末から受信又はデータベース１５０から
読み出した後であればいつでもよい。例えば、ステップＳ５２２の通話の前やステップＳ
５１７のリクエスト信号送信と同時又はそれよりも前であってもよい。ステップＳ５１８
のメッセージ送信がステップＳ５１７のリクエスト信号送信よりも前に行われる場合、リ
クエスト信号に応じた第２端末１４０の呼び出しの前にステップＳ５３５のメッセージ通
知が行われてもよい。
【００６２】
　図１０では、第１端末１３０の電話番号をメッセージ形式で第２端末１４０に送信する
方法を例示したが、この方法に限定されず、例えば第２端末１４０に送信されるメッセー
ジは、第１端末ＩＤ、第１端末１３０によって指定されたメッセージ、又はデータベース
１５０に記録されたＳＮＳにおける第１端末１３０のニックネーム等であってもよい。
【００６３】
［第２端末１４０におけるメッセージ通知の例］
　ここで、図１０のステップＳ５３５のメッセージ通知の表示の一例について、図１１を
用いて説明する。図１１は、本発明の実施形態２に係る音声通信システムに使用する通信
端末においてメッセージを通知する表示画面を示す図である。図１１に示す表示例は、「
０９０－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ」の電話番号を有する第２端末１４０が「ａａａ」のＩＤ及
び「０９０－ａａａａ－ａａａａ」の電話番号を有する第１端末１３０からＰＳＴＮ１０
２を介して通話リクエスト信号を受信した場合の表示例である。第２端末１４０のディス
プレイ２３０上には、図１０のステップＳ５２２の通話後に第１端末番号「０９０－ａａ
ａａ－ａａａａ」がメッセージ形式で表示されている。
【００６４】
　実施形態１に示す音声通信システムでは、第１端末１３０がＩＰネットワーク１０１を
介して第２端末１４０に通話リクエスト信号を送信する場合、第１端末１３０が第１端末
番号を有する場合であっても、第２端末１４０には特定電話番号が通知され、第１端末番
号は通知されない。しかし、実施形態２に示す音声通信システムでは、第２端末１４０に
対して、通話リクエスト信号とは別にメッセージ形式で第１端末番号を送信することで、
第１端末番号を第２端末１４０に通知することができる。ここで、図１１では、第１端末
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番号をメッセージ形式で第２端末１４０に送信する例を示したが、この例に限定されず、
例えば第１端末ＩＤ、第１端末１３０によって指定されたメッセージ、又はデータベース
１５０に記録されたＳＮＳにおける第１端末１３０のニックネーム等を送信してもよい。
【００６５】
　以上のように、実施形態２に係る音声通信システムによると、実施形態１と同様にＶｏ
ＩＰとＰＳＴＮを介して通信端末を接続する通信サービスにおいて、少数の電話番号で複
数の発信端末と着信端末の組み合わせを管理することができる。また、第２端末に第１端
末を特定する特定電話番号が登録されていない場合であっても、メッセージ通知によって
第１端末１３０の情報を通知することができる。
【００６６】
〈実施形態３〉
　本発明の実施形態３に係る音声通信システムの動作フローについて、図面を参照しなが
ら詳細に説明する。実施形態３で説明する動作フローは、実施形態１で特定電話番号の通
知を受けた第２端末１４０が、通知された特定電話番号に返信をした場合の動作フローを
示すものである。音声通信システムの概要、通信サーバのハードウェア構成は実施形態１
と同様である。ただし、実施形態１および２とは異なり、通話のリクエスト信号を発信す
る発信者の通信端末を第２端末１４０といい、リクエスト信号を受信する着信者の通信端
末を第１端末１３０という。
【００６７】
［通信サーバの機能構成］
　図１２は、本発明の実施形態３に係る音声通信システムの通信サーバの機能構成を示す
ブロック図である。図１２では、図１の通信サーバ１１０の各機能ブロックをより詳細に
説明する。図１２によると、通信サーバ１１０は、少なくとも受信部３０１、検索部３０
２、及び通知部３０５を有する。図１２は図４の一部の機能ブロックを利用することもで
きる。
【００６８】
　図１２に示す実施形態３における通信サーバの各ブロックは図４に示した通信サーバ１
１０と同じであるが、各ブロックの有する機能が異なる点がある。例えば、実施形態３に
おいて、受信部３０１は、通話リクエスト信号を発信する第２端末の電話番号である第２
端末番号と、通話リクエストを着信する第１端末を特定する特定電話番号と、をＰＳＴＮ
１０２とＩＰネットワーク１０１との間のゲートウェイを有する通信キャリア１２０を介
して第２端末から受信する。また、受信部３０１は、受信した第２端末番号と特定電話番
号とを検索部３０２へ出力する。
【００６９】
　検索部３０２は、受信部３０１によって出力された第２端末番号と特定電話番号とを受
信する。そして、複数の端末のＰＳＴＮにおける電話番号と、複数の端末のＳＮＳにおけ
るＩＤと、複数の端末の電話番号と複数の端末のＩＤとに関連付けられた特定電話番号と
、を有するデータベース１５０に対して、該第２端末番号と該特定電話番号とに関連する
第１端末のＳＮＳにおけるＩＤである第１端末ＩＤを検索する。ここで、「第１端末ＩＤ
」が「第１端末を特定する特定電話番号」と「第２端末番号」とに関連する、とは、「第
１端末ＩＤ」と「第２端末番号」との組み合わせをコンポジットキーとして「第１端末を
特定する特定電話番号」が割り当てられていることを意味する。換言すると、「第１端末
を特定する特定電話番号」と「第２端末番号」とをコンポジットキーとして「第１端末Ｉ
Ｄ」を検索する、ということもできる。検索部３０２は、第１端末ＩＤを検出すると、デ
ータベース１５０に第１端末ＩＤと第２端末番号との組み合わせによるコンポジットキー
が存在することを示す信号を通知部３０５へ出力する。
【００７０】
　通知部３０５は、検索部３０２からデータベース１５０にコンポジットキーが存在する
ことを示す信号が入力されると、該コンポジットキーの一部である第１端末ＩＤに割り当
てられたＩＰアドレスに基づいて第１端末１３０に第２端末番号を送信する。また、通知
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部３０５は、ＳＮＳを介して第２端末番号を第１端末１３０に通知してもよい。
【００７１】
［音声通信システムの動作フロー］
　図１３は、本発明の実施形態３に係る音声通信システムの動作フローを示す図である。
図１３では、図１に示した音声通信システム１００の各ブロックの動作について、フロー
チャートを用いて詳しく説明する。図１３では、図５とは異なり、発信端末が第２端末で
あり、着信端末が第１端末である。
【００７２】
　まず、発信端末である第２端末１４０に、図５のステップＳ５３２で通知された第１端
末を特定する特定電話番号を入力して通話リクエスト信号として発信する。この動作によ
って、第２端末１４０は通信キャリア１２０にＰＳＴＮ１０２を介してリクエスト信号発
信を行う（ステップＳ７３１）。ここで、第２端末１４０から通信キャリア１２０への第
１出力７５１には第１端末を特定する特定電話番号と第２端末番号とが含まれる。
【００７３】
　通信キャリア１２０は、ステップＳ７３１で送信されたリクエスト信号をＰＳＴＮ１０
２を介して受信する。そして、ＩＰネットワーク１０１を介して通信サーバ１１０にリク
エスト信号を転送する（ステップＳ７２１）。ここで、通信キャリア１２０から通信サー
バ１１０への第２出力７５２には、第１端末を特定する特定電話番号と第２端末番号とが
含まれる。
【００７４】
　通信サーバ１１０は、ステップＳ７２１で転送されたリクエスト信号を受信する（ステ
ップＳ７１１）。次に、通信サーバ１１０は、データベース１５０に対して第２出力７５
２に含まれる第１端末を特定する特定電話番号と第２端末番号とに関連する第１端末ＩＤ
を検索する（ステップＳ７１２）。そして、検索された第１端末ＩＤをデータベース１５
０から読み出す（ステップＳ７１３）。
【００７５】
　次に、通信サーバ１１０は、ステップＳ７１３で読み出された第１端末ＩＤに基づいて
、第１端末１３０のＩＰネットワーク１０１におけるＩＰアドレスを割り当てる（ステッ
プＳ７１４）。続いて、通信サーバ１１０は、ステップＳ７１１で受信したリクエスト信
号をステップＳ７１４で割り当てられたＩＰアドレスを有する第１端末１３０に送信する
（ステップＳ７１５）。ここで、通信サーバ１１０から第１端末１３０への第３出力７５
３には、第２端末番号が含まれる。
【００７６】
　第１端末１３０は、ステップＳ７１５で送信されたリクエスト信号を受信する（ステッ
プＳ７０１）。第１端末１３０は、受信したリクエスト信号に含まれる第２端末番号を第
１端末１３０上で表示することで第１端末１３０の使用者に第２端末番号を通知し（ステ
ップＳ７０２）、呼び出しを行う。第１端末１３０の使用者に通話の意思があれば、呼び
出しに対して着信許可のアクションを実行することで、第１端末１３０が応答する（ステ
ップＳ７０３）。ステップＳ７０３の応答によって、通信キャリア１２０を介して第１端
末１３０と第２端末１４０とが接続され、通話が開始される（ステップＳ７２２）。
【００７７】
［第１端末１３０における発信電話番号通知の例］
　ここで、図１３のステップＳ７０２の第２端末番号通知の表示の一例について、図１４
を用いて説明する。図１４は、本発明の実施形態３に係る音声通信システムに使用する通
信端末において発信端末番号を通知する表示画面を示す図である。図１４に示す表示例は
、「ａａａ」のＩＤを有する第１端末１３０が「０９０－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ」の電話番
号を有する第２端末１４０からＩＰネットワーク１０１を介して通話リクエスト信号を受
信した場合の表示例である。第１端末１３０のディスプレイ２３０上には、第２端末番号
「０９０－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ」が表示されている。また、図１４では、第１端末１３０
において第２端末番号「０９０－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ」と第２端末１４０とが既に関連付
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けられて登録されており、第２端末番号に加えて第１端末１３０に登録された第２端末１
４０の登録名「▲▲さん」が表示された例を示した。図１４では、第２端末番号と登録名
との両方が表示される例を示したが、これに限定されず、登録名だけが表示されてもよい
。
【００７８】
　以上のように、実施形態３に係る音声通信システムによると、特定電話番号に返信した
場合でも、通話が可能であり、発信端末の情報を通知することができる。
【００７９】
〈実施形態４〉
　図１５は、本発明の実施形態４に係る音声通信システムの通信サーバの機能構成を示す
ブロック図である。実施形態４では、通信端末の電話番号が変更された場合であっても、
特定電話番号を維持する方法について説明する。
【００８０】
　図１５に示す通信サーバ９１０は、図９に示す通信サーバ７１０と類似しているが、通
信サーバ９１０は電話番号管理部３０７を有する点において通信サーバ７１０とは相違す
る。電話番号管理部３０７は、例えば第２端末１４０の使用者が通信端末の電話番号を変
更した場合に、第２端末１４０の使用者からの電話番号変更の連絡に基づいてデータベー
ス１５０の第２端末番号を変更前の電話番号から変更後の電話番号へ切り替えるためのイ
ンターフェイスを提供する。ここでは、第２端末１４０の使用者の通信端末の電話番号が
変更された場合の例を示したが、電話番号管理部３０７は、第１端末１３０の使用者が通
信端末の電話番号を変更した場合に、第１端末１３０の使用者からの電話番号変更の連絡
に基づいてデータベース１５０の第１端末番号を切り替えるためのインターフェイスを提
供してもよい。
【００８１】
　以上のように、電話番号管理部が通信端末の使用者からの連絡に基づいてデータベース
の端末番号を切り替えることで、ＴＮＴテーブルにおいて、電話番号の変更があった箇所
だけが切り替わる。つまり、第１端末又は第２端末の電話番号が変更された場合であって
も、第１端末と第２端末の組み合わせに割り当てられた特定電話番号を継続して使用する
ことができる。
【００８２】
　なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、要旨を逸脱しない範囲で適宜
変更することが可能である。
【符号の説明】
【００８３】
１００：音声通信システム、　　１０１：ＩＰネットワーク、　　１１０、７１０、９１
０：通信サーバ、　　１１１：制御部、　　１１２：ハードディスク、　　１１３：通信
制御部、　　１２０：通信キャリア、　　１３０：第１端末、　　１４０：第２端末、　
　１５０：データベース、　　１６０：転送サーバ、　　２００：通信端末、　　２１０
：制御部、　　２２０：通信モジュール、　　２３０：ディスプレイ、　　２４０：操作
ボタン、　　２５０：スピーカ、　　２６０：マイク、　　３０１：受信部、　　３０２
：検索部、　　３０３：割り当て部、　　３０４：記録部、　　３０５：通知部、　　３
０６：メッセージ送信部、　　３０７：電話番号管理部、　　５５１、７５１：第１出力
、　　５５２、７５２：第２出力、　　５５３、７５３：第３出力、　　５５４：第４出
力、　　５５５：第５出力、　　６００：ＴＮＴテーブル、　　６０１：第１端末ＩＤ、
　　６０２：第２端末番号、　　６０３：特定電話番号、　　６１１：第１行目、　　６
１４：第４行目、　　６１７：第７行目、　　６１９：第９行目、　　７００：音声通信
システム
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