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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）端末と、自営ＩＰ網を介して前記ＩＰ端
末を制御するＩＰ－ＰＢＸ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｂ
ｒａｎｃｈ　ｅＸｃｈａｎｇｅ）と、前記自営ＩＰ網に無線で接続する機能と公衆無線網
に接続する機能と前記自営ＩＰ網及び前記公衆無線網各々との接続状態を保持・識別する
機能とを含む移動端末と、前記公衆無線網を介して前記移動端末を制御する無線交換機と
、前記自営ＩＰ網を前記公衆無線網に接続するＩＰゲートウェイとから構成される移動通
信システムであって、
　前記ＩＰ－ＰＢＸは、前記自営ＩＰ網内で無線通信を行っている移動端末が当該自営Ｉ
Ｐ網の圏外に出てしまった場合に前記公衆無線網を介して前記移動端末に発信する手段と
、前記公衆無線網から前記移動端末への着信が前記自営ＩＰ網の圏内通話の継続を求める
着信の場合に前記移動端末と前記ＩＰ端末とのパスを前記公衆無線網を利用して張り替え
る手段とを有し、
　前記ＩＰ－ＰＢＸは、前記移動端末と前記ＩＰ端末とのパスを張り替える際に、前記Ｉ
Ｐゲートウェイに対して前記移動端末の公衆番号への発信を指示し、
　前記ＩＰゲートウェイは、前記無線交換機を介して前記移動端末の公衆番号への発信を
行って前記移動端末との間で仮通話状態とし、
　前記ＩＰ－ＰＢＸは、前記ＩＰ端末と前記ＩＰゲートウェイとを接続させ、前記ＩＰ端
末が前記ＩＰゲートウェイを介して前記移動端末と接続した時点で、前記ＩＰ端末及び前
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記ＩＰゲートウェイに対して通話路切替え指示を行うことを特徴とする移動通信システム
。
【請求項２】
　前記移動端末は、前記無線交換機からの着信を前記公衆無線網からの一般着信か、前記
ＩＰ－ＰＢＸからの圏内通話の継続を求める着信かを識別する手段と、前記ＩＰゲートウ
ェイからの着信の場合に前記ＩＰ－ＰＢＸからの圏内通話の継続を求める着信と識別して
前記無線交換機に自動応答を返す手段とを含み、
　前記ＩＰ－ＰＢＸは、前記無線交換機から前記ＩＰゲートウェイを介して送られてきた
前記自動応答を検出した時に前記移動端末と前記ＩＰ端末とのパスを前記公衆無線網を利
用して張り替えることを特徴とする請求項１記載の移動通信システム。
【請求項３】
　ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）端末と、自営ＩＰ網に無線で接続する機
能と公衆無線網に接続する機能と前記ＩＰ網及び前記自営ＩＰ網各々との接続状態を保持
・識別する機能とを含む移動端末と、前記公衆無線網を介して前記移動端末を制御する無
線交換機と、前記自営ＩＰ網を前記公衆無線網に接続するＩＰゲートウェイとを含む移動
通信システムにおいて前記自営ＩＰ網を介して前記ＩＰ端末を制御するＩＰ－ＰＢＸ（Ｉ
ｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｂｒａｎｃｈ　ｅＸｃｈａｎｇｅ
）であって、
　前記自営ＩＰ網内で無線通信を行っている移動端末が当該自営ＩＰ網の圏外に出てしま
った場合に前記公衆無線網を介して前記移動端末に発信する手段と、前記公衆無線網から
前記移動端末への着信が前記自営ＩＰ網の圏内通話の継続を求める着信の場合に前記移動
端末と前記ＩＰ端末とのパスを前記公衆無線網を利用して張り替える手段とを有し、
　前記移動端末と前記ＩＰ端末とのパスを張り替える際に、前記ＩＰゲートウェイに対し
て前記移動端末の公衆番号への発信を指示して、前記ＩＰゲートウェイから前記無線交換
機を介して前記移動端末の公衆番号への発信を行わせて前記ＩＰゲートウェイと前記移動
端末との間で仮通話状態とさせ、
　前記ＩＰ端末と前記ＩＰゲートウェイとを接続させ、前記ＩＰ端末が前記ＩＰゲートウ
ェイを介して前記移動端末と接続した時点で、前記ＩＰ端末及び前記ＩＰゲートウェイに
対して通話路切替え指示を行うことを特徴とするＩＰ－ＰＢＸ。
【請求項４】
　前記移動端末が、前記無線交換機からの着信が前記ＩＰゲートウェイからの着信の場合
に前記ＩＰ－ＰＢＸからの圏内通話の継続を求める着信と識別した時に送信する自動応答
を検出した時に、前記移動端末と前記ＩＰ端末とのパスを前記公衆無線網を利用して張り
替えることを特徴とする請求項３記載のＩＰ－ＰＢＸ。
【請求項５】
　ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）端末と、自営ＩＰ網を介して前記ＩＰ端
末を制御するＩＰ－ＰＢＸ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｂ
ｒａｎｃｈ　ｅＸｃｈａｎｇｅ）と、前記自営ＩＰ網に無線で接続する機能と公衆無線網
に接続する機能と前記自営ＩＰ網及び前記公衆無線網各々との接続状態を保持・識別する
機能とを含む移動端末と、前記公衆無線網を介して前記移動端末を制御する無線交換機と
、前記自営ＩＰ網を前記公衆無線網に接続するＩＰゲートウェイとから構成される移動通
信システムに用いる前記移動端末の圏外移動時における通話保持方法であって、
　前記ＩＰ－ＰＢＸが、前記自営ＩＰ網内で無線通信を行っている移動端末が当該自営Ｉ
Ｐ網の圏外に出てしまった場合に前記公衆無線網を介して前記移動端末に発信する処理と
、前記公衆無線網から前記移動端末への着信が前記自営ＩＰ網の圏内通話の継続を求める
着信の場合に前記移動端末と前記ＩＰ端末とのパスを前記公衆無線網を利用して張り替え
る処理とを実行し、
　前記ＩＰ－ＰＢＸが、前記移動端末と前記ＩＰ端末とのパスを張り替える際に、前記Ｉ
Ｐゲートウェイに対して前記移動端末の公衆番号への発信を指示し、
　前記ＩＰゲートウェイは、前記無線交換機を介して前記移動端末の公衆番号への発信を
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行って前記移動端末との間で仮通話状態とし、
　前記ＩＰ－ＰＢＸは、前記ＩＰ端末と前記ＩＰゲートウェイとを接続させ、前記ＩＰ端
末が前記ＩＰゲートウェイを介して前記移動端末と接続した時点で、前記ＩＰ端末及び前
記ＩＰゲートウェイに対して通話路切替え指示を行うことを特徴とする通話保持方法。
【請求項６】
　　前記移動端末は、前記無線交換機からの着信を前記公衆無線網からの一般着信か、前
記ＩＰ－ＰＢＸからの圏内通話の継続を求める着信かを識別する処理と、前記ＩＰゲート
ウェイからの着信の場合に前記ＩＰ－ＰＢＸからの圏内通話の継続を求める着信と識別し
て前記無線交換機に自動応答を返す処理とを実行し、
　前記ＩＰ－ＰＢＸが、前記無線交換機から前記ＩＰゲートウェイを介して送られてきた
前記自動応答を検出した時に前記移動端末と前記ＩＰ端末とのパスを前記公衆無線網を利
用して張り替えることを特徴とする請求項５記載の通話保持方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は移動通信システム、ＩＰ－ＰＢＸ及びそれらに用いる圏外移動時における通話
保持方法に関し、特に自営無線網及び公衆無線網各々による通話が可能な移動端末の圏外
移動時における通話保持に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の移動端末としては、例えば、公衆ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈ
ｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）サービスを提供する公衆ＰＨＳ網と、自営ＰＨＳサービスを提供
する自営ＰＨＳ網とにそれぞれ対応可能なデュアルモード端末がある。
【０００３】
　この場合、デュアルモード端末は、公衆ＰＨＳ網の加入番号と、自営ＰＨＳ網の加入番
号とを持ち、公衆モード及び自営モードの利用法で動作可能なＰＨＳ網において、公衆Ｐ
ＨＳ網または自営ＰＨＳ網で使用する場合に、それぞれのモードに切替えている。
【０００４】
　しかしながら、この端末が公衆ＰＨＳ網のエリアの圏外にいる場合には公衆加入番号に
て端末を呼び出すことができず、また自営ＰＨＳ網のエリアに在圏している場合には、内
線番号もしくはダイヤルイン番号をダイヤルしなければ、端末の自営モードによる呼出し
を行うことができない。
【０００５】
　この問題を解決する方法としては、端末が移動によって公衆サービスエリアの圏外とな
り、自営サービスエリアに在圏したことを認識した場合、端末が自動的に自営モードの発
信動作を行い、ＰＨＳ対応交換機にアクセスして着信転送を登録する方法が提案されてい
る（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－３５８２８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述した従来のＩＰ－ＰＢＸ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｐｒｉｖａｔｅ
　Ｂｒａｎｃｈ　ｅＸｃｈａｎｇｅ）では、事業所内で自営無線網を構築しようとした場
合、端末における通話を保持したままでの移動を可能とするために、事業所内の大部分に
自営無線網の基地局を多数配置しなければならず、導入に莫大なコストが必要である。つ
まり、企業等が業務のために自営無線網を構築を試みた場合には、通信機器の整備等で莫
大な投資が必要となるという問題がある。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、端末間の通信経路が変化したとしても
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、端末間で通話を継続できる移動通信システム、ＩＰ－ＰＢＸ及びそれらに用いる圏外移
動時における通話保持方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明による移動通信システムは、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）端末
と、自営ＩＰ網を介して前記ＩＰ端末を制御するＩＰ－ＰＢＸ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ－Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｂｒａｎｃｈ　ｅＸｃｈａｎｇｅ）と、前記自営ＩＰ網
に無線で接続する機能と公衆無線網に接続する機能と前記自営ＩＰ網及び前記公衆無線網
各々との接続状態を保持・識別する機能とを含む移動端末と、前記公衆無線網を介して前
記移動端末を制御する無線交換機と、前記自営ＩＰ網を前記公衆無線網に接続するＩＰゲ
ートウェイとから構成される移動通信システムであって、
　前記ＩＰ－ＰＢＸは、前記自営ＩＰ網内で無線通信を行っている移動端末が当該自営Ｉ
Ｐ網の圏外に出てしまった場合に前記公衆無線網を介して前記移動端末に発信する手段と
、前記公衆無線網から前記移動端末への着信が前記自営ＩＰ網の圏内通話の継続を求める
着信の場合に前記移動端末と前記ＩＰ端末とのパスを前記公衆無線網を利用して張り替え
る手段とを備え、
　前記ＩＰ－ＰＢＸは、前記移動端末と前記ＩＰ端末とのパスを張り替える際に、前記Ｉ
Ｐゲートウェイに対して前記移動端末の公衆番号への発信を指示し、
　前記ＩＰゲートウェイは、前記無線交換機を介して前記移動端末の公衆番号への発信を
行って前記移動端末との間で仮通話状態とし、
　前記ＩＰ－ＰＢＸは、前記ＩＰ端末と前記ＩＰゲートウェイとを接続させ、前記ＩＰ端
末が前記ＩＰゲートウェイを介して前記移動端末と接続した時点で、前記ＩＰ端末及び前
記ＩＰゲートウェイに対して通話路切替え指示を行っている。
【００１２】
　本発明によるＩＰ－ＰＢＸは、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）端末と、
自営ＩＰ網に無線で接続する機能と公衆無線網に接続する機能と前記ＩＰ網及び前記自営
ＩＰ網各々との接続状態を保持・識別する機能とを含む移動端末と、前記公衆無線網を介
して前記移動端末を制御する無線交換機と、前記自営ＩＰ網を前記公衆無線網に接続する
ＩＰゲートウェイとを含む移動通信システムにおいて前記自営ＩＰ網を介して前記ＩＰ端
末を制御するＩＰ－ＰＢＸ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｂ
ｒａｎｃｈ　ｅＸｃｈａｎｇｅ）であって、
　前記自営ＩＰ網内で無線通信を行っている移動端末が当該自営ＩＰ網の圏外に出てしま
った場合に前記公衆無線網を介して前記移動端末に発信する手段と、前記公衆無線網から
前記移動端末への着信が前記自営ＩＰ網の圏内通話の継続を求める着信の場合に前記移動
端末と前記ＩＰ端末とのパスを前記公衆無線網を利用して張り替える手段とを備え、
　前記移動端末と前記ＩＰ端末とのパスを張り替える際に、前記ＩＰゲートウェイに対し
て前記移動端末の公衆番号への発信を指示して、前記ＩＰゲートウェイから前記無線交換
機を介して前記移動端末の公衆番号への発信を行わせて前記ＩＰゲートウェイと前記移動
端末との間で仮通話状態とさせ、
　前記ＩＰ端末と前記ＩＰゲートウェイとを接続させ、前記ＩＰ端末が前記ＩＰゲートウ
ェイを介して前記移動端末と接続した時点で、前記ＩＰ端末及び前記ＩＰゲートウェイに
対して通話路切替え指示を行っている。
【００１６】
　本発明による移動端末の圏外移動時における通話保持方法は、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ
　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）端末と、自営ＩＰ網を介して前記ＩＰ端末を制御するＩＰ－ＰＢＸ
（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｂｒａｎｃｈ　ｅＸｃｈａｎ
ｇｅ）と、前記自営ＩＰ網に無線で接続する機能と公衆無線網に接続する機能と前記自営
ＩＰ網及び前記公衆無線網各々との接続状態を保持・識別する機能とを含む移動端末と、
前記公衆無線網を介して前記移動端末を制御する無線交換機と、前記自営ＩＰ網を前記公
衆無線網に接続するＩＰゲートウェイとから構成される移動通信システムに用いる前記移
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動端末の圏外移動時における通話保持方法であって、
　前記ＩＰ－ＰＢＸが、前記自営ＩＰ網内で無線通信を行っている移動端末が当該自営Ｉ
Ｐ網の圏外に出てしまった場合に前記公衆無線網を介して前記移動端末に発信する処理と
、前記公衆無線網から前記移動端末への着信が前記自営ＩＰ網の圏内通話の継続を求める
着信の場合に前記移動端末と前記ＩＰ端末とのパスを前記公衆無線網を利用して張り替え
る処理とを実行し、
　前記ＩＰ－ＰＢＸが、前記移動端末と前記ＩＰ端末とのパスを張り替える際に、前記Ｉ
Ｐゲートウェイに対して前記移動端末の公衆番号への発信を指示し、
　前記ＩＰゲートウェイは、前記無線交換機を介して前記移動端末の公衆番号への発信を
行って前記移動端末との間で仮通話状態とし、
　前記ＩＰ－ＰＢＸは、前記ＩＰ端末と前記ＩＰゲートウェイとを接続させ、前記ＩＰ端
末が前記ＩＰゲートウェイを介して前記移動端末と接続した時点で、前記ＩＰ端末及び前
記ＩＰゲートウェイに対して通話路切替え指示を行っている。
【００１７】
　すなわち、本発明の移動通信システムは、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
）端末と、ＩＰ網を介してＩＰ端末を制御するコミュニケーションサーバ［以下、ＩＰ－
ＰＢＸ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｂｒａｎｃｈ　ｅＸｃ
ｈａｎｇｅ）とする］と、自営ＩＰ網に無線で接続する機能とを有すると同時に、無線公
衆網にも接続する機能を有し、ＩＰ網及び自営ＩＰ網各々との接続状態を保持・識別する
機能を有するデュアルモード端末（以下、デュアル端末とする）で構成されるシステムで
ある。
【００１８】
　本発明の移動通信システムでは、ＩＰ網内で無線通信を行っているデュアル端末がＩＰ
網の圏外に出てしまったとしても、ＩＰ－ＰＢＸから公衆網を介してデュアル端末に発信
し、公衆網からの着信をデュアル端末に、公衆網からの一般着信か、ＩＰ－ＰＢＸからの
圏内通話の継続を求める着信かを識別させ、圏内通話の継続であれば、デュアル端末とＩ
Ｐ端末とのパスを公衆網を利用するように張り替えることで、利用者に通話経路の変更を
意識させず、自動的にＩＰ端末とデュアル端末との通話を保持している。
【００１９】
　上記のように、本発明の移動通信システムでは、公衆網を自営網の補助として用いるこ
とで、自営網を構築するのにかかる投資を削減することが可能となる。つまり、本発明の
移動通信システムでは、エリアカバー率の高い公衆無線電話網を自営無線網と組み合わせ
て、仮想的に公衆網無線電話網を自営無線網として利用することによって、自営無線網に
必要な基地局を減らし、導入にかかるコストを削減している。
【００２０】
　より具体的に説明すると、本発明の移動通信システムでは、ＩＰ－ＰＢＸと、ＩＰ無線
基地局と、ＩＰ端末と、アナウンス装置と、ＩＰ－ＧＷ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏ
ｃｏｌ－ＧａｔｅＷａｙ）とがＩＰ網を介して接続している。また、ＩＰ網はＩＰ－ＧＷ
を介してＰＳＴＮ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）網を接続している。ＰＳＴＮ網内には、公衆無線交換機と公衆無線基地局とが存在
する。
【００２１】
　公衆エリアは公衆無線基地局がカバーしているエリアであり、構内エリアはＩＰ無線基
地局がカバーしているエリアである。デュアルモードＩＰ端末（以下、デュアル端末とす
る）は公衆エリアでは公衆無線交換機で制御され、構内エリアではＩＰ－ＰＢＸに制御さ
れる。
【００２２】
　デュアル端末は、公衆網用無線部と、自営網用無線部と、ＣＰＵ（中央処理装置）と、
通話に用いるスピーカと、マイクと、各種情報やプログラムを記憶するメモリとから構成
されている。
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【００２３】
　公衆網用無線部と自営網用無線部とは無線通信時、常に電波の受信レベルをＣＰＵに通
知する機能を持つ。また、公衆網用無線部と自営網用無線部とは個別に通信を行うことが
可能である。さらに、ＣＰＵは特定の番号から着信した場合、無条件で応答する機能を有
している。
【００２４】
　ＩＰ－ＰＢＸは、コントロールする端末の内線番号と、端末を識別するための端末識別
子と、通話先を識別するための通話識別子と、公衆網での端末識別に用いる公衆番号とを
保持するメモリを備えている。
【００２５】
　デュアル端末のメモリには、自営網で用いる端末の内線番号と、公衆網で用いる端末の
公衆番号と、無条件で応答する継続接続番号と、自営網でＩＰ－ＰＢＸを識別するための
ＩＰアドレスとを保持している。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明は、上記のような構成及び動作とすることで、端末間の通信経路が変化したとし
ても、端末間で通話を継続できるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図１は本発明の一実施例によ
る移動通信システムの構成例を示すブロック図である。図１において、本発明の一実施例
による移動通信システムは、ＩＰ－ＰＢＸ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｐｒ
ｉｖａｔｅ　Ｂｒａｎｃｈ　ｅＸｃｈａｎｇｅ）１０と、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ）無線基地局１１と、ＩＰ端末２１と、アナウンス装置１２と、ＩＰＧＷ（
Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－ＧａｔｅＷａｙ）２３とがＩＰ網１００を介して
接続して構成されている。
【００２８】
　また、ＩＰ網１００はＩＰＧＷ２３を介してＰＳＴＮ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｗｉｔｃｈｅ
ｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）網２００を接続している。ＰＳＴＮ網２００
内には公衆無線交換機３１と公衆無線基地局３２とが存在している。
【００２９】
　公衆エリア３００は公衆無線基地局３２がカバーしているエリアであり、構内エリア３
０１はＩＰ無線基地局１１がカバーしているエリアである。デュアルモードＩＰ電話端末
（以下、デュアル端末とする）２２は公衆エリア３００において公衆無線交換機３１で制
御され、構内エリア３０１においてＩＰ－ＰＢＸ１０にて制御されている。
【００３０】
　図２は図１のデュアル端末２２の構成例を示すブロック図である。図２において、デュ
アル端末２２は公衆網用無線部２２１と、自営網用無線部２２２と、ＣＰＵ（中央処理装
置）２２３と、通話に用いるスピーカ２２４と、マイク２２５と、各種情報やプログラム
を記憶するメモリ２２６とから構成されている。
【００３１】
　公衆網用無線部２２１及び自営網用無線部２２２は、無線通信時、常に電波の受信レベ
ルをＣＰＵ２２３に通知する機能を持つ。また、公衆網用無線部２２１及び自営網用無線
部２２２は個別に通信を行うことができる。また、ＣＰＵ２２３は特定の番号から着信し
た場合、無条件で応答する機能を有する。
【００３２】
　図３は図１のＩＰ－ＰＢＸ１０のメモリ（図示せず）が保持している情報を示す図であ
る。図３において、ＩＰ－ＰＢＸ１０は、コントロールする端末の内線番号（Ｅ１）（「
２０００」，「２００１」，・・・）と、端末を識別するための機器識別子（Ｅ２）（「
０００１」，「０００２」，「０００３」，・・・）と、通話先を識別するための通話識
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別子（Ｅ３）（「０１」，・・・）と、公衆網での端末識別に用いる公衆番号（Ｅ４）（
「０９０－１１１１－１１１１」，・・・）とを保持している。
【００３３】
　図４は図２のデュアル端末２２のメモリ２２６が保持している情報を示す図である。図
４において、デュアル端末２２のメモリ２２６には、自営網で用いる端末の内線番号（Ｅ
５）（「２００１」）と、公衆網で用いる端末の公衆番号（Ｅ６）（「０９０－１１１１
－１１１１」）と、無条件で応答する継続接続番号（Ｅ７）（「０３－１１１１－１１１
１」）と、自営網でＩＰ－ＰＢＸ１０を識別するためのＩＰアドレス（Ｅ８）（「１０．
０．０．１」）とを保持している。
【００３４】
　図５及び図６は本発明の一実施例による移動通信システムの動作を示すシーケンスチャ
ートである。これら図１～図６を参照して本発明の一実施例による移動通信システムの動
作について説明する。
【００３５】
　デュアル端末２２は公衆エリア３００に在圏している際、図４に示すように、予めメモ
リ２２６に格納している公衆番号（Ｅ４）を用いて公衆無線交換機３１に状態情報を登録
する（図５のａ１）。また、デュアル端末２２は構内エリア３０１に在圏している際、図
４に示すように、予めメモリ２２６に格納している内線番号を用いてＩＰ－ＰＢＸ１０に
状態情報を登録する（図５のａ２）。
【００３６】
　構内エリア３０１内にデュアル端末２２が在圏する時、ＩＰ端末２１との通話を行う場
合、デュアル端末２２はＩＰ端末２１に対して発信し（図５のａ３）、ＩＰ－ＰＢＸ１０
がＩＰ端末２１を呼出し（図５のａ４）、ＩＰ端末２１が応答し（図５のａ５，ａ６）、
ＩＰ電話２１との間で通話となる（図５のａ７）。この時、図３に示すように、ＩＰ－Ｐ
ＢＸ１０のメモリのデュアル端末２２、ＩＰ端末２１の通話識別子（Ｅ３）で同じ値（「
０１」）を設定する。
【００３７】
　この状態のまま（図６のａ８）、図１に示すように、デュアル端末２２が構内エリア３
０１から、公衆エリア３００に移動する時、移動に伴う自営網の受信レベル低下を検知し
たデュアル端末２２は構内エリア３０１の圏外に移動する前に、圏外移動申告をＩＰ－Ｐ
ＢＸ１０に通知する（図６のａ９）。この圏外移動申告を受信したＩＰ－ＰＢＸ１０はＩ
ＰＧＷ２３に対して、デュアル端末２２の公衆番号へ、デュアル端末２２の通話識別子（
Ｅ３）を付加した上で発信する指示を出す（図６のａ１０）。
【００３８】
　この指示を受けたＩＰＧＷ２３はデュアル端末２２の公衆番号へ発信を行う（図６のａ
１１）。この時、公衆無線交換機３１からデュアル端末２２へ発信が行われる（図６のａ
１２）。この時、デュアル端末２２のメモリ２２６内に予め登録していた継続接続番号（
Ｅ７）とＩＰＧＷ２３の公衆番号とが一致した場合、自動的にデュアル端末２２が応答し
（図６のａ１３～ａ１５）、デュアル端末２２とＩＰＧＷ２３との間で仮通話状態となる
（図６のａ１６）。
【００３９】
　この時、ＩＰ－ＰＢＸ１０は通話識別子（Ｅ３）を基にＩＰ端末２１へ、ＩＰ端末２１
とＩＰＧＷ２３とを接続する指示を出す。ＩＰ端末２１がＩＰＧＷ２３を介してデュアル
端末２２と接続を行った時点で、ＩＰ－ＰＢＸ１０はＩＰ端末２１及びＩＰＧＷ２３の両
機器に対して通話路切替え指示を行い（図６のａ１７，ａ１８）、上記のａ７の処理で構
築した、ＩＰ－ＰＢＸ１０を介したデュアル端末２２とＩＰ電話２１との通話路を切断す
る（図６のａ１９，ａ２０）。
【００４０】
　通話終了はデュアル端末２２とＩＰ電話２１とのどちらかの端末からの依頼で、ＩＰ－
ＰＢＸ１０が切断指示を出すことによって行われる（図６のａ２１，ａ２２）。
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【００４１】
　このように、本実施例では、圏内通話の継続であれば、デュアル端末２２とＩＰ端末２
１とのパスをＰＳＴＮ網２００を利用するように張り替えることで、利用者に通話経路の
変更を意識させず、自動的にＩＰ端末２１とデュアル端末２２との通話を保持することが
できる。
【００４２】
　この場合、本実施例では、ＰＳＴＮ網２００（公衆エリア３００）を自営網（構内エリ
ア３０１）の補助として用いることで、自営網を構築するのにかかる投資を削減すること
が可能となる。つまり、本発明の移動通信システムでは、エリアカバー率の高い公衆無線
電話網を自営無線網と組み合わせて、仮想的に公衆網無線電話網を自営無線網として利用
することによって、自営無線網に必要な基地局を減らすことができるので、導入にかかる
コストを削減することができる。
【００４３】
　上記の実施例では、図１を用いてデュアル端末２２が構内エリア３０１から公衆エリア
３００へ移動する例について述べたが、デュアル端末２２が公衆エリア３００から構内エ
リア３０１に移動するケースも本発明の対象となる。
【００４４】
　また、図１に示すように、アナウンス装置１２を設けることで、一時的にデュアル端末
２２が構内エリア３０１・公衆エリア３００の両方の圏外になってしまった場合、通話相
手のＩＰ端末２１にアナウンス装置１２からアナウンスを行うことで、ＩＰ端末２１から
の通話切断を防ぎ、デュアル端末２２が公衆エリア３００に移動後、再度接続する動作も
本発明の対象となる。
【００４５】
　さらに、図１に示すように、ＩＰ端末２１をＩＰ－ＰＢＸ１０に直接接続可能な端末２
４に変えて動作をさせることも本発明の対象となる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の一実施例による移動通信システムの構成例を示すブロック図である。
【図２】図１のデュアル端末の構成例を示すブロック図である。
【図３】図１のＩＰ－ＰＢＸのメモリが保持している情報を示す図である。
【図４】図２のデュアル端末のメモリが保持している情報を示す図である。
【図５】本発明の一実施例による移動通信システムの動作を示すシーケンスチャートであ
る。
【図６】本発明の一実施例による移動通信システムの動作を示すシーケンスチャートであ
る。
【符号の説明】
【００４７】
　　１０　ＩＰ－ＰＢＸ
　　１１　ＩＰ無線基地局
　　１２　アナウンス装置
　　２１　ＩＰ端末
　　２２　デュアルモードＩＰ電話端末
　　２３　ＩＰＧＷ
　　２４　端末
　　３１　公衆無線交換機
　　３２　公衆無線基地局
　１００　ＩＰ網
　２００　ＰＳＴＮ網
　２２１　公衆網用無線部
　２２２　自営網用無線部
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　２２３　ＣＰＵ
　２２４　スピーカ
　２２５　マイク
　２２６　メモリ
　３００　公衆エリア
　３０１　構内エリア

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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