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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の移動局間で通話を行うグループ通話を管理するサーバであって、
　前記移動局がサーバにログインしているか否かに関わらず前記グループ通話への参加を
要求する移動局として指定可能であって、
　発信側移動局において移動局が指定された前記グループ通話の開始要求を受信する受信
部と、
　前記グループ通話に参加していない移動局が当該グループ通話に参加する途中参加、及
び、前記グループ通話に参加している移動局が当該グループ通話から離脱する途中離脱を
管理する管理部と、
を備え、
　前記サーバは、前記管理部によって前記途中参加又は前記途中離脱が検出されると、当
該途中参加又は当該途中離脱を行った移動局の識別情報を、前記発信側移動局においてグ
ループ通信の開始要求に指定され、かつ、当該グループ通話に参加していない移動局に通
知することを特徴とするサーバ。
【請求項２】
　複数の移動局間で通話を行うグループ通話が行われるグループ通話システムに接続可能
な移動局であって、
　前記移動局がサーバにログインしているか否かに関わらず前記グループ通話への参加を
要求する移動局として指定可能であって、
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　発信側移動局において移動局が指定された前記グループ通話への参加を要求する情報を
受信する受信部と、
　前記受信部で受信した前記発信側移動局においてグループ通話に指定された移動局を識
別する識別情報を着信履歴として記憶する記憶部と、
　前記グループ通話に途中参加又は途中離脱を行った移動局の識別情報を受信すると、当
該識別情報に基づいて前記着信履歴を更新する着信履歴更新部と、
を備えることを特徴とする移動局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の移動局間で通話を行うグループ通話が行われるグループ通話システム
に接続可能な移動局及びサーバに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、発信側移動局と発信側移動局によって指定された複数の移動局（以下、指定移動
局）とによってグループを形成して、グループ通話が行われる通信システムが知られてい
る。なお、グループ通話としては、音声信号を送信する権限、すなわち、ユーザが発言す
る権限（発言権）が、グループ通話に参加している一の移動局にのみ割り当てられるＰＴ
Ｔ（Ｐｕｓｈ－Ｔｏ－Ｔａｌｋ）などが挙げられる。
【０００３】
　具体的には、グループ通話は、パケット交換ＮＷを通じて行われており、ＳＩＰ（Ｓｅ
ｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を用いて行われる。また、グル
ープ通話は、グループに含まれる各移動局がパケット交換ＮＷに接続されたＳＩＰサーバ
にログイン（登録）することによって開始される（例えば、非特許文献１）。
【０００４】
　このように、各移動局がＳＩＰサーバにログインしなければ、グループ通話を開始する
ことができないため、発信側移動局がグループ通話を開始しようとする場合には、指定移
動局をＳＩＰサーバにログインさせなければならない。
【０００５】
　従って、指定移動局をＳＩＰサーバにログインさせるために、パケット交換ＮＷとは異
なる回線交換ＮＷを通じて、ＳＩＰサーバへのログインを要求する情報（ＳＭＳ（Ｓｈｏ
ｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）情報）が指定移動局に送信される。
【０００６】
　具体的には、ＳＩＰサーバは、グループ通話の開始を要求する情報（ＩＮＶＩＴＥ）を
発信側移動局から受信すると、ＳＩＰサーバへのログインを要求するＳＭＳ情報の送信要
求を回線交換ＮＷに接続されたＳＭＳサーバに送信する。続いて、ＳＭＳサーバは、ＳＩ
Ｐサーバへのログインを要求するＳＭＳ情報を各指定移動局に送信する。
【０００７】
　一方、グループ通話に参加していない移動局（以下、不参加移動局）をグループ通話に
途中参加するように誘うことが可能なグループ通話も知られている。なお、不参加移動局
とは、発信側移動局によって指定されたが、発信側移動局からの呼び出しに応答しなかっ
た指定移動局、発信側移動局によって指定されなかった移動局などである。
【０００８】
　具体的には、このようなグループ通話では、発信側移動局が、不参加移動局をグループ
通話に途中参加するように誘うための情報をＳＩＰサーバに送信して、ＳＩＰサーバが、
ＳＩＰサーバへのログインを要求するＳＭＳ情報の送信要求をＳＭＳサーバに送信する。
続いて、ＳＭＳサーバが、ＳＩＰサーバへのログインを要求するＳＭＳ情報を不参加移動
局に送信する。
【非特許文献１】“ＳＩＰ：Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
”、ＲＦＣ３２６１
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上述したグループ通話において、発信側移動局から誘われることなく、
不参加移動局が所望のグループ通話に自ら途中参加することが難しかった。
【００１０】
　特に、発信側移動局からの呼び出しにユーザが気づかなかった場合に、所望のグループ
通話に途中参加することが難しいと、ユーザの利便性が著しく低下してしまう。
【００１１】
　そこで、本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、グループ通話
を行っているグループに含まれる移動局（携帯電話端末）から誘われることなく、所望の
グループ通話に容易に途中参加することを可能とする移動局及び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】
【００１２】
　本発明の一の特徴は、複数の移動局間で通話を行うグループ通話を管理するサーバが、
前記移動局がサーバにログインしているか否かに関わらず前記グループ通話への参加を要
求する移動局として指定可能であって、発信側移動局において移動局が指定された前記グ
ループ通話の開始要求を受信する受信部（ＳＩＰ情報受信部２０１）と、前記グループ通
話に参加していない移動局が当該グループ通話に参加する途中参加、及び、前記グループ
通話に参加している移動局が当該グループ通話から離脱する途中離脱を管理する管理部（
グループ通話処理部２０２、グループ通話管理ＤＢ２０３）と、を備え、前記サーバは、
前記管理部によって前記途中参加又は前記途中離脱が検出されると、当該途中参加又は当
該途中離脱を行った移動局の識別情報を、前記発信側移動局においてグループ通信の開始
要求で指定され、かつ、当該グループ通話に参加していない移動局に通知することを要旨
とする。
【００１３】
　かかる特徴によれば、サーバが、途中参加又は途中離脱を行った移動局の識別情報をグ
ループ通話に参加していない移動局に送信する。すなわち、移動局が、グループ通話に参
加している移動局を把握することができる。
【００１４】
　ここで、移動局は複数のグループ通話に同時に参加することができないため、グループ
通話に参加している移動局の識別情報によって所望のグループ通話が特定される。
【００１５】
　この結果、移動局は、所望のグループ通話を特定することができるため、グループ通話
を行っているグループに含まれる移動局（携帯電話端末）から誘われることなく、所望の
グループ通話に容易に途中参加することができる。
【００１６】
　本発明の一の特徴は、複数の移動局間で通話を行うグループ通話が行われるグループ通
話システムに接続可能な移動局が、前記移動局がサーバにログインしているか否かに関わ
らず前記グループ通話への参加を要求する移動局として指定可能であって、発信側移動局
において移動局が指定された前記グループ通話への参加を要求する情報を受信する受信部
（ＳＭＳ情報取得部２１）と、前記受信部で受信した前記発信側移動局においてグループ
通話に指定された移動局を識別する識別情報を着信履歴として記憶する記憶部（メモリ１
９）と、前記グループ通話に途中参加又は途中離脱を行った移動局の識別情報を受信する
と、当該識別情報に基づいて前記着信履歴を更新する着信履歴更新部（着信履歴格納部２
３）と、を備えることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、グループ通話を行っているグループに含まれる移動局から誘われるこ
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となく、所望のグループ通話に容易に途中参加することを可能とする移動局及びサーバを
提供することを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
［第１実施形態］
（通信システムの構成）
　以下において、本発明の第１実施形態に係る通信システムについて、図面を参照しなが
ら説明する。図１は、本発明の第１実施形態に係る通信システムの構成を示す図である。
【００１９】
　図１に示すように、通信システムは、基地局３０を含む回線交換ＮＷ３００と、基地局
４０を含むパケット交換ＮＷ４００と、回線交換ＮＷ３００に接続されたＳＭＳサーバ１
００と、パケット交換ＮＷ４００に接続されたＳＩＰサーバ２００とを有する。なお、Ｓ
ＭＳサーバ１００及びＳＩＰサーバ２００は接続されている。
【００２０】
　なお、第１実施形態では、基地局３０及び基地局４０が別々の基地局であるものとして
説明するが、これに限定されるものではない。具体的には、回線交換ＮＷ３００及びパケ
ット交換ＮＷ４００の両方に含まれる一の基地局が基地局３０及び基地局４０が有する機
能を併せ持っていてもよい。
【００２１】
　複数の移動局１０（移動局１０ａ～移動局１０ｄ）は、通信システムに接続可能な携帯
電話端末である。具体的には、各移動局１０は、回線交換ＮＷ３００に含まれる基地局３
０及びパケット交換ＮＷ４００に含まれる基地局４０と接続可能である。
【００２２】
　回線交換ＮＷ３００は、回線交換によって通信が行われるネットワーク（例えば、ｃｄ
ｍａ２０００で用いられる１ｘ網）であり、移動局１０が通信を行う際に移動局１０のア
ドレス登録が必要とされないネットワークである。一方、パケット交換ＮＷ４００は、パ
ケット交換によって通信が行われるネットワーク（例えば、ｃｄｍａ２０００で用いられ
るＥＶ－ＤＯ（Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　Ｄａｔａ　Ｏｐｔｉｍｉｚｅｄ）網）であり、移動
局１０が通信を行う際に移動局１０のアドレス登録が必要とされるネットワークである。
【００２３】
　また、パケット交換ＮＷ４００では、一の移動局１０（発信側移動局）と、一の移動局
１０によって指定された他の移動局１０（指定移動局）のうち、発信側移動局からの呼び
出しに応答した移動局１０とを含むグループを初期グループとしてグループ通話が行われ
る。
【００２４】
　なお、第１実施形態では、発信側移動局が移動局１０ａであり、指定移動局が移動局１
０ｂ～移動局１０ｄであるものとして説明する。
【００２５】
　また、第１実施形態に係るグループ通話では、グループ通話に参加している移動局１０
は、指定移動局に含まれていない移動局１０をグループ通話に参加するように誘うことも
できる。
【００２６】
　ここで、グループ通話とは、音声信号のみを送受信するＰＴＴ（Ｐｕｓｈ－Ｔｏ－Ｔａ
ｌｋ）や音声信号及び映像信号を送受信するＩＰ－ＴＶを含む。
【００２７】
（移動局の構成）
　以下において、本発明の第１実施形態に係る移動局の構成について、図面を参照しなが
ら説明する。図２は、本発明の第１実施形態に係る移動局１０の構成を示すブロック図で
ある。なお、移動局１０ａ～移動局１０ｄは同様の構成を有しているため、以下において
は、これらを移動局１０と総称して説明する。
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【００２８】
　図２に示すように、移動局１０は、アンテナ１１と、ＲＦ／ＩＦ変換器１２と、パワー
アンプ１３と、音声入出力部１４と、映像入出力部１５と、コーデック回路１６と、ベー
スバンドプロセッサ１７と、操作部１８と、メモリ１９と、ＣＰＵ２０とを有する。
【００２９】
　アンテナ１１は、回線交換ＮＷ３００に含まれる基地局３０によって送信される信号（
受信信号）及びパケット交換ＮＷ４００に含まれる基地局４０によって送信される信号（
受信信号）を受信する。また、アンテナ１１は、回線交換ＮＷ３００に含まれる基地局３
０及びパケット交換ＮＷ４００に含まれる基地局４０に対して信号（送信信号）を送信す
る。
【００３０】
　ＲＦ／ＩＦ変換器１２は、アンテナ１１によって受信された受信信号の周波数（無線周
波数（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ））をベースバンドプロセッサ１７で扱われる周
波数（中間周波数（Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ　Ｒｆｅｑｕｅｎｃｙ））に変換する。ま
た、ＲＦ／ＩＦ変換器１２は、ベースバンドプロセッサ１７から取得した送信信号の周波
数（中間周波数（ＩＦ））を無線通信で用いられる周波数（無線周波数（ＲＦ））に変換
する。なお、ＲＦ／ＩＦ変換器１２は、無線周波数（ＲＦ）に変換された送信信号をパワ
ーアンプ１３に入力する。
【００３１】
　パワーアンプ１３は、ＲＦ／ＩＦ変換器１２から取得した送信信号を増幅して、増幅さ
れた送信信号をアンテナ１１に入力する。
【００３２】
　音声入出力部１４は、音声を集音するマイク１４ａと、音声を出力するスピーカ１４ｂ
とを有する。マイク１４ａは、集音された音声に基づいて音声信号をコーデック回路１６
に入力し、スピーカ１４ｂは、コーデック回路１６から取得した音声信号に基づいて音声
を出力する。
【００３３】
　映像入出力部１５は、被写体を撮像するカメラ１５ａと、文字や映像などを表示する表
示部１５ｂとを有する。カメラ１５ａは、撮像された映像（静止画像や動画像）に基づい
て映像信号をコーデック回路１６に入力し、表示部１５ｂは、コーデック回路１６から取
得した映像信号に基づいて映像を表示する。なお、表示部１５ｂは、操作部１８を用いて
入力される文字なども表示する。
【００３４】
　コーデック回路１６は、所定の符号化方式（例えば、ＩＴＵ－Ｔで規定されたＧ．７２
９）に従って音声信号の符号化及び復号を行う音声コーデック回路１６ａと、所定の符号
化方式（例えば、ＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　ｃｏｄｉｎｇ　Ｅｘｐｅｒ
ｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）－４など）に従って映像信号の符号化及び復号を行う映像コーデック
回路１６ｂとを有する。
【００３５】
　音声コーデック回路１６ａは、音声入出力部１４から取得した音声信号を符号化し、ベ
ースバンドプロセッサ１７から取得した音声信号を復号する。映像コーデック回路１６ｂ
は、映像入出力部１５から取得した映像信号を符号化し、ベースバンドプロセッサ１７か
ら取得した映像信号を復号する。
【００３６】
　ベースバンドプロセッサ１７は、所定の変調方式（ＢＰＳＫ（Ｂｉｎａｒｙ　Ｐｈａｓ
ｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）やＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈ
ｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ））などに従って送信信号の変調や受信信号の復調を行う。具体的
には、ベースバンドプロセッサ１７は、コーデック回路１６から取得した音声信号や映像
信号などのベースバンド信号を変調して、変調されたベースバンド信号（送信信号）をＲ
Ｆ／ＩＦ変換器１２に入力する。また、ベースバンドプロセッサ１７は、ＲＦ／ＩＦ変換
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器１２から取得した受信信号を復調して、復調された受信信号（ベースバンド信号）をコ
ーデック回路１６に入力する。
【００３７】
　ベースバンドプロセッサ１７は、ＣＰＵ２０によって生成された情報（ＳＭＳ情報やＳ
ＩＰ情報）を変調して、変調された情報（送信信号）をＲＦ／ＩＦ変換器１２に入力する
。また、ベースバンドプロセッサ１７は、ＲＦ／ＩＦ変換器１２から取得した受信信号を
復調して、復調された受信信号（ＳＭＳ情報やＳＩＰ情報）をＣＰＵ２０に入力する。
【００３８】
　なお、ＳＭＳ情報とは、回線交換ＮＷ３００を通じて送受信される情報であり、ＳＩＰ
情報とは、パケット交換ＮＷ４００を通じて送受信される情報である。
【００３９】
　操作部１８は、文字や数字などを入力する入力キー、グループ通話を開始するための発
呼キー、着信（呼び出し）に応答するための応答キーなどによって構成されたキー群であ
る。また、操作部１８は、各キーが押下されると、押下されたキーに対応する入力信号を
ＣＰＵ２０に入力する。
【００４０】
　メモリ１９は、移動局１０の動作を制御するためのプログラム、着信履歴やアドレス帳
のような各種データなどを記憶する。なお、メモリ１９は、例えば、不揮発性の半導体メ
モリであるフラッシュメモリや揮発性の半導体メモリであるＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒ
ａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などによって構成される。
【００４１】
　具体的には、メモリ１９は、図４に示す情報を着信履歴として記憶する。図４は、本発
明の第１実施形態に係るメモリ１９に記憶された着信履歴の一例を示す図である。
【００４２】
　図４（ａ）～図４（ｄ）に示すように、着信履歴では、参加メンバー履歴と、初期指定
移動局リストと、、参加状況と、禁止フラグとが対応付けられている。
【００４３】
　参加メンバー履歴は、初期指定移動局と、グループ通話に途中参加した移動局１０とに
よって構成されている。なお、参加メンバー履歴には、グループ通話から既に外れた移動
局１０、指定移動局として指定されたが未応答である移動局１０も含まれる。図４（ａ）
～図４（ｄ）に示すように、参加メンバー履歴は、グループ通話に移動局１０が途中参加
するに従って追加される。
【００４４】
　なお、図４（ａ）～図４（ｄ）では、参加メンバー履歴欄の情報は、各移動局１０の名
称であるが、各移動局１０をそれぞれ識別する移動局識別情報（例えば、電話番号）であ
ってもよいことは勿論である。
【００４５】
　初期指定移動局リストは、参加メンバー履歴に記憶された移動局１０が初期指定移動局
であるか否かを示す情報（「○」や「×」）である。なお、初期指定移動局リスト欄には
、初期指定移動局を識別する移動局識別情報が記憶されていてもよい。なお、初期指定移
動局リスト欄には、発信側移動局を識別するための情報（例えば、「発信側移動局」）も
記憶される。
【００４６】
　参加状況は、移動局１０がグループ通話に参加しているか否かを示す情報であり、移動
局１０がグループ通話に参加している場合には、「通話中」が参加情報として記憶される
。また、移動局１０がグループ通話から外れた場合には、「切断」が参加情報として記憶
され、移動局１０が未応答である場合には、「未応答」が参加情報として記憶される。
【００４７】
　ここで、「切断」及び「未応答」は、移動局１０がグループ通話に参加していないこと
を示す情報であり、以下においては、着信履歴（参加状況）が「未応答」又は「切断」で
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ある移動局１０を未参加移動局と総称する。
【００４８】
　なお、参加状況は、後述するように、ＳＭＳサーバ１００から回線交換ＮＷ３００を通
じて受信するＳＭＳ情報（ＳＭＳ（参加者通知）、ＳＭＳ（参加者追加通知）及びＳＭＳ
（参加者離脱通知）によって更新される。
【００４９】
　禁止フラグは、グループ通話への途中参加が可能か否かを示すフラグである。具体的に
は、グループ通話への途中参加が可能である場合には、“ｖａｌｉｄ（０）”が禁止フラ
グにセットされる。一方、グループ通話への途中参加が不可能である場合（グループ通話
が終話している場合）には、“ｉｎｖａｌｉｄ（１）”が禁止フラグにセットされる。
【００５０】
　なお、本実施形態では、参加状況欄の情報の全てが「切断」又は「未応答」となった場
合に、禁止フラグが“ｖａｌｉｄ（０）”から“ｉｎｖａｌｉｄ（１）”に更新される。
また、発信側移動局に対応する参加状況欄の情報が「切断」となった場合に、禁止フラグ
が“ｖａｌｉｄ（０）”から“ｉｎｖａｌｉｄ（１）”に更新されてもよい。
【００５１】
　ＣＰＵ２０は、メモリ１９に記憶されたプログラムに従って、移動局１０（映像入出力
部１５、コーデック回路１６、ベースバンドプロセッサ１７など）の動作を制御する。
【００５２】
　以下において、本発明の第１実施形態に係るＣＰＵの構成について、図面を参照しなが
ら説明する。図３は、本発明の第１実施形態に係るＣＰＵ２０の構成を示すブロック図で
ある。
【００５３】
　図３に示すように、ＣＰＵ２０は、ＳＭＳ情報取得部２１と、ＳＩＰ情報取得部２２と
、着信履歴格納部２３と、グループ通話処理部２４と、メッセージ生成部２５と、ＳＩＰ
情報入力部２６とを有する。
【００５４】
　ＳＭＳ情報取得部２１は、回線交換ＮＷ３００を通じてＳＭＳサーバ１００から受信し
たＳＭＳ情報をベースバンドプロセッサ１７から取得して、取得されたＳＭＳ情報をグル
ープ通話処理部２４に入力する。
【００５５】
　ここで、ＳＭＳ情報は、例えば、パケット交換ＮＷ４００に接続されたＳＩＰサーバ２
００へのアドレス登録を要求するアドレス登録要求（ＳＭＳ（登録要求））である。具体
的には、アドレス登録要求（ＳＭＳ（登録要求））は、初期指定移動局リストに含まれる
移動局１０（第１実施形態では、移動局１０ａ～移動局１０ｄ）をそれぞれ識別する移動
局識別情報を含む。
【００５６】
　また、ＳＭＳ情報は、グループ通話に参加した移動局１０を識別する移動局識別情報を
含むＳＭＳ（参加者通知）、グループ通話に途中参加した移動局１０を識別する移動局識
別情報を含むＳＭＳ（参加者追加通知）、グループ通話から移動局１０が外れたことを示
すＳＭＳ（参加者離脱通知）などである。
【００５７】
　なお、ＳＭＳ情報は、後述する第３実施形態に示すように、グループ通話で用いられる
アプリケーションが変更されたことを示すＳＭＳ（アプリケーション変更通知）であって
もよい。また、ＳＭＳ情報は、後述する第４実施形態に示すように、グループ通話への途
中参加を禁止することを示すＳＭＳ（参加禁止通知）であってもよい。
【００５８】
　ＳＩＰ情報取得部２２は、パケット交換ＮＷ４００を通じてＳＩＰサーバ２００から受
信したＳＩＰ情報をベースバンドプロセッサ１７から取得して、取得されたＳＩＰ情報を
グループ通話処理部２４に入力する。
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【００５９】
　ここで、ＳＩＰ情報は、グループ通話への参加を他の移動局１０に要求するＩＮＶＩＴ
Ｅ（新規）、グループ通話に途中参加することを要求すＩＮＶＩＴＥ（途中参加）、新た
なグループ通話に参加した移動局１０を示すＩＮＦＯ（参加者通知）、グループ通話に参
加する移動局１０が更新されたことを示すＩＮＦＯ（参加者更新通知）などである。また
、ＳＩＰ情報は、ＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）
で用いられる各種メッセージ（１００Ｔｒｙｉｎｇ、１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ、２００ＯＫ
、ＡＣＫ、ＢＹＥなど）である。
【００６０】
　なお、ＳＩＰ情報は、後述する第３実施形態に示すように、グループ通話で用いられる
アプリケーションの変更を要求するＩＮＦＯ（アプリケーション変更要求）であってもよ
い。また、ＳＩＰ情報は、後述する第４実施形態に示すように、グループ通話への途中参
加が禁止された移動局１０を示すＩＮＦＯ（参加禁止通知）であってもよい。
【００６１】
　着信履歴格納部２３は、ＳＭＳ情報取得部２１から取得したアドレス登録要求（ＳＭＳ
（登録要求））などに応じて着信履歴をメモリ１９に格納する。具体的には、着信履歴格
納部２３は、アドレス登録要求（ＳＭＳ（登録要求））に含まれる移動局識別情報を着信
履歴（参加メンバー履歴）に初期指定移動局としてメモリ１９に格納する。
【００６２】
　また、着信履歴格納部２３は、ＳＭＳ（参加者通知）に基づいて、各移動局１０を識別
する移動局識別情報に対応するメモリ１９に記憶された着信履歴（参加状況）を「通話中
」に更新する。
【００６３】
　さらに、着信履歴格納部２３は、ＳＭＳ（参加者追加通知）に基づいて、グループ通話
に途中参加した移動局１０を識別する移動局識別情報をメモリ１９に記憶された着信履歴
（参加メンバー履歴）に追加するとともに、着信履歴（参加状況）を更新する。
【００６４】
　また、着信履歴格納部２３は、ＳＭＳ（参加者離脱通知）に基づいて、グループ通話か
ら外れた移動局１０を識別する移動局識別情報に対応するメモリ１９に記憶された着信履
歴（参加状況）を「通話中」から「切断」に更新する。
【００６５】
　ここで、着信履歴格納部２３は、ＳＭＳ（参加者通知）、ＳＭＳ（参加者追加通知）及
びＳＭＳ（参加者離脱通知）に基づいて、メモリ１９に記憶された着信履歴を更新する場
合には、グループ通話を識別するグループ識別情報によって、更新すべき着信履歴を特定
する。なお、グループ識別情報は、グループ通話を開始した時刻、発信側移動局を識別す
る移動局識別情報、初期指定移動局リストなどであり、ＳＭＳ（参加者通知）、ＳＭＳ（
参加者追加通知）及びＳＭＳ（参加者離脱通知）に含まれている。
【００６６】
　また、着信履歴格納部２３は、グループ通話への途中参加が可能か否かを示す禁止フラ
グを着信履歴としてメモリ１９に格納する。具体的には、着信履歴格納部２３は、禁止フ
ラグの初期値として、グループ通話への途中参加が可能であることを示す“０（ｖａｌｉ
ｄ）”を格納する。一方、着信履歴格納部２３は、メモリ１９に記憶された着信履歴（参
加状況）の全てが「切断」又は「未応答」となった場合に、グループ通話への途中参加が
不可能であることを示す“１（ｉｎｖａｌｉｄ）”に禁止フラグを更新する。
【００６７】
　グループ通話処理部２４は、ＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ）に従って、グループ通話に関する処理を行う。例えば、グループ通話処理部
２４は、操作部１８から取得した入力信号に応じて、新たなグループ通話を開始する処理
、他の移動局１０からの呼び出しに応答する処理、グループ通話に途中参加する処理、グ
ループ通話を終了する処理などを行う。
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【００６８】
　また、グループ通話処理部２４は、ＳＭＳ情報取得部２１から取得したアドレス登録要
求（ＳＭＳ（登録要求））に応じて、ＳＩＰサーバ２００にアドレスを登録する処理（登
録処理）を行う。
【００６９】
　さらに、グループ通話処理部２４は、ＳＩＰ情報取得部２２から取得したＳＩＰ情報に
応じてＳＩＰ情報を生成して、生成したＳＩＰ情報をＳＩＰ情報入力部２６に入力する。
また、グループ通話処理部２４は、新たなグループ通話を開始する場合又はグループ通話
に途中参加する場合には、ＳＩＰ情報の生成を要求する生成要求をメッセージ生成部２５
に入力する。
【００７０】
　メッセージ生成部２５は、新規処理部２５ａと、途中参加処理部２５ｂとを有しており
、新規処理部２５ａ及び途中参加処理部２５ｂによって生成されたＳＩＰ情報をＳＩＰ情
報入力部２６に入力する。
【００７１】
　新規処理部２５ａは、新たなグループ通話を開始する場合にグループ通話処理部２４か
ら取得した生成要求に応じて、グループ通話への参加を他の移動局１０に要求するＳＩＰ
情報、すなわち、ＩＮＶＩＴＥ（新規）を生成する。具体的には、新規処理部２５ａは、
メモリ１９に記憶されたアドレス帳の中から指定された移動局１０をそれぞれ識別する移
動局識別情報をメモリ１９から読み出して、読み出された移動局識別情報を含むＩＮＶＩ
ＴＥ（新規）を生成する。なお、移動局識別情報は、操作部１８によって入力されてもよ
いことは勿論である。
【００７２】
　一方、途中参加処理部２５ｂは、グループ通話に途中参加する場合にグループ通話処理
部２４から取得した生成要求に応じて、グループ通話に途中参加することを要求するＳＩ
Ｐ情報、すなわち、ＩＮＶＩＴＥ（途中参加）を生成する。具体的には、途中参加処理部
２５ｂは、メモリ１９に記憶された着信履歴の中からユーザによって指定されたグループ
通話への途中参加を要求するＩＮＶＩＴＥ（途中参加）を生成する。
【００７３】
　具体的には、ＩＮＶＩＴＥ（途中参加）は、グループ通話に現在参加している移動局１
０を識別する移動局識別情報、すなわち、メモリ１９に記憶された着信履歴（参加状況）
が「通話中」である移動局識別情報を含む。
【００７４】
　なお、ＩＮＶＩＴＥ（途中参加）は、初期指定移動局に含まれる移動局１０を識別する
移動局識別情報、すなわち、メモリ１９に記憶された着信履歴（参加メンバー履歴）に初
期指定移動局として記憶されている移動局識別情報（図４では、初期指定移動局リスト欄
に「○」が格納された移動局識別情報を含んでいてもよい。
【００７５】
　ＳＩＰ情報入力部２６は、グループ通話処理部２４及びメッセージ生成部２５から取得
したＳＩＰ情報をベースバンドプロセッサ１７に入力する。
【００７６】
（ＳＩＰサーバの構成）
　以下において、本発明の第１実施形態に係るＳＩＰサーバの構成について、図面を参照
しながら説明する。図５は、本発明の第１実施形態に係るＳＩＰサーバ２００の構成を示
すブロック図である。
【００７７】
　図５に示すように、ＳＩＰサーバ２００は、ＳＩＰ情報受信部２０１と、グループ通話
処理部２０２と、グループ通話管理ＤＢ２０３と、ＳＭＳ送信要求部２０４と、判定部２
０５と、ＳＩＰ情報送信部２０６とを有する。
【００７８】
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　ＳＩＰ情報受信部２０１は、パケット交換ＮＷ４００を通じて移動局１０からＳＩＰ情
報を受信する。
【００７９】
　グループ通話処理部２０２は、ＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ）に従って、グループ通話に関する処理を行う。
【００８０】
　例えば、グループ通話処理部２０２は、ＩＮＶＩＴＥ（新規）がＳＩＰ情報受信部２０
１によって受信されると、初期指定移動局リストに含まれる移動局１０をそれぞれ識別す
る移動局識別情報をグループ通話管理ＤＢ２０３に格納する。
【００８１】
　グループ通話処理部２０２は、ＩＮＶＩＴＥ（新規）がＳＩＰ情報受信部２０１によっ
て受信されると、ＳＩＰサーバ２００へのアドレス登録を要求するＳＭＳ情報の送信を要
求するＳＭＳ送信要求を生成して、生成したＳＭＳ送信要求をＳＭＳ送信要求部２０４に
入力する。なお、ＳＭＳ送信要求は、初期指定移動局リストに含まれる移動局１０をそれ
ぞれ識別する移動局識別情報を含む。
【００８２】
　グループ通話処理部２０２は、グループ通話に移動局１０が参加したことを示すＳＩＰ
情報（２００ＯＫ）がＳＩＰ情報受信部２０１によって受信されると、グループ通話管理
ＤＢ２０３に記憶された情報を更新する。続いて、グループ通話処理部２０２は、グルー
プ通話に参加した移動局１０を示すＳＩＰ情報（ＩＮＦＯ（参加者通知））を生成して、
生成したＳＩＰ情報をＳＩＰ情報送信部２０６に入力する。また、グループ通話処理部２
０２は、グループ通話に参加した移動局１０を識別する移動局識別情報を含むＳＭＳ（参
加者通知）を未参加移動局に送信することを要求するＳＭＳ送信要求を生成して、生成し
たＳＭＳ送信要求をＳＭＳ送信要求部２０４に入力する。なお、未参加移動局とは、上述
したように、着信履歴（参加状況）が「未応答」又は「切断」である移動局である。
【００８３】
　グループ通話処理部２０２は、グループ通話に移動局１０が途中参加したことを示すＳ
ＩＰ情報（２００ＯＫ）がＳＩＰ情報受信部２０１によって受信されると、グループ通話
管理ＤＢ２０３に記憶された情報を更新する。続いて、グループ通話処理部２０２は、グ
ループ通話に参加する移動局１０が更新されたことを示すＳＩＰ情報（ＩＮＦＯ（参加者
更新通知））を生成して、生成したＳＩＰ情報をＳＩＰ情報送信部２０６に入力する。ま
た、グループ通話処理部２０２は、グループ通話に途中参加した移動局１０を識別する移
動局識別情報を含むＳＭＳ（参加者追加通知）を未参加移動局に送信することを要求する
ＳＭＳ送信要求を生成して、生成したＳＭＳ送信要求をＳＭＳ送信要求部２０４に入力す
る。
【００８４】
　グループ通話処理部２０２は、グループ通話から移動局１０が外れたことを示すＳＩＰ
情報（ＢＹＥ）がＳＩＰ情報受信部２０１によって受信されると、グループ通話管理ＤＢ
２０３に記憶された情報を更新する。続いて、グループ通話処理部２０２は、グループ通
話に参加する移動局１０が更新されたことを示すＳＩＰ情報（ＩＮＦＯ（参加者更新通知
）を生成して、生成したＳＩＰ情報をＳＩＰ情報送信部２０６に入力する。また、グルー
プ通話処理部２０２は、グループ通話から移動局１０が外れたことを示すＳＭＳ（参加者
離脱通知）を未参加移動局に送信することを要求するＳＭＳ送信要求を生成して、生成し
たＳＭＳ送信要求をＳＭＳ送信要求部２０４に入力する。
【００８５】
　グループ通話処理部２０２は、グループ通話に途中参加することを要求するＳＩＰ情報
、すなわち、ＩＮＶＩＴＥ（途中参加）がＳＩＰ情報受信部２０１によって受信されると
、ＩＮＶＩＴＥ（途中参加）に含まれる移動局識別情報を判定部２０５に入力する。
【００８６】
　グループ通話管理ＤＢ２０３は、グループ通話を行う移動局１０を管理するための管理



(11) JP 4828999 B2 2011.11.30

10

20

30

40

50

情報として、図６に示す情報を記憶する。図６（ａ）～図６（ｄ）は、本発明の第１実施
形態に係るグループ通話管理ＤＢ２０３に記憶された管理情報を示す図である。
【００８７】
　図６（ａ）～図６（ｄ）に示すように、管理情報では、参加メンバー履歴と、初期指定
移動局リストと、参加状況と、通話状態とが対応付けられている。
【００８８】
　参加メンバー履歴は、初期指定移動局と、グループ通話に途中参加した移動局１０とに
よって構成されている。なお、参加メンバー履歴には、グループ通話から既に外れた移動
局１０、指定移動局として指定されたが未応答である移動局１０も含まれる。図６（ａ）
～図６（ｄ）に示すように、参加メンバー履歴は、グループ通話に移動局１０が途中参加
するに従って追加される。
【００８９】
　なお、図６（ａ）～図６（ｄ）では、参加メンバー履歴欄の情報は、各移動局１０の名
称であるが、各移動局１０をそれぞれ識別する移動局識別情報（例えば、電話番号）であ
ってもよいことは勿論である。
【００９０】
　初期指定移動局リストは、参加メンバー履歴に記憶された移動局１０が初期指定移動局
であるか否かを示す情報（「○」や「×」）である。なお、初期指定移動局リスト欄には
、初期指定移動局を識別する移動局識別情報が記憶されていてもよい。なお、初期指定移
動局リスト欄には、発信側移動局を識別するための情報（例えば、「発信側移動局」）も
記憶される。
【００９１】
　参加状況は、移動局１０がグループ通話に参加しているか否かを示す情報であり、移動
局１０がグループ通話に参加している場合には、「通話中」が参加情報として記憶される
。また、移動局１０がグループ通話から外れた場合には、「切断」が参加情報として記憶
され、移動局１０が未応答である場合には、「未応答」が参加情報として記憶される。
【００９２】
　通話状態は、グループ通話が継続しているか否かを示す情報であり、グループ通話が継
続している場合には、「通話中」が通話状態として記憶され、グループ通話が終話してい
る場合には、「切断」が通話状態として記憶される。
【００９３】
　ＳＭＳ送信要求部２０４は、グループ通話処理部２０２から取得したＳＭＳ送信要求を
ＳＭＳサーバ１００に送信する。
【００９４】
　判定部２０５は、グループ通話に途中参加することを要求するＳＩＰ情報、すなわち、
ＩＮＶＩＴＥ（途中参加）を送信した移動局１０の途中参加を認めるか否かを判定する。
【００９５】
　具体的には、判定部２０５は、グループ通話処理部２０２から取得した移動局識別情報
、すなわち、グループ通話に参加している移動局１０の移動局識別情報によって特定され
るグループ通話が継続しているか否かを判定する。なお、判定部２０５は、特定されたグ
ループ通話が継続している場合には移動局１０の途中参加を認め、特定されたグループ通
話が終了している場合には移動局１０の途中参加を認めない。
【００９６】
　ＳＩＰ情報送信部２０６は、グループ通話処理部２０２から取得したＳＩＰ情報（ＩＮ
ＶＩＴＥ（新規）、ＩＮＶＩＴＥ（途中参加）、１００Ｔｒｙｉｎｇ、１８０Ｒｉｎｇｉ
ｎｇ、２００ＯＫ、ＢＹＥ、ＡＮＳＷＥＲ、ＩＮＦＯなど）を、パケット交換ＮＷ４００
を通じて移動局１０に送信する。
【００９７】
（ＳＭＳサーバの構成）
　以下において、本発明の第１実施形態に係るＳＭＳサーバの構成について、図面を参照
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しながら説明する。図７は、本発明の第１実施形態に係るＳＭＳサーバ１００の構成を示
すブロック図である。
【００９８】
　図７に示すように、ＳＭＳサーバ１００は、ＳＭＳ送信要求受信部１０１と、ＳＭＳ情
報生成部１０２と、ＳＭＳ情報送受信部１０３とを有する。
【００９９】
　ＳＭＳ送信要求受信部１０１は、上述したアドレス登録要求（ＳＭＳ（登録要求））、
ＳＭＳ（参加者通知）、ＳＭＳ（参加者追加通知）及びＳＭＳ（参加者離脱通知）の送信
を要求するＳＭＳ送信要求をＳＩＰサーバ２００から受信する。
【０１００】
　ＳＭＳ情報生成部１０２は、ＳＭＳ送信要求受信部１０１によって受信されるＳＭＳ送
信要求に応じて、各移動局１０に送信するＳＭＳ情報を生成する。具体的には、ＳＭＳ情
報生成部１０２は、上述したアドレス登録要求（ＳＭＳ（登録要求））、ＳＭＳ（参加者
通知）、ＳＭＳ（参加者追加通知）及びＳＭＳ（参加者離脱通知）を生成する。
【０１０１】
　ここで、アドレス登録要求（ＳＭＳ（登録要求））は、初期グループに含まれる移動局
１０をそれぞれ識別する移動局識別情報を含む。また、ＳＭＳ（参加者通知）は、グルー
プ通話に参加した移動局１０を識別する移動局識別情報を含む。さらに、ＳＭＳ（参加者
追加通知）は、グループ通話に途中参加した移動局１０を識別する移動局識別情報を含む
。また、ＳＭＳ（参加者離脱通知）は、グループ通話から移動局１０が外れたことを示し
ており、例えば、グループ通話から外れた移動局１０を識別する移動局識別情報を含む。
【０１０２】
　ここで、ＳＭＳ（参加者通知）、ＳＭＳ（参加者追加通知）及びＳＭＳ（参加者離脱通
知）は、グループ通話を開始した時刻、発信側移動局を識別する移動局識別情報、初期指
定移動局リストなどのグループ識別情報を含む。
【０１０３】
　なお、ＳＭＳ情報生成部１０２は、後述する第３実施形態に示すように、グループ通話
で用いられるアプリケーションが変更されたことを示すＳＭＳ情報（ＳＭＳ（アプリケー
ション変更通知））を生成してもよい。また、ＳＭＳ情報生成部１０２は、後述する第４
実施形態に示すように、グループ通話への途中参加が禁止されたことを示すＳＭＳ情報（
ＳＭＳ（参加禁止通知））を生成してもよい。
【０１０４】
　ＳＭＳ情報送受信部１０３は、ＳＭＳ情報生成部１０２によって生成されたＳＭＳ情報
を回線交換ＮＷ３００を通じて移動局１０に送信する。例えば、ＳＭＳ情報送受信部１０
３は、ＳＭＳ情報生成部１０２によって生成されたアドレス登録要求（ＳＭＳ（登録要求
））を、初期グループに含まれる指定移動局に回線交換ＮＷ３００を通じて送信する。ま
た、ＳＭＳ情報送受信部１０３は、ＳＭＳ情報生成部１０２によって生成されたＳＭＳ（
参加者通知）、ＳＭＳ（参加者追加通知）及びＳＭＳ（参加者離脱通知）を未参加移動局
に送信する。
【０１０５】
（通信システムの動作）
　以下において、本発明の第１実施形態に係る通信システムの動作について、図面を参照
しながら説明する。図８～図１５は、本発明の第１実施形態に係る通信システムの動作を
示すシーケンス図である。
【０１０６】
　最初に、発信側移動局と発信側移動局によって指定された指定移動局のうち、発信側移
動局からの呼び出しに応答した移動局１０とを含むグループを初期グループとしてグルー
プ通話が開始するまでの動作について、図８～図１０を参照しながら説明する。
【０１０７】
　なお、第１実施形態では、上述したように、移動局１０ａが発信側移動局であり、移動
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局１０ｂ～移動局１０ｄが移動局１０ａによって指定された指定移動局である。
【０１０８】
　図８に示すように、ステップ１０において、移動局１０ａは、パケット交換ＮＷ４００
に接続されたＳＩＰサーバ２００にログインする。具体的には、移動局１０ａは、移動局
１０ａのアドレスをＳＩＰサーバ２００に登録する処理（アドレス登録）を行う。
【０１０９】
　ステップ１１において、移動局１０ａは、新たなグループ通話を開始するために、ＩＮ
ＶＩＴＥ（新規）をＳＩＰサーバ２００に送信する。ここで、ＩＮＶＩＴＥ（新規）は、
新たなグループ通話の開始を要求するＳＩＰ情報であり、移動局１０ａを識別する移動局
識別情報（例えば、電話番号）に加えて、移動局１０ｂ～移動局１０ｄをそれぞれ識別す
る移動局識別情報を含む。
【０１１０】
　ステップ１２において、ＳＩＰサーバ２００は、ＩＮＶＩＴＥ（新規）に応じて移動局
１０ｂ～移動局１０ｄの呼び出し処理を開始したことを示す暫定応答（１００Ｔｒｙｉｎ
ｇ）を移動局１０ａに送信する。
【０１１１】
　ステップ１３において、ＳＩＰサーバ２００は、ＳＩＰサーバ２００へのアドレス登録
を要求するアドレス登録要求（ＳＭＳ（登録要求））の送信を要求するＳＭＳ送信要求を
ＳＭＳサーバ１００に送信する。ここで、ＳＭＳ送信要求は、移動局１０ａ～移動局１０
ｄをそれそれ識別する移動局識別情報を含む。
【０１１２】
　ステップ１４ｂ～ステップ１４ｄにおいて、ＳＭＳサーバ１００は、ＳＩＰサーバ２０
０へのアドレス登録を要求するアドレス登録要求（ＳＭＳ（登録要求））を回線交換ＮＷ
３００を通じて移動局１０ｂ～移動局１０ｄに送信する。ここで、ＳＭＳ（登録要求）は
、移動局１０ａ～移動局１０ｄをそれそれ識別する移動局識別情報を含む。
【０１１３】
　ステップ１５ｂ～ステップ１５ｄにおいて、移動局１０ｂ～移動局１０ｄは、ＳＭＳ（
登録要求）に含まれる移動局識別情報を着信履歴（参加メンバー履歴及び初期指定移動局
リスト）として記憶する。
【０１１４】
　ステップ１６ｂ～ステップ１６ｄにおいて、移動局１０ｂ～移動局１０ｄは、パケット
交換ＮＷ４００に接続されたＳＩＰサーバ２００にログインする。具体的には、移動局１
０ｂ～移動局１０ｄは、移動局１０ｂ～移動局１０ｄのアドレスをＳＩＰサーバ２００に
登録する登録処理を行う。
【０１１５】
　ステップ１７ｂ～ステップ１７ｄにおいて、ＳＩＰサーバ２００は、移動局１０ａから
受信したＩＮＶＩＴＥ（新規）に応じて、移動局１０ｂ～移動局１０ｄを呼び出すために
、ＩＮＶＩＴＥ（新規）をパケット交換ＮＷ４００を通じて移動局１０ｂ～移動局１０ｄ
に送信する。
【０１１６】
　ステップ１８ｂ～ステップ１８ｄにおいて、移動局１０ｂ～移動局１０ｄは、ＩＮＶＩ
ＴＥ（新規）を着信したことを示す暫定応答（１００Ｔｒｙｉｎｇ）をＳＩＰサーバ２０
０に送信する。
【０１１７】
　続いて、図９に示すように、ステップ１９ｂ～ステップ１９ｄにおいて、移動局１０ｂ
～移動局１０ｄは、ＩＮＶＩＴＥ（新規）に応じて、着信処理を進めていることを示す暫
定応答（１８０ｒｉｎｇｉｎｇ）をＳＩＰサーバ２００に送信する。
【０１１８】
　ステップ２０ｂ～ステップ２０ｃにおいて、移動局１０ｂ～移動局１０ｃは、ＩＮＶＩ
ＴＥ（新規）に応答する。具体的には、移動局１０ｂ～移動局１０ｃのユーザは、移動局
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１０ａからの呼び出しに気づいて、応答キーなどを押下する応答処理を行う。一方、ステ
ップ２０ｄにおいて、移動局１０ｄは、ＩＮＶＩＴＥ（新規）に応答しない。具体的には
、移動局１０ｄのユーザは、移動局１０ａからの呼び出しに応じて、応答キーなどを押下
する応答処理を行わない。
【０１１９】
　ステップ２１において、ＳＩＰサーバ２００は、移動局１０ｂ～移動局１０ｄを呼び出
していることを示す暫定応答（１８０ｒｉｎｇｉｎｇ）を移動局１０ａに送信する。
【０１２０】
　ステップ２２ｂ～ステップ２２ｃにおいて、移動局１０ｂ～移動局１０ｃは、ＩＮＶＩ
ＴＥ（新規）に応答したことを示す応答成功（２００ＯＫ）をＳＩＰサーバ２００に送信
する。
【０１２１】
　ステップ２３において、ＳＩＰサーバ２００は、移動局１０ｂ～移動局１０ｄのうち、
いずれかの移動局１０がＩＮＶＩＴＥ（新規）に応答したことを示す応答成功（２００Ｏ
Ｋ）を移動局１０ａに送信する。
【０１２２】
　ステップ２４において、移動局１０ｄは、ＳＩＰサーバ２００へのアドレス登録を解除
するアドレス解除処理を行う。
【０１２３】
　ステップ２５ａにおいて、移動局１０ａは、新たなグループ通話を開始することが可能
であることを確認するためのＡＣＫをＳＩＰサーバ２００に送信する。同様に、ステップ
２５ｂ～ステップ２５ｃにおいて、ＳＩＰサーバ２００は、新たなグループ通話を開始す
ることが可能であることを確認するためのＡＣＫを移動局１０ｂ～移動局１０ｃに送信す
る。
【０１２４】
　ステップ２６ａ～ステップ２６ｃにおいて、ＳＩＰサーバ２００は、新たなグループ通
話に参加した移動局１０をそれぞれ識別する移動局識別情報（例えば、電話番号やＳＩＰ
アドレス）を含むＩＮＦＯ（参加者通知）を移動局１０ａ～移動局１０ｃに送信する。
【０１２５】
　ステップ２７ａ～ステップ２７ｃにおいて、移動局１０ａ～移動局１０ｃは、ＩＮＦＯ
（参加者通知）を受信したことを示す応答成功（２００ＯＫ）をＳＩＰサーバ２００に送
信する。
【０１２６】
　続いて、図１０に示すように、ステップ２８において、ＳＩＰサーバ２００は、グルー
プ通話に参加した移動局１０を識別する移動局識別情報を含むＳＭＳ（参加者通知）の送
信を要求するＳＭＳ送信要求をＳＭＳサーバ１００に送信する。
【０１２７】
　ステップ２９において、ＳＭＳサーバ１００は、グループ通話に参加した移動局１０を
識別する移動局識別情報を含むＳＭＳ（参加者通知）を移動局１０ｄに送信する。なお、
本実施形態では、ＳＭＳ（参加者通知）は、移動局１０ａ～移動局１０ｃをそれぞれ識別
する移動局識別情報を含む。
【０１２８】
　ステップ３０において、移動局１０ｄは、ステップ２９で受信したＳＭＳ（参加者通知
）に含まれる移動局識別情報に対応する着信履歴（参加状況）を更新する。
【０１２９】
　ステップ３１において、移動局１０ａ～移動局１０ｃは、移動局１０ａ～移動局１０ｃ
を参加メンバーとするグループ通話（ＭＳ１０ａ、ＭＳ１０ｂ、ＭＳ１０ｃ）を開始する
。
【０１３０】
　次に、移動局１０ａ～移動局１０ｃを参加メンバーとするグループ通話から移動局１０
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ｂが外れる場合の動作について、図１１を参照しながら説明する。なお、図１１は、図１
０に示したステップ３１に続く処理を示す図である。
【０１３１】
　図１０に示すように、ステップ３１において、移動局１０ａ～移動局１０ｃを参加メン
バーとするグループ通話（ＭＳ１０ａ、ＭＳ１０ｂ、ＭＳ１０ｃ）が継続している。
【０１３２】
　ステップ３２において、移動局１０ｂは、グループ通話から外れることを要求する離脱
要求（ＢＹＥ）をＳＩＰサーバ２００に送信する。
【０１３３】
　ステップ３３において、ＳＩＰサーバ２００は、離脱要求（ＢＹＥ）を受信したことを
示す成功応答（２００ＯＫ）を移動局１０ｂに送信する。
【０１３４】
　ステップ３４において、移動局１０ｂは、ＳＩＰサーバ２００へのアドレス登録を解除
するアドレス解除処理を行う。
【０１３５】
　ステップ３５において、移動局１０ｂは、グループ通話で用いられるアプリケーション
などを終了して、グループ通話を終了する。
【０１３６】
　ステップ３６ａ及びステップ３６ｃにおいて、ＳＩＰサーバ２００は、グループ通話に
参加する移動局１０が更新されたことを示すＩＮＦＯ（参加者更新通知）を移動局１０ａ
及び移動局１０ｃに送信する。なお、ＩＮＦＯ（参加者更新通知）は、移動局１０ｂがグ
ループ通話から外れたことを示す情報などである。
【０１３７】
　ステップ３７ａ及びステップ３７ｃにおいて、移動局１０ａ及び移動局１０ｃは、ＩＮ
ＦＯ（参加者更新通知）を受信したことを示す応答成功（２００ＯＫ）をＳＩＰサーバ２
００に送信する。
【０１３８】
　ステップ３８において、ＳＩＰサーバ２００は、グループ通話から移動局１０が外れた
ことを示すＳＭＳ（参加者離脱通知）の送信を要求するＳＭＳ送信要求をＳＭＳサーバ１
００に送信する。
【０１３９】
　ステップ３９において、ＳＭＳサーバ１００は、グループ通話から移動局１０が外れた
ことを示すＳＭＳ（参加者離脱通知）を移動局１０ｄに送信する。ここで、ＳＭＳ（参加
者離脱通知）は、グループ通話から移動局１０ｂが外れたことを示す情報であり、例えば
、移動局１０ｂを識別する移動局識別情報を含む。
【０１４０】
　ステップ４０において、移動局１０ｄは、ステップ３９で受信したＳＭＳ（参加者離脱
通知）に基づいて、メモリ１９に記憶された着信履歴（参加状況）を更新する。具体的に
は、移動局１０ｄは、移動局１０ｂを識別する移動局識別情報に対応する着信履歴（参加
状況）を「通話中」から「切断」に更新する。
【０１４１】
　ステップ４１において、移動局１０ａ及び移動局１０ｃは、移動局１０ａ及び移動局１
０ｃを参加メンバーとするグループ通話（ＭＳ１０ａ、ＭＳ１０ｃ）を継続する。
【０１４２】
　次に、移動局１０ａ及び移動局１０ｃを参加メンバーとするグループ通話に移動局１０
ｅが移動局１０ａから誘われて途中参加する場合の動作について、図１２及び図１３を参
照しながら説明する。なお、図１２は、図１１に示したステップ４１に続く処理を示す図
である。
【０１４３】
　図１２に示すように、ステップ４１において、移動局１０ａ及び移動局１０ｃを参加メ
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ンバーとするグループ通話（ＭＳ１０ａ、ＭＳ１０ｃ）が継続している。
【０１４４】
　ステップ４２において、移動局１０ａは、移動局１０ｅをグループ通話に誘うＳＩＰ情
報（ＩＮＦＯ（お誘い））をパケット交換ＮＷ４００を通じてＳＩＰサーバ２００に送信
する。ここで、ＩＮＦＯ（お誘い）は、移動局１０ｅを識別する移動局識別情報（例えば
、電話番号）を含む。
【０１４５】
　ステップ４２ａにおいて、ＳＩＰサーバ２００は、移動局１０ｅをグループ通話に誘う
ＳＩＰ情報（ＩＮＦＯ（お誘い））を受信したことを示す受信成功（２００ＯＫ）を移動
局１０ａに送信する。
【０１４６】
　ステップ４３において、ＳＩＰサーバ２００は、ＳＩＰサーバ２００へのアドレス登録
を要求するアドレス登録要求（ＳＭＳ（登録要求））の送信を要求するＳＭＳ送信要求を
ＳＭＳサーバ１００に送信する。ここで、ＳＭＳ送信要求は、移動局１０ａ、移動局１０
ｃ及び移動局１０ｅをそれぞれ識別する移動局識別情報を含む。なお、ＳＭＳ送信要求は
、初期指定移動局リストに含まれる移動局１０（移動局１０ａ～移動局１０ｄ）をそれぞ
れ識別する移動局識別情報を含んでいてもよい。
【０１４７】
　ステップ４４において、ＳＭＳサーバ１００は、ＳＩＰサーバ２００へのアドレス登録
を要求するアドレス登録要求（ＳＭＳ（登録要求））を回線交換ＮＷ３００を通じて移動
局１０ｅに送信する。ここで、ＳＭＳ（登録要求）は、移動局１０ａ、移動局１０ｃ及び
移動局１０ｅをそれぞれ識別する移動局識別情報を含む。なお、ＳＭＳ（登録要求）は、
初期指定移動局リストに含まれる移動局１０（移動局１０ａ～移動局１０ｄ）をそれぞれ
識別する移動局識別情報を含んでいてもよい。
【０１４８】
　ステップ４５において、移動局１０ｅは、ＳＭＳ（登録要求）に含まれる移動局識別情
報を着信履歴として記憶する。
【０１４９】
　ステップ４６において、移動局１０ｅは、パケット交換ＮＷ４００に接続されたＳＩＰ
サーバ２００にログインする。具体的には、移動局１０ｅは、移動局１０ｅのアドレスを
ＳＩＰサーバ２００に登録する登録処理を行う。
【０１５０】
　ステップ４７において、ＳＩＰサーバ２００は、移動局１０ａから受信したＳＩＰ情報
（ＩＮＦＯ（お誘い））に応じて、移動局１０ｅを呼び出すために、ＩＮＦＯ（お誘い）
を移動局１０ｅに送信する。
【０１５１】
　ステップ４８において、移動局１０ｅは、ＩＮＦＯ（お誘い）を着信したことを示す暫
定応答（１００Ｔｒｙｉｎｇ）をＳＩＰサーバ２００に送信する。
【０１５２】
　ステップ４９において、移動局１０ｅは、ＩＮＦＯ（お誘い）に応じて、着信処理を進
めていることを示す暫定応答（１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ）をＳＩＰサーバ２００に送信する
。
【０１５３】
　ステップ５０において、移動局１０ｅは、ＩＮＦＯ（お誘い）に応答する。具体的には
、移動局１０ｅのユーザは、移動局１０ａからの呼び出しに気づいて、応答キーなどを押
下する応答処理を行う。
【０１５４】
　ステップ５１において、移動局１０ｅは、ＩＮＦＯ（お誘い）に応答したことを示す応
答成功（２００ＯＫ）をＳＩＰサーバ２００に送信する。
【０１５５】
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　ステップ５３ａ及びステップ５３ｃにおいて、ＳＩＰサーバ２００は、グループ通話に
参加する移動局１０が更新されたことを示すＩＮＦＯ（参加者更新通知）を移動局１０ａ
及び移動局１０ｃに送信する。なお、ＩＮＦＯ（参加者更新通知）は、移動局１０ｅがグ
ループ通話に途中参加したことを示す情報（移動局１０ｅを識別する移動局識別情報（電
話番号やＳＩＰアドレス））などである。
【０１５６】
　ステップ５４ａ及びステップ５４ｃにおいて、移動局１０ａ及び移動局１０ｃは、ＩＮ
ＦＯ（参加者更新通知）を受信したことを示す応答成功（２００ＯＫ）をＳＩＰサーバ２
００に送信する。
【０１５７】
　ステップ５３ｅにおいて、ＳＩＰサーバ２００は、グループ通話に参加した移動局１０
をそれぞれ識別する移動局識別情報（例えば、電話番号やＳＩＰアドレス）を含むＩＮＦ
Ｏ（参加者通知）を移動局１０ｅに送信する。
【０１５８】
　ステップ５４ｅにおいて、移動局１０ｅは、ＩＮＦＯ（参加者通知）を受信したことを
示す応答成功（２００ＯＫ）をＳＩＰサーバ２００に送信する。
【０１５９】
　続いて、図１３に示すように、ステップ５５において、ＳＩＰサーバ２００は、グルー
プ通話に途中参加した移動局１０を識別する移動局識別情報を含むＳＭＳ（参加者追加通
知）の送信を要求するＳＭＳ送信要求をＳＭＳサーバ１００に送信する。
【０１６０】
　ステップ５６において、ＳＭＳサーバ１００は、グループ通話に途中参加した移動局１
０を識別する移動局識別情報を含むＳＭＳ（参加者追加通知）を移動局１０ｄに送信する
。ここで、ＳＭＳ（参加者追加通知）は、グループ通話に移動局１０ｅが途中参加したこ
とを示す情報であり、例えば、移動局１０ｅを識別する移動局識別情報を含む。
【０１６１】
　ステップ５７において、移動局１０ｄは、ステップ５６で受信したＳＭＳ（参加者追加
通知）に含まれる移動局識別情報をメモリ１９に記憶された着信履歴（参加メンバー履歴
）に追加する。具体的には、移動局１０ｄは、移動局１０ｅを識別する移動局識別情報を
着信履歴（参加メンバー履歴）に追加するとともに、移動局１０ｅを識別する移動局識別
情報に対応する着信履歴（参加状況）を「通話中」に更新する。
【０１６２】
　ステップ５８において、移動局１０ａ、移動局１０ｃ及び移動局１０ｅは、移動局１０
ａ、移動局１０ｃ及び移動局１０ｅを参加メンバーとするグループ通話（ＭＳ１０ａ、Ｍ
Ｓ１０ｃ、ＭＳ１０ｅ）を開始する。
【０１６３】
　次に、移動局１０ａ、移動局１０ｃ及び移動局１０ｅを参加メンバーとするグループ通
話（ＭＳ１０ａ、ＭＳ１０ｃ、ＭＳ１０ｅ）に、初期指定移動局リストに含まれる移動局
１０ｄが途中参加することが可能である場合の動作について、図１４を参照しながら説明
する。なお、図１４は、図１３に示したステップ５８に続く処理を示す図である。
【０１６４】
　図１４に示すように、ステップ５８において、移動局１０ａ、移動局１０ｃ及び移動局
１０ｅを参加メンバーとするグループ通話が継続している。
【０１６５】
　ステップ６０において、移動局１０ｄは、グループ通話に途中参加するために、途中参
加処理を行う。具体的には、移動局１０ｄのユーザは、メモリ１９に記憶された着信履歴
の中から所望のグループ通話を選択して、発呼キーなどを押下する処理を行う。
【０１６６】
　ステップ６１において、移動局１０ｄは、パケット交換ＮＷ４００に接続されたＳＩＰ
サーバ２００にログインする。具体的には、移動局１０ｄは、移動局１０ｄのアドレスを
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ＳＩＰサーバ２００に登録する処理（登録処理）を行う。
【０１６７】
　ステップ６２において、移動局１０ｄは、ステップ６０で選択された所望のグループ通
話に参加することを要求するＩＮＶＩＴＥ（途中参加）をパケット交換ＮＷ４００を通じ
てＳＩＰサーバ２００に送信する。ここで、ＩＮＶＩＴＥ（途中参加）は、所望のグルー
プ通話に参加している移動局１０（移動局１０ａ、移動局１０ｃ及び移動局１０ｅ）を識
別する移動局識別情報を含む。なお、所望のグループ通話に参加している移動局１０を識
別する移動局識別情報は、上述したように、メモリ１９に記憶された着信履歴（参加状況
）が「通話中」である移動局識別情報である。
【０１６８】
　ステップ６３において、ＳＩＰサーバ２００は、ＩＮＶＩＴＥ（途中参加）に含まれる
移動局識別情報に対応するグループ通話への途中参加が可能であるか否かを判定する。具
体的には、ＳＩＰサーバ２００は、移動局識別情報に対応するグループ通話が継続してい
る場合には、移動局１０ｄの途中参加が可能であると判定する。一方、ＳＩＰサーバ２０
０は、移動局識別情報に対応するグループ通話が終了している場合には、移動局１０ｄの
途中参加が不可能であると判定する。なお、図１４では、移動局１０ａ、移動局１０ｃ及
び移動局１０ｅを参加メンバーとするグループ通話が継続しているため、移動局１０ｄの
途中参加が可能であると判定する。
【０１６９】
　ステップ６４において、ＳＩＰサーバ２００は、ＩＮＶＩＴＥ（途中参加）に応じて、
移動局１０ｄの途中参加処理を開始したことを示す暫定応答（１００Ｔｒｙｉｎｇ）を移
動局１０ｄに送信する。
【０１７０】
　ステップ６５において、ＳＩＰサーバ２００は、移動局１０ａを呼び出していることを
示す暫定応答（１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ）を移動局１０ｄに送信する。
【０１７１】
　ステップ６６において、ＳＩＰサーバ２００は、グループ通話に参加する移動局１０が
更新されたことを示すＩＮＦＯ（参加者更新通知）を移動局１０ａに送信する。なお、Ｉ
ＮＦＯ（参加者更新通知）は、移動局１０ｄがグループ通話に途中参加したことを示す情
報（移動局１０ｄを識別する移動局識別情報）などである。
【０１７２】
　ステップ６７において、移動局１０ａは、ＩＮＦＯ（参加者更新通知）を受信したこと
を示す応答成功（２００ＯＫ）をＳＩＰサーバ２００に送信する。
【０１７３】
　ステップ６８において、ＳＩＰサーバ２００は、移動局１０ｄの途中参加が認められた
ことを示す応答成功（２００ＯＫ）を移動局１０ｄに送信する。
【０１７４】
　ステップ６９ｃ及びステップ６９ｅにおいて、ＳＩＰサーバ２００は、グループ通話に
参加する移動局１０が更新されたことを示すＩＮＦＯ（参加者更新通知）を移動局１０ｃ
及び移動局１０ｅに送信する。また、ステップ６９ｄにおいて、ＳＩＰサーバ２００は、
グループ通話に参加する移動局１０をそれぞれ識別する移動局識別情報（例えば、電話番
号やＳＩＰアドレス）を含むＩＮＦＯ（参加者通知）を移動局１０ｄに送信する。
【０１７５】
　ステップ７０ｃ及びステップ７０ｅにおいて、移動局１０ｃ及び移動局１０ｅは、ＩＮ
ＦＯ（参加者更新通知）を受信したことを示す応答成功（２００ＯＫ）をＳＩＰサーバ２
００に送信する。また、ステップ７０ｄにおいて、移動局１０ｄは、ＩＮＦＯ（参加者通
知）を受信したことを示す応答成功（２００ＯＫ）をＳＩＰサーバ２００に送信する。
【０１７６】
　ステップ７１において、移動局１０ａ、移動局１０ｃ、移動局１０ｄ及び移動局１０ｅ
は、移動局１０ａ、移動局１０ｃ、移動局１０ｄ及び移動局１０ｅを参加メンバーとする
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グループ通話を開始する。
【０１７７】
　最後に、移動局１０ａ、移動局１０ｃ及び移動局１０ｅを参加メンバーとするグループ
通話（ＭＳ１０ａ、ＭＳ１０ｃ、ＭＳ１０ｅ）に、初期指定移動局リストに含まれる移動
局１０ｄが途中参加することが不可能である場合の動作について、図１５を参照しながら
説明する。なお、図１５は、図１３に示したステップ５８に続く処理を示す図である。
【０１７８】
　図１５に示すように、ステップ５８ａにおいて、移動局１０ａ、移動局１０ｃ及び移動
局１０ｅを参加メンバーとするグループ通話（ＭＳ１０ａ、ＭＳ１０ｃ、ＭＳ１０ｅ）が
終了する。
【０１７９】
　ステップ８０において、移動局１０ｄは、ステップ６０と同様に、グループ通話に途中
参加するために、途中参加処理を行う。具体的には、移動局１０ｄのユーザは、メモリ１
９に記憶された着信履歴の中から所望のグループ通話を選択して、発呼キーなどを押下す
る処理を行う。
【０１８０】
　ステップ８１において、移動局１０ｄは、移動局１０ａ、移動局１０ｃ及び移動局１０
ｅを参加メンバーとするグループ通話（ＭＳ１０ａ、ＭＳ１０ｃ、ＭＳ１０ｅ）が終了し
てしまっているため、ステップ８０で選択された所望のグループ通話への途中参加を禁止
する途中参加禁止処理を行う。具体的には、移動局１０ｄは、所望のグループ通話に対応
する禁止フラグを“１（ｉｎｖａｌｉｄ）”に更新する。
【０１８１】
　なお、移動局１０ｄは、メモリ１９に記憶された着信履歴（参加状況）を参照して、所
望のグループ通話に参加している移動局１０が存在しない場合には、所望のグループ通話
が終了していると判定する。
【０１８２】
　ステップ８２において、移動局１０ｄは、移動局１０ｄの途中参加が不可能であること
を示す情報を表示する。具体的には、移動局１０ｄは、「グループ通話が終了しているた
め、新たなグループ通話を開始しますか？」などといった情報を表示する。
【０１８３】
　このように、移動局１０ｄは、途中参加が禁止されたグループ通話を行っていた移動局
１０を指定して新たなグループ通話を開始するか否かを移動局１０ｄのユーザに選択させ
るための表示を行うことも可能である。なお、図１５では、移動局１０ｄのユーザが新た
なグループ通話を開始することを選択した場合についてさらに説明する。
【０１８４】
　ステップ８３において、移動局１０ｄは、ステップ８０で選択された所望のグループ通
話を行っていた移動局１０を初期指定移動局として、新たなグループ通話を開始する。具
体的には、移動局１０ｄのユーザは、メモリ１９に記憶された着信履歴（参加メンバー履
歴）の中から発信側移動局として移動局１０を指定して、発呼キーなどを押下する処理を
行う。
【０１８５】
　ステップ８４において、移動局１０ｄは、新たなグループ通話を開始するために、ＩＮ
ＶＩＴＥ（新規）をパケット交換ＮＷ４００を通じてＳＩＰサーバ２００に送信する。こ
こで、ＩＮＶＩＴＥ（新規）は、新たなグループ通話の開始を要求するＳＩＰ情報であり
、移動局１０ｄを識別する移動局識別情報（例えば、電話番号）に加えて、ステップ８３
で指定された移動局１０をそれぞれ識別する移動局識別情報を含む。
【０１８６】
　なお、新たなグループ通話を開始する処理は、図８に示した処理と同様であるため、ス
テップ８４以降の処理の説明については省略する。
【０１８７】
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（作用及び効果）
　本発明の第１実施形態に係る移動局１０によれば、移動局１０は、グループ通話に途中
参加する場合には、所望のグループ通話に参加している移動局１０を識別する移動局識別
情報を含むＩＮＶＩＴＥ（途中参加）をＳＩＰサーバ２００に送信する。
【０１８８】
　ここで、移動局１０は複数のグループ通話に同時に参加することができないため、同一
の初期指定移動局リストが指定されて開始された複数のグループ通話が継続している場合
であっても、グループ通話に参加している移動局１０を識別する移動局識別情報によって
所望のグループ通話が特定される。
【０１８９】
　すなわち、移動局１０は、同一の初期移動局リストが指定されて開始された複数のグル
ープ通話が継続している場合であっても、所望のグループ通話に参加している移動局１０
を識別する移動局識別情報によって所望のグループ通話を特定することができる。従って
、移動局１０は、所望のグループ通話に参加するしている移動局１０から誘われることな
く、自ら所望のグループ通話に容易に途中参加することができる。
【０１９０】
　特に、発信側移動局からの呼び出し（ＩＮＶＩＴＥ（新規））にユーザが気づかなかっ
た場合であっても、所望のグループ通話に容易に途中参加できるため、ユーザの利便性が
向上する。
【０１９１】
　また、本発明の第１実施形態に係る移動局１０によれば、移動局１０は、回線交換ＮＷ
３００を通じてＳＭＳサーバ１００から受信するＳＭＳ情報（ＳＭＳ（参加者通知）、Ｓ
ＭＳ（参加者追加通知）、ＳＭＳ（参加者離脱通知）によって、グループ通話に参加して
いる移動局１０を識別する移動局識別情報を取得する。
【０１９２】
　従って、パケット交換ＮＷ４００に含まれる基地局４０によって管理されるセクタ内に
移動局１０が在圏していない場合であっても、回線交換ＮＷ３００に含まれる基地局３０
によって管理されるセクタ内に在圏していれば、グループ通話に参加している移動局１０
を識別する移動局識別情報を取得することができる。すなわち、パケット交換ＮＷ４００
を通じてグループ通話に参加している移動局１０を識別する移動局識別情報を取得する場
合に比べて、グループ通話に参加している移動局１０を識別する移動局識別情報を取得す
る可能性を向上することができる。
【０１９３】
　この結果、移動局１０は、パケット交換ＮＷ４００に含まれる基地局４０によって管理
されるセクタ内に在圏するようになった際に、所望のグループ通話にすぐに途中参加でき
、ユーザの利便性が向上する。
【０１９４】
　さらに、本発明の第１実施形態に係る移動局１０によれば、移動局１０は、所望のグル
ープ通話が終了している場合に、所望のグループ通話への途中参加を禁止する。
【０１９５】
　従って、既に終了してしまっているグループ通話に途中参加するために、ＩＮＶＩＴＥ
（途中参加）が無駄に送信されることを防ぐことができ、ネットワーク資源の有効活用を
図ることができる。
【０１９６】
　また、本発明の第１実施形態に係る移動局１０によれば、移動局１０は、所望のグルー
プ通話への途中参加が禁止されている場合に、所望のグループ通話を行っていた移動局１
０を指定して新たなグループ通話を開始するか否かをユーザに選択させるための表示を行
う。
【０１９７】
　従って、ユーザは、所望のグループ通話が終了してしまっている場合であっても、所望
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のグループ通話を行っていた移動局１０を指定して、新たなグループ通話を容易に開始す
ることができ、ユーザの利便性が向上する。
【０１９８】
［第２実施形態］
　以下において、本発明の第２実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、
以下においては、上述した第１実施形態と第２実施形態との相違点について主として説明
する。
【０１９９】
　具体的には、上述した第１実施形態では、移動局１０ｄは、移動局１０ａからの呼び出
しに応答しなかったため、グループ通話に参加していなかった。これに対して、第２実施
形態では、移動局１０ｄは、移動局１０ａからの呼び出しを着信することができなかった
ため、グループ通話に参加することができない。
【０２００】
（通信システムの動作）
　以下において、本発明の第２実施形態に係る通信システムの動作について、図面を参照
しながら説明する。図１６は、本発明の第２実施形態に係る通信システムの動作を示すシ
ーケンス図である。なお、図１６では、図８に示す処理と同様の処理については同一のス
テップ番号を付している。従って、以下においては、図８と同様の処理の説明については
省略する。
【０２０１】
　図１６に示すように、ステップ１７ｎにおいて、移動局１０ｄは、パケット交換ＮＷ４
００に接続されたＳＩＰサーバ２００に移動局１０ｄのアドレスを登録する登録処理を行
うが、登録処理に失敗する。例えば、パケット交換ＮＷ４００に含まれる基地局４０によ
って管理されるセクタ内に移動局１０ｄが在圏していない場合には、移動局１０ｄは、登
録処理に失敗する。
【０２０２】
［第３実施形態］
　以下において、本発明の第３実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、
以下においては、上述した第１実施形態と第３実施形態との相違点について主として説明
する。
【０２０３】
　具体的には、上述した第１実施形態では、グループ通話で用いられるアプリケーション
については特に触れていない。これに対して、第２実施形態では、グループ通話で用いら
れるアプリケーションがアプリケーション１（変更前アプリケーション）からアプリケー
ション２（変更後アプリケーション）に変更される。
【０２０４】
（通信システムの動作）
　以下において、本発明の第３実施形態に係る通信システムの動作について、図面を参照
しながら説明する。図１７は、本発明の第３実施形態に係る通信システムの動作を示すシ
ーケンス図である。なお、図１７は、図１３に示したステップ５８に続く処理である。
【０２０５】
　図１７に示すように、ステップ５８において、移動局１０ａ、移動局１０ｃ及び移動局
１０ｅを参加メンバーとするグループ通話が継続している。また、グループ通話では、ア
プリケーション１（例えば、ＩＰ－ＴＶ）が用いられている。
【０２０６】
　ここで、ＩＰ－ＴＶは、上述したように、音声信号及び映像信号を送受信可能なグルー
プ通話アプリケーションである。
【０２０７】
　ステップ１００において、移動局１０ａは、グループ通話で用いられるアプリケーショ
ンをアプリケーション１からアプリケーション２（例えば、ＰＴＴ（Ｐｕｓｈ－Ｔｏ－Ｔ
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ａｌｋ）に変更することを要求するＩＮＦＯ（アプリケーション変更要求）をＳＩＰサー
バ２００に送信する。
【０２０８】
　ここで、ＰＴＴは、上述したように、音声信号のみを送受信可能なグループ通話アプリ
ケーションである。
【０２０９】
　アプリケーションが変更されるケースとしては、ＩＰ－ＴＶでグループ通話を行ってい
る場合に、電波状況の悪化によって、映像信号の受信強度が所定の閾値よりも小さくなる
ケースなどが想定される。このようなケースでは、映像信号よりも信号量が少ない音声信
号を用いるＰＴＴにアプリケーションが変更される。
【０２１０】
　また、アプリケーションが変更されるケースとしては、ＰＴＴでグループ通話を行って
いる場合に、電波状況の改善によって、音声信号の受信強度が所定の閾値よりも大きくな
るケースなども想定される。このようなケースでは、音声信号よりも信号量が多い映像信
号を用いるＩＰ－ＴＶにアプリケーションが変更される。
【０２１１】
　なお、グループ通話で用いられるアプリケーションは、ユーザのニーズに応じて変更さ
れてもよいことは勿論である。
【０２１２】
　ステップ１０１ｃ及びステップ１０１ｅにおいて、ＳＩＰサーバ２００は、移動局１０
ａから受信したＩＮＦＯ（アプリケーション変更要求）を移動局１０ｃ及び移動局１０ｅ
に送信する。
【０２１３】
　ステップ１０２ｃ及びステップ１０２ｅにおいて、移動局１０ｃ及び移動局１０ｅは、
ＩＮＦＯ（アプリケーション変更要求）を受信したことを示す応答成功（２００ＯＫ）を
ＳＩＰサーバ２００に送信する。
【０２１４】
　ステップ１０３において、ＳＩＰサーバ２００は、移動局１０ｃ及び移動局１０ｅがＩ
ＮＦＯ（アプリケーション変更要求）を受信したことを示す応答成功（２００ＯＫ）を移
動局１０ａに送信する。
【０２１５】
　ステップ１０４において、移動局１０ａは、アプリケーション１の終了を要求する終了
要求（ＢＹＥ）をＳＩＰサーバ２００に送信する。
【０２１６】
　ステップ１０５ｃ及びステップ１０５ｅにおいて、ＳＩＰサーバ２００は、アプリケー
ション１の終了を要求する終了要求（ＢＹＥ）を移動局１０ｃ及び移動局１０ｅに送信す
る。
【０２１７】
　ステップ１０６ｃ及びステップ１０６ｅにおいて、移動局１０ｃ及び移動局１０ｅは、
終了要求（ＢＹＥ）を受信したことを示す応答成功（２００ＯＫ）をＳＩＰサーバ２００
に送信する。
【０２１８】
　ステップ１０７において、ＳＩＰサーバ２００は、移動局１０ｃ及び移動局１０ｅがア
プリケーション１を終了したことを示す応答成功（２００ＯＫ）を移動局１０ａに送信す
る。
【０２１９】
　ステップ１０８において、ＳＩＰサーバ２００は、グループ通話で用いられるアプリケ
ーションがアプリケーション１からアプリケーション２に変更されたことを通知するＳＭ
Ｓ情報（ＳＭＳ（アプリケーション変更通知））の送信を要求するＳＭＳ送信要求をＳＭ
Ｓサーバ１００に送信する。
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【０２２０】
　ステップ１０９において、ＳＭＳサーバ１００は、グループ通話で用いられるアプリケ
ーションがアプリケーション１からアプリケーション２に変更されたことを通知するＳＭ
Ｓ（アプリケーション変更通知）を回線交換ＮＷ３００を通じて移動局１０ｄに送信する
。ここで、ＳＭＳ（アプリケーション変更通知）は、アプリケーション２を特定するアプ
リケーション情報を含むＳＭＳ情報である。
【０２２１】
　ステップ１１０において、移動局１０ｄは、メモリ１９に記憶された着信履歴を更新す
る。具体的には、移動局１０ｄは、着信履歴として記憶しているグループ通話で用いられ
るアプリケーションをアプリケーション１からアプリケーション２に更新する。
【０２２２】
　ステップ１１１において、移動局１０ａ、移動局１０ｃ及び移動局１０ｅは、アプリケ
ーション２のセットアップ処理を行う。
【０２２３】
　ステップ１１２において、移動局１０ａ、移動局１０ｃ及び移動局１０ｅは、アプリケ
ーション２を用いてグループ通話（ＭＳ１０ａ、ＭＳ１０ｃ、ＭＳ１０ｅ）を開始する。
グループ通話の参加メンバーは、ステップ５８と同様に移動局１０ａ、移動局１０ｃ及び
移動局１０ｅである。
【０２２４】
　なお、移動局１０ｄは、グループ通話に途中参加する場合に、メモリ１９に記憶された
着信履歴を参照して、グループ通話で用いられるアプリケーションを選択する。また、移
動局１０ｄがグループ通話に途中参加する処理は、上述した図１４及び図１５と同様であ
るため、この処理の説明については省略する。
【０２２５】
（作用及び効果）
　本発明の第３実施形態に係る移動局１０によれば、移動局１０は、自移動局が参加して
いないグループ通話で用いられるアプリケーションが変更されたことを示すＳＭＳ情報（
ＳＭＳ（アプリケーション変更通知））を回線交換ＮＷ３００を通じて受信する。すなわ
ち、移動局１０は、ＩＮＶＩＴＥ（途中参加）をＳＩＰサーバ２００に送信する前に、Ｓ
ＭＳ情報（ＳＭＳ（アプリケーション変更通知））を受信し、受信したＳＭＳ（アプリケ
ーション変更通知）に基づいて着信履歴を更新する。
【０２２６】
　従って、移動局１０は、ＩＮＶＩＴＥ（途中参加）をＳＩＰサーバ２００に送信する際
に、適切なアプリケーションでグループ通話への途中参加を要求することができる。すな
わち、グループ通話で用いられているアプリケーションと異なるアプリケーションでグル
ープ通話に途中参加しようとして、グループ通話への途中参加が拒否されることを防止す
ることができる。
【０２２７】
［第４実施形態］
　以下において、本発明の第４実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、
以下においては、上述した第１実施形態と第４実施形態との相違点について主として説明
する。
【０２２８】
　具体的には、上述した第１実施形態では、移動局１０ｄの途中参加が移動局１０ａ（発
信側移動局）によって特に禁止されていない。これに対して、第４実施形態では、移動局
１０ｄの途中参加が移動局１０ａ（発信側移動局）によって禁止される。
（通信システムの動作）
　以下において、本発明の第４実施形態に係る通信システムの動作について、図面を参照
しながら説明する。図１８は、本発明の第４実施形態に係る通信システムの動作を示すシ
ーケンス図である。なお、図１８は、図１３に示したステップ５８に続く処理である。
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【０２２９】
　図１８に示すように、ステップ５８において、移動局１０ａ、移動局１０ｃ及び移動局
１０ｅを参加メンバーとするグループ通話が継続している。
【０２３０】
　ステップ１２０において、移動局１０ａは、移動局１０ｄの途中参加を禁止することを
示すＩＮＦＯ（参加禁止通知）をＳＩＰサーバ２００に送信する。
【０２３１】
　ステップ１２１において、ＳＩＰサーバ２００は、ＩＮＦＯ（参加禁止通知）を受信し
たことを示す応答成功（２００ＯＫ）を移動局１０ａに送信する。
【０２３２】
　ステップ１２２ｃ及びステップ１２２ｅにおいて、ＳＩＰサーバ２００は、移動局１０
ｄの途中参加を禁止することを示すＩＮＦＯ（参加禁止通知）を移動局１０ｃ及び移動局
１０ｅに送信する。
【０２３３】
　ステップ１２３ｃ及びステップ１２３ｅにおいて、移動局１０ｃ及び移動局１０ｅは、
ＩＮＦＯ（参加禁止通知）を受信したことを示す応答成功（２００ＯＫ）をＳＩＰサーバ
２００に送信する。
【０２３４】
　ステップ１２４において、ＳＩＰサーバ２００は、グループ通話への途中参加が禁止さ
れたことを示すＳＭＳ情報（ＳＭＳ（参加禁止通知））の送信を要求するＳＭＳ送信要求
をＳＭＳサーバ１００に送信する。
【０２３５】
　ステップ１２５において、ＳＭＳサーバ１００は、グループ通話への途中参加が禁止さ
れたことを示すＳＭＳ（参加禁止通知）を回線交換ＮＷ３００を通じて移動局１０ｄに送
信する。
【０２３６】
　ステップ１２６において、移動局１０ｄは、グループ通話に途中参加するために、途中
参加処理を行う。具体的には、移動局１０ｄのユーザは、メモリ１９に記憶された着信履
歴の中から所望のグループ通話を選択して、発呼キーなどを押下する処理を行う。
【０２３７】
　ステップ１２７において、移動局１０ｄは、所望のグループ通話への途中参加が禁止さ
れていることを示す情報を表示する。例えば、移動局１０ｄは、「グループ通話への途中
参加が禁止されています」などといった情報を表示する。
【０２３８】
　ステップ１２８において、移動局１０ｄは、ステップ１２６で選択された所望のグルー
プ通話への途中参加を禁止する途中参加禁止処理を行う。具体的には、移動局１０ｄは、
所望のグループ通話に対応付けられた禁止フラグを“１（ｉｎｖａｌｉｄ）”に更新する
。
【０２３９】
（作用及び効果）
　本発明の第４実施形態に係る移動局１０によれば、移動局１０は、グループ通話への途
中参加が禁止されたことを示すＳＭＳ情報（ＳＭＳ（参加禁止通知））を回線交換ＮＷ３
００を通じて受信する。すなわち、移動局１０は、ＩＮＶＩＴＥ（途中参加）を受信する
前に、ＳＭＳ情報（ＳＭＳ（参加禁止通知））を受信する。
【０２４０】
　従って、他の移動局１０によって参加が禁止されたグループ通話に途中参加するために
、ＩＮＶＩＴＥ（途中参加）が無駄に送信されることを防ぐことができ、ネットワーク資
源の有効活用を図ることができる。
【０２４１】
［その他の実施形態］
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　本発明は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は
、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な
代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【０２４２】
　例えば、上述した第１実施形態では、ＳＭＳサーバ１００とＳＩＰサーバ２００とが別
々なサーバであるものとして説明したが、これに限定されるものではない。具体的には、
回線交換ＮＷ３００及びパケット交換ＮＷ４００の両方に接続された一のネットワークサ
ーバが、ＳＭＳサーバ１００の機能及びＳＩＰサーバ２００の機能を併せ持っていてもよ
い。
【０２４３】
　また、上述した第１実施形態では、通信システムに設けられたサーバは、ＳＭＳサーバ
１００及びＳＩＰサーバ２００であるが、これに限定されるものではない。具体的には、
通信システムは、ＳＭＳサーバ１００及びＳＩＰサーバ２００に加えて、グループ通話を
管理するグループ通話管理サーバを有していてもよい。この場合には、ＳＩＰサーバ２０
０に設けられたグループ通話管理ＤＢ２０３は、グループ通話管理サーバに設けられてい
てもよい。
【０２４４】
　さらに、上述した第４実施形態では、グループ通話の開始を要求した移動局１０ａ（発
信側移動局）が、グループ通話への途中参加を禁止することを示すＳＩＰ情報（ＩＮＦＯ
（参加禁止通知））を送信するが、これに限定されるものではない。具体的には、グルー
プ通話に参加する他の移動局１０がＳＩＰ情報（ＩＮＦＯ（参加禁止通知））を送信して
もよい。
【図面の簡単な説明】
【０２４５】
【図１】本発明の第１実施形態に係る通信システムの構成を示す図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る移動局１０の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係るＣＰＵ２０の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係るメモリ１９に記憶された着信履歴の一例を示す図で
ある。
【図５】本発明の第１実施形態に係るＳＩＰサーバ２００の構成を示すブロック図である
。
【図６】本発明の第１実施形態に係るグループ通話管理ＤＢ２０３に記憶された管理情報
の一例を示す図である。
【図７】本発明の第１実施形態に係るＳＭＳサーバ１００の構成を示すブロック図である
。
【図８】本発明の第１実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である（そ
の１）。
【図９】本発明の第１実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である（そ
の２）。
【図１０】本発明の第１実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である（
その３）。
【図１１】本発明の第１実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である（
その４）。
【図１２】本発明の第１実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である（
その５）。
【図１３】本発明の第１実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である（
その６）。
【図１４】本発明の第１実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である（
その７）。
【図１５】本発明の第１実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である（
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その８）。
【図１６】本発明の第２実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図１７】本発明の第３実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図１８】本発明の第４実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【符号の説明】
【０２４６】
　１０・・・移動局、１１・・・アンテナ、１２・・・ＲＦ／ＩＦ変換器、１３・・・パ
ワーアンプ、１４・・・音声入出力部、１４ａ・・・マイク、１４ｂ・・・スピーカ、１
５・・・映像入出力部、１５ａ・・・カメラ、１５ｂ・・・表示部、１６・・・コーデッ
ク回路、１６ａ・・・音声コーデック回路、１６ｂ・・・映像コーデック回路、１７・・
・ベースバンドプロセッサ、１８・・・操作部、１９・・・メモリ、２０・・・ＣＰＵ、
２１・・・ＳＭＳ情報取得部、２２・・・ＳＩＰ情報取得部、２３・・・着信履歴格納部
、２４・・・グループ通話処理部、２５・・・メッセージ生成部、２５ａ・・・新規処理
部、２５ｂ・・・途中参加処理部、２６・・・ＳＩＰ情報入力部、３０・・・基地局、４
０・・・基地局、１００・・・ＳＭＳサーバ、１０１・・・ＳＭＳ送信要求受信部、１０
２・・・ＳＭＳ情報生成部、１０３・・・ＳＭＳ情報送受信部、２００・・・ＳＩＰサー
バ、２０１・・・ＳＩＰ情報受信部、２０２・・・グループ通話処理部、２０３・・・グ
ループ通話管理ＤＢ、２０４・・・ＳＭＳ送信要求部、２０５・・・判定部、２０６・・
・ＳＩＰ情報送信部、３００・・・回線交換ＮＷ、４００・・・パケット交換ＮＷ

【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】
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