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明 細 苫

通信制御装置、方法、及び通信端末

技術分野

０００1 本発明は、通信制御装置、方法、及び通信端末に関し、より詳細には、同一ュ一ザ

等により所有される複数の通信端末をグループとして管理するための通信制御装置

、該装置による通信制御方法、及び通信端末に関する。

背景技術

０００2 従来のG S G oba S s e o ob e C o ca o s) ０

００などの移動通信システムでは、S (S bsc be d e od e)または

S ( e sa S bsc be d e od e)と呼ばれる Cカード(以下 S

または S を総称して S カードと呼ぶ) を用いた利用者管理が行われてい
る (例えば、特許文献 参照 ) 。ュ一ザが移動通信事業者の提供する移動通信ザ一

ビスに加入すると、ュ一ザは移動通信事業者から購入するか、または文給される、ュ
一ザの加入者情報が記憶された S カードを通信端末に装着することによって、

移動通信ザ一ビスを利用することが可能となる。

０００3 これによれば、 S カードを装着した通信端末で移動通信ネットワークに接続し、

当該通信端末から S カードの加入者情報を移動通信ネットワークヘ通知し、移

動通信ネットワークは加入者情報に某づいて通信端末を個々に識別し認証、登録す

ることにより管理する。また、加入者情報に含まれる通信端末の装着した S カー

ドの加入者情報に含まれる公開識別子 (電話番号や電子メールアドレス、S P

等 ) を指定した発呼を、当該通信端末に着呼するよぅに処理する。

０００4 また、移動通信ネットワークは、通信端末の移動をザポートするために位置管理機

能を有しており、通信端末から位置登録があった場合に、通信端末の加入者情報を

通信端末の位置情報と対応付けて管理することで、通信端末の現在の利用者が誰

であり、どこに位置しているかを把握することができる。

０００5 こぅした従来の加入者情報の管理方法では、同一のュ一ザが複数の S カード

を所有し、それぞれを典なる複数の通信端末に装若して、移動通信ネットワークに接



続している場合、 S カードが典なるためそれらの複数の通信端末は同一のユー

ザの所有という関連性は特に意識されることはなく、別個のものとして独立に扱われ

る。

０００6 図7は、従来の移動通信ネットワークにおける加入者情報管理を含むシステムの概

略構成を示す図で、図中、2０ はアプリケーション、2０2は移動通信ネットワーク、2０

3はマルチメディア通信制御ザブシステム、2０4 はコアネットワーク、2０5は P トランス

ポートネットワーク、2０6～2０9ほ無線アクセスネットワーク、3０ ほユーザ 3０7が所

有する通信端末3０2～3０6からなる通信端末群を示す。また、3０9はユーザ3０7と

は別のユーザであり、通信端末3０8を所有している。また、ユーザ3０7により所有さ

れる通信端末群 3０ 内の通信端末3０2～3０6はそれぞれ、移動通信ネットワーク2０

2を介して通信端末3０8 と接続可能に構成されている。

０００7 マルチメディア通信制御ザブシステム2０3は、コアネットワーク2０4のパケット交換

システム上で、Pべ一スのマルチメディア通信ザ一ビスを提供するための付加的な

機能を実現することを目的としたザブシステムである。マルチメディア通信制御ザブシ

ステム2０3は、通信端末間でのセッション制御機能を提供するCSC (Ca S e s s o

Co o c o )2０3 a、加入者情報管理装置である SS ( o e S bsc

be S e e ) 2０3bなどから構成される。

０００8 セッション制御プロトコルとしては、S P (Sessio a o o oco )が採用さ

れている。CSC 2０3 aは、通信端末間での呼及びセッションの状態制御機能を提供

しており、 P におけるユーザまたは通信端末の登録ザーバとして機能する SS2０

3bとやりとりし、ザ一ビスを利用 通信可能なユーザの状態や識別情報の登録処理

を行なうとともに、セッションを制御するための情報を管理、伝送し、セッションの接続

制御を行なう。

０００9 また、マルチメディア通信制御ザブシステム2０3によって提供される基本的な機能

を利用して、ユーザに対して更に高度なアプリケーションザービスを提供するアプリケ

ーション2０ が設けられる。CSC 2０3 aは、アプリケーション2０ に対してセッション

やユーザ 通信端末に関する情報を通知したり、アプリケーション2０ によるセッショ

ンの制御を受け付けたりするためのインターフェイス手段も有している。



００1０ 図8 は、通信端末がマルチメディア通信制御ザブシステム2０3 に加入者情報を登

録する際の処理を説明するためのフロー図である。前述の図7 に示した構成におい

て、例えば、通信端末3０2が電源投入などにょり移動通信ネットワーク2０2 に接続可

能となると、マルチメディア通信制御ザブシステム2０3 においては、 SS2０3 bが通

信端末3０2からの加入者情報通知を受け付ける (ステップS ０ ) 。そして、 SS2０

3 bは加入者情報に某づいて認証処理を了 、刊 、その通信端末を登録する (ステッ S
０2 )

００1 1 SS2０3 bは、さらに、上記加入者情報に含まれる通信端末の公開識別子 ( P

等 ) をCSC 2０3 a に登録する処理を行なう (ステップS ０3 ) CSC 2０3 a は、

SS2０3 bから伝送された公開識別子を記憶し(ステップS ０4 ) SS2０3 bに応答

する (ステップS ０5 ) S S 2０3 bは、CSC 2０3 aのアドレスと通信端末3０2の公開

識別子とを関連付けて記憶し(ステップ5 ０6 ) 、通信端末3０2へ移動通信ネットワー

クへの登録を応答する (ステップS ０7 )

００12 ステップS ０6 の処理は、加入者情報等を管理する SS2０3 bが、ュ一ザが加入

するザ一ビス提供者のホームドメイン (加入している通信事業者が提供する移動通信

ネットワー列内に設置されている SS CSC であり、他ドメインに属する他のュ一

ザの通信端末から発呼が行なわれた際等に、他ドメインの SSから、ホームドメイン

の SSに発呼先通信端末の登録しているCSC のアドレスを問い合わせるために必

要な処理である。

特許文献 1 :特開2００6 2 335 号公報

発明の開ぅ示

発明が解がさしようとする課足頁

００13 上記特許文献 をはじめとする従来の加入者情報の管理方法では、一人のュ一ザ

が利用する通信端末は一つという状況しか想定していなかったため、同じ一人のュ
一ザが複数の S カードを複数の通信端末に装着して利用していたとしても、同

一ュ一ザとして関連付けたグループとしての管理は行なわれていなかった。これは、

従来の携帯電話機のょうに、ュ一ザが所有する通信端末が一つで、音声通話と簡単

な電子メールなどのザ一ビスを前提としている場合には、さほど問題にはならなかっ



た」０

００14 しかしながら、今後の移動通信ネットワークにおいて、高品質なマルチメデイアザ一

ビスや様々な機能を複雑に細み合わせた高度なザ一ビスが提供されるようになると、

ユーザは移動通信ネットワークおよびそのザ一ビスにアクセス可能な通信端末を複

数台所有し、これらの通信端末を、ユーザの状況、ザ一ビスの内容、通信相手、所望

の品質などに応じて使い分けたいとの要求が生じてくる。

００15 例えば、ユーザが複数の通信端末を所有している場合、ユーザはこれらの通信拙

末を別々に利用するのではなく、互いに連携する通信端末グループとして、それぞ

れの特性に応じて機能を分担したり、ユーザの状況に応じて利用する通信端末を使

い分けたりしたいという要望があり、他のユーザの通信端末から、グループ内の所望

の通信端末に呼やセッションを伝送して確立することが検討されている。

００16 また、ザ一ビス提供者あるいは通信事業者としても、同一ユーザが所有する複数の

通信端末をグループとしてまとめて管理、制御することで、上述のようなユーザの要

望に応えるザ一ビスを提供することによって、利便性の向上を図るとともに、移動通信

ネットワークの特性やリソース剖当てとも整合した効率的なザ一ビスの提供を行ない

たいとの要求が生じる。

００17 ところが、上述したように従来の加入者情報管理方法では、ユーザと通信端末とを

対 に対応付けた管理しか行なっていないため、ユーザが複数の通信端末を所有す

ること、逆に吉うと、複数の通信端末が同一ユーザに帰属することを把握することが困

難であった。これは、ユーザが複数の通信端末を所有している場合でも、グループと

してそれらの通信端末をまとめて識別し管理する手段がないためである。また、通信

端末をグループとして扱うことを考慮していなかったため、グループにザ一ビスを提

供するために必要な情報、例えば、グループ内でどの通信端末に優先的にザ一ビス

を提供するかといったブリファレンスの情報や、グループを構成していることによって

利用可能となるザ一ビスの情報や、複数通信端末の組合せによって実現が可能なセ

ッション能力などの情報もなかった。

００18 そのため、ユーザがサービスに利用する通信端末を、自由に選択することができな

かった。具体的には、例えば、前述の図7において、ユーザ3０7が複数の通信端末



を所有している、または、使用できる状態にあっても、ュ一ザ3０9がュ一ザ3０7に対

してセッションの確立の要求を行なぅ際は、ュ一ザ3０9は予めュ一ザ3０7が所有する

通信端末の一つを特定して発呼、セッション確立要求をするので、ュ一ザ3０7は発

呼を受ける通信端末を自由に選択することができないといぅ問題点があった。

００19 ュ一ザ3０7が通信端末3０2を利用したい状況であっても、ュ一ザ3０9が通信端末

3０6の電話番号や電子メールアドレス等の公開識別子を指定して発呼を行なった場

合は、ュ一ザは通信端末3０6でその発呼を一且受信し、その後、通信端末3０2に呼

００2０ こぅした課題に対応するため、ュ一ザの操作または通信端末の自律的な動作により

、複数の通信端末が小規模ネットワークを形成するパーソナルエリアネットワーク (P

)等の手法も検討されているが、複数の通信端末同上が互いに近距離無線または

有線接続手段によって接続される必要があるため、近距離にない通信端末はP

に参加できないといぅ問題点があり、さらには、移動通信ネットワークにおいて複数の

通信端末をP として管理する手段もなかった。

００2 1 本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたものであり、移動通信ネットワークに

おいて、ュ一ザが所有する複数の通信端末をグループとして管理するために、ュ一

ザからの指定によりグループを構成する通信端末の各公開識別子を関連付けてグル

ープとして管理すると共に、通信端末のグループへの入出や、当該通信端末が利用

可能であるか否かを、グループに属する通信端末のアクティベーションの有無によっ
て管理すること、を目的とする。

００22 また、利用可能な複数の通信端末をグループとして識別すると共に、当該通信端

末グループに含まれる通信端末の個々の公開識別子 (電話番号、 P 等)を

指定した発呼、セッション確立の要求が、グループに含まれない他の通信端末から

行なわれた際に、その公開識別子を有する通信端末がグループに属している通信

端末であることを判定して、そのグループにおいて代表的に利用される通信端末との

間で呼、セッションを設定する制御をすること、を目的とする。

００23 また、あるザ一ビスに対して最適な通信端末を簡単かつ適切に選択、決定できるよ

ぅにすることによって、ュ一ザの利便性の向上、最適な品質でのザ一ビスの利用、通



信端末が持つ能力の効果的な活用を図ることができる移動通信システムを提供する

こと、を目的とする。

課題を解決するための手段

００24 上記課題を解決するために、本発明の第 の技術手段は、移動通信ネットワークに

おける通信制御装置であって、ュ一ザによって特定された複数の通信端末を前記ュ
一ザの通信端末グループとして管理する通信端末グループ情報管理手段を有する

ことを特徴としたものである。

００25 第2の技術手段は、第 の技術手段において、ュ一ザの通信端末グループとして管

理される複数の通信端末は、移動通信ネットワークにおいて個々の通信端末を識別

、管理するために利用される、それぞれに固有の公開識別子を有する通信端末であ

ることを特徴としたものである。

００26 第3の技術手段は、第 又は第2の技術手段において、通信端末とその通信相手と

なる相手通信端末との呼接続またはセッション接続を管理、制御するセッション制御

手段をさらに有し、セッション制御手段は、通信端末グループに含まれない相手通信

端末からの通信端末グルーブ内の通信端末のいずれかに対する呼接続またはセッ

ション接続要求メッセージを受信した場合に、通信端末グループの通信端末の中か
ら、少なくとも一つの通信端末を選択し、選択した通信端末に対する呼接続またはセ

ッション接続要求メッセージを送出することにより、通信端末グループに含まれない相

手通信端末と選択された通信端末との呼接続またはセッション接続を行なぅよぅ制御

することを特徴としたものである。

００27 第4の技術手段は、第3の技術手段において、ュ一ザの通信端末グループとして管

理される通信端末が、通信制御装置への登録処理を実行した際に、通信端末グル

ープ情報管理手段は、登録処理を実行した通信端末を、通信端末グルーブ内で有

効な通信端末であり、通信端末グループの中から選択する通信端末の候補として識

別、管理することを特徴としたものである。

００28 第5の技術手段は、第3又は第4の技術手段において、通信端末グループの中で

有効な通信端末として管理される通信端末の通信制御装置に対する登録解除処理

が実行された際に、通信端末グループ情報管理手段は、登録解除された通信端末



を、通信端末グルーブ内で有効でない通信端末であり、通信端末グループの中から

選択しないよぅに管理することを特徴としたものである。

００29 第6の技術手段は、第3乃至第5のいずれか の技術手段において、通信端末グル

ープに含まれない相手通信端末から受信した呼接続またはセッション接続要求メッ

セージで指定された通信ザ一ビスに応じて、通信端末グループの中から少なくとも一

つの通信端末を選択することを特徴としたものである。

００3０ 第7の技術手段は、第6の技術手段において、通信端末グループ情報管理手段は

、通信ザ一ビスの種別に応じて通信端末グルーブ内のそれぞれの通信端末に対す

る優先度情報を管理しており、セッション制御手段は、指定された通信ザ一ビスに対

する優先度情報を参照して、通信端末グループの中から少なくとも一つの通信端末

を選択することを特徴としたものである。

００3 1 第8の技術手段は、通信端末とその通信相手となる相手通信端末の呼接続または

セッション接続を管理、制御する通信制御方法であって、予めュ一ザによって特定さ

れた複数の公開識別子を有する通信端末をュ一ザの通信端末グループとして予め

管理しておくステップと、移動通信ネットワークに通信端末グループに含まれる通信

端末が登録処理を実行した際に、登録処理を実行した通信端末を、通信端末グル

ーブ内で有効な通信端末として識別、管理するステップと、通信端末グループに含

まれない相手通信端末からの通信端末グルーブ内の通信端末のいずれかに対する

呼接続またはセッション接続要求メッセージを受信するステップと、通信端末グルー

プの通信端末の中から、少なくとも一つの通信端末を選択するステップと、選択した

通信端末に対する呼接続またはセッション接続要求メッセージを送出することにより、

通信端末グループに含まれない相手通信端末と選択された通信端末との呼接続ま

たはセッション接続を行なぅよぅ制御するステップとを有することを特徴としたものであ

る。

００32 第9の技術手段は、第8の技術手段において、通信端末グループに含まれない相

手通信端末から受信した呼接続またはセッション接続要求メッセージで指定された通

信ザ一ビスに応じて、通信端末グループの中から少なくとも一つの通信端末を選択

することを特徴としたものである。



００33 第 ０の技術手段は、移動通信ネットワーク上の通信制御装置に接続する通信端

末であって、通信制御装置において通信端末を識別、管理するための公開識別子

を、通信制御装置へ登録する手段を有し、移動通信ネットワークへの接続処理を実

行すると、ュ一ザにより指定される他の公開識別子を有する通信端末と共に構成す

る通信端末グループにおける有効な通信端末であり、通信端末グループの中から選

択する通信端末の候補として識別、管理されることを特徴としたものである。

００34 第 の技術手段は、第 ０の技術手段において、通信制御装置に対して、他の公

開識別子を有する通信端末が構成する通信端末グループに含めることを通知する

手段を、さらに有することを特徴としたものである。

発明の効果

００35 本発明によれば、移動通信ネットワークにおいて、複数の通信端末を個々に独立し

て管理するだけでなく、関連性を持ったグループの概念で管理することができ、グル

ープとしての特徴や利点を生かしたザ一ビスを提供することが可能となる。

また、ュ一ザは常にグルーブ内の適切な通信端末でセッションを確立することがで

きるよぅになり、ュ一ザの利便性の向上、最適な品質でのザ一ビスの提供、通信端末

が持つ個々の能力の効果的な活用、さらにはネットワークのリソースの有効活用を図

ることができる。

さらに、グループに含まれる通信端末の距離に関わらず、通信端末が分散していて

もグループとして統合的に管理することができ、通信端末同上による近距離通信手

段等を用いた小規模ネットワーク形成の手間なども省くことができる。

図面の簡単な説明

００36 図 本発明の一実施形態である移動通信ネットワークシステムの概略構成例を示す

図である。

図2 通信端末グループ情報管理手段において管理するグループ情報の一例を示

す図である。

図3 複数の通信端末がグループを構成する際の、 コアネットワーク内部のセッショ

ン制御手段、加入者情報管理手段、及び通信端末グループ情報管理手段の動作例

を説明するためのフロー図である。



図4 ザ一ビス適用条件に示される情報の一例を示す図である。

図5 図4に示したザ一ビス適用条件の例に従い、セッション制御手段でザ一ビスプロ

ファイルが置き換えられた場合の例を示す図である。

図6 本発明に係る通信制御方法の一例を説明するためのフロー図である。

図7 従来の移動通信ネットワークにおける加入者情報管理を含むシステムの概略構

成を示す図である。

図8 通信端末をマルチメディア通信制御ザブシステムに登録する際の処理を説明

するためのフロー図である。

符号の説・明

００3 7 2０ …アプリケーション、2，2０2 …移動通信ネットワーク、3…1Pコアネットワーク、

4 …通信制御装置、4 a・‥セッション制御手段、4b…加入者情報管理手段、4c・‥通

信端末グループ情報管理手段、5，2０5 Pトランスポートネットワーク、6～9，2０6

～2０9 …無線アクセスネットワーク、 ０ 3０ …通信端末群 (グループ) 、 ０2～０

6 ０8 3０2～3０6 3０8 通信端末 ０7 ０9 3０7 3０9 ュ一ザ 2０3 マ

ルチメディア通信制御ザブシステム、2０3a・‥CSC 2０3b SS 2０4 …コアネッ
トワーク 2０4 a

発明を実加 するための最良の形態

００38 図 は、本発明の一実施形態である移動通信ネットワークシステムの概略構成を示

す図で、図中、 はアプリケーション、2は移動通信ネットワーク、3は1Pコアネットワー

ク、4は通信制御装置、5は Pトランスポートネットワーク、6～9は無線アクセスネットワ

ークを示す。 ０ はュ一ザ ０7により所有される通信端末 ０2～０6からなる通信端

末群 (しばしばグルー ０ といぅ) を示す。通信端末群 ０ に含まれる通信端末 ０

2～０6は、それぞれに S カードが装若され、移動通信ネットワーク2に接続可

能とする。通信端末 ０8はュ一ザ ０9に所有され、通信端末 ０2～０6の通信相手

となる通信端末である。

００39 各通信端末は無線区間を介して移動通信ネットワーク2にアクセス可能であり、無

線アクセスネットワーク6～9は従来技術と同様、無線墓地局、墓地局管理システムな

どで構成される。 Pトランスポートネットワーク5も従来技術と同様、通信端末がセッシ



ョンを行なぅためにデータを伝送するルータを備える。 Pコアネットワーク3は、Pトラ

ンスポートネットワーク5を制御するネットワーク及び制御システムであり、各通信端末

の接続制御、移動管理、通信端末間のセッション制御などを行なぅ通信制御装置4を

有する。通信制御装置 こは、セッションの制御、状態管理を行なぅセッション制御手

段4aと、各通信端末の位置情報や各通信端末を利用するュ一ザの加入者情報など

を管理する加入者情報管理手段4bと、複数通信端末によるグループを管理するた

めの通信端末グループ情報管理手段4cとを備える。

００4０ また、本実施例の移動通信ネットワーク2は、1Pコアネットワーク3においてマルチメ

ディア通信ザ一ビスの制御機能が提供されるため、従来の技術でのマルチメディア

通信制御ザブシステムが備えていた機能は、Pコアネットワーク3の機能の一部とし

て包含されるとして説明する。より具体的には、従来の技術におけるCSC SSな

どの機能は、通信制御装置4のセッション制御手段4a，加入者情報管理手段4bにそ

れぞれ含まれている。しかしながら、従来と同様にマルチメディア通信制御機能がザ

ブシステムとして構成される場合にあっても、本発明が適用できることは明らかである

００4 1 通信端末 ０2～０8は、電源投入されると、それぞれに装若された S カードに

記憶されている加入者情報を通信制御装置4の加入者情報管理手段4bにそれぞれ

通知し、加入者情報管理手段4bがそれぞれを認証すると、各通信端末は移動通信

ネットワークに登録され、通信可能な状態となる。

００42 加入者情報管理手段4bは、登録された通信端末の加入者情報を管理し、通信端

末グループ情報管理手段4cは、通信端末 ０2～０6がグループとして管理すべき

通信端末であることを、各通信端末の公開識別子を対応させることにより管理してい
る。セッション制御手段4 aは、加入者情報に含まれる公開識別子を加入者情報管理

手段4bより取得し、あるュ一ザ (通信端末 )から他のュ一ザ (通信端末 ) の公開識別

子を指定したセッション確立要求に対し、セッションの確立制御を行なぅ。また、通信

端末グループ情報管理手段4cから、当該指定された公開識別子を持つ通信端末が

、他の通信端末と共にグループを構成していることが通知されると、当該グループを

対象としたセッション確立条件に従って、セッションを確立する。



００43 また、セッション制御手段4aは、加入者情報並びに要求されたセッションの種別、

属性などからアプリケーション での処理が必要かどぅか判断し、必要に応じてアプリ

ケーション のアプリケーションザーバからの指示や情報を得て、適切なセッションを

接続する制御，セッションの伝送の制御などを行なぅ。アプリケーション は、従来の

技術と同様、確立が要求されたセッション上で、高度なマルチメディア通信ザ一ビス

などのアプリケーションザービスを提供するアプリケーションザーバを備える。また、複

雑なセッション制御を行なぅ必要がある場合に、セッション制御手段4aへの指示、制

御などセッションを接続する機能のザポートを行なぅ。

００44 図2に、通信端末グループ情報管理手段4cにおいて複数通信端末をグループとし

て管理するための方法を示す。例えば、通信端末 ０2～０6が同一ュ一ザの所有

などにより構成されるグルー ０ に含まれる通信端末であることを、ュ一ザからの

事前の登録、通知等により管理しておく。通信端末 ０2～０6を示す情報としては、

通信端末固有のュニークな識別子である であってもよいし、それ以外に、通信

端末を一意に識別できる情報であってもよい。そして、通信端末と当該通信端末が

装着する S カードの加入者情報に含まれる公開識別子を併せて管理する。

００45 加入者情報管理手段4bにおいてグルー に含まれる通信端末 ０2～０6が

認証され、登録処理されると、通信端末グループ情報管理手段4cは、加入者情報管

理手段4bから通信端末が登録された通知を受け、グルー ０ の中で当該通信端

末がアクティベーションされた状態となったことを認識し、管理する。

００46 図2に示すよぅに、通信端末 ０2 ０3 ０5が加入者情報管理手段4bに登録した

際は、その通知を受けた通信端末グループ情報管理手段4cでは、通信端末 ０2、

０3 ０5のアクティベーション有とレぢ情報をそれぞれ記憶し、通信端末 ０2 ０3

０5はグループにおいて有効な通信端末であることを識別する。

００47 ュ一ザが、所有する通信端末から、通信制御装置4に対し当該通信端末をグルー

０ に含めることを通知すると、通信制御装置4の通信端末グループ情報管理手

段4cは、その通信端末の 等固有の識別情報、公開識別子などを、グルー

０ に含まれる通信端末の情報として迫加し、記憶しておく。グループ構成は、予め定

められるものではなく、新規に通信端末を迫加または廃止することもあるため、上記



情報はュ一ザの通信端末から適宜通知することができるよぅにしたほぅが望ま 、。

００48 次に、通信端末グループ情報管理手段4cは、加入者情報管理手段4bにおいて、

前記通知された通信端末のいずれかが認証され、登録処理された際に、加入者情

報管理手段4bからそれを示す通知を受けることで、登録された通信端末をグループ

の中でアクティブな通信端末として判定する。

００49 図3は、通信端末 ０2と ０3がグループを構成する際の、Pコアネットワーク3内部

の通信制御装置4におけるセッション制御手段4a、加入者情報管理手段4b、及び通

信端末グループ情報管理手段4cの動作例を説明するためのフロー図である。ここで

、通信端末 ０2と ０3は、同一ュ一ザにより所有される通信端末であり、グループ ０

に含まれる通信端末である。通信端末グループ情報管理手段4cは、ュ一ザの通信

端末のいずれかからの通知あるいは管理者が登録することにより、あらかじめ通信端

末 ０2と ０3が互いにグループを構成し得る通信端末群であることを示す情報を記

憶しておく (ステッ S S 2)

００5０ 次に、通信端末 ０2が、電源投入や通信圏内へ移動するなどによって移動通信ネ

ットワーク2に接続可能となると、加入者情報管理手段4bに S カードの加入者情

報を通知する (ステップ53) 。この接続要求は、従来と同様に、通信端末が加入者情

報管理手段4bにおいて認証を行なぅための意味合いと、ザ一ビスを行ぅ前段階の処

理として、セッション制御手段4aにュ一ザの公開識別子 (電話番号やS P 等)

を登録するための意味合いを持つ。なお、ここで指す加入者情報管理手段4bは、ュ
一ザが加入するザ一ビス提供者のネットワーク (ホームネットワーク) の加入者情報管

理手段である。このステッ S3における加入者情報通知のメッセージには、通信端

末 ０2が構成するグルー ０ をグループとしてアクティベーションすることを要求

する情報を付加することもできる。

００5 1 加入者情報管理手段4bは、通知されたュ一ザの加入者情報から、加入者の認証

処理を行ぅ(ステップS )。さらに、加入者情報管理手段4bは、通信端末 ０2の加入

者情報に含まれる公開識別子をセッション制御手段4aに通知し、セッション制御手

段4aにおいて通信端末 ０2の公開識別子の登録処理が行われる (ステップS 5 S 6



００52 次に、加入者情報管理手段4bは、セッション制御手段4aから登録処理を行なった
との応答があると、セッション制御手段4aのアドレスを記憶し、通信端末 ０2に応答

を行なぅ(ステップS 7～S g)

００53 次に、加入者情報管理手段4bは、通信端末 ０2をグループの中でアクティベーシ

ョンする処理を行なぅため、通信端末グループ情報管理手段4cに、通信端末 ０2が

装着している S カードの公開識別子を通知する (ステップS ０)。通信端末グル

ープ情報管理手段4cは、その通知を受け付けて記憶する (ステップ )。これによ

り、通信端末 ０2はアクティブな状態となり、グループに含まれる通信端末の中でア

クティベートされた有効な通信端末として管理される。さらに、通信端末 ０2とグルー

プを構成し得る他の通信端末 (図の例では通信端末 ０3)のアクティベーションの有

無を確認する (ステップS 2)。この時点では、まだ通信端末 ０3がアクティベーショ

ンされていないので、グルーブ内でデフオルトの有効な通信端末は通信端末 ０2で

ある。

００54 続いて、ュ一ザが電源投入などの操作を行い通信端末 ０3が接続可能になると、

通信端末 ０3は通信端末 ０2によるステッ ～S 9と同様の処理を行って、通信

端末 ０3の認証、登録をする (ステップS 3～S g)。この際、前述の通信端末 ０2と

同様、通信端末 ０3が構成するグルー をグループとしてアクティベートする要

求を示す情報を付加してもよい。

００55 次に、加入者情報管理手段4bは、前述のステップS ０の処理と同様に、通信端末

０3をアクティベーションする処理を行なぅため、通信端末グループ情報管理手段4c

に通信端末 ０3の識別情報と、通信端末 ０3が装着する S カードの公開識別

子を通知する (ステップS 2０)。通信端末グループ情報管理手段4cは、その通知を受

け付けて記憶する (ステップS 2 )

００56 次に、通信端末グループ情報管理手段4cは、前述のステップS 2の処理と同様に

、通信端末 ０3とグループを構成し得る別の通信端末 (図の例では通信端末 ０2)

のアクティベーションの有無を確認する (ステップ522) 。通信端末グループ情報管理

手段4cは、前述のステップ の処理で、通信端末 ０2がグループの中でアクティ

ベートされていることを記憶していることから、通信端末 ０2と通信端末 ０3が共にグ



ルー ０ を構成するアクティベーションされた状態にあり有効な通信端末であるこ

とを認識する。そして、通信端末グループ情報管理手段4cは、グルーブ内での転送

の条件などザ一ビス適用条件の情報を管理する (ステップS 23)

００57 通信端末グループ情報管理手段4cは、ステップ523で作成したザ一ビス適用条件

に関する情報、及びグループの中でアクティブで有効な通信端末の公開識別子を、

各通信端末が登録しているセッション制御手段4aに通知する (ステップ524) 。セッシ

ョン制御手段4aは、ザ一ビス適用条件の情報に墓づき、通信端末 ０2及び ０3の公

開識別子 (S P 等) と対応付けられたザ一ビスプロファイルを記憶し(ステッ S
25) 、通信端末 ０2または ０3に対し、他の通信琳末からセッション確立要求があっ
た際に、前記ザ一ビスプロファイルを参照してセッションを確立する。

００58 ザ一ビス適用条件としては、グルーブ内でのデフオルトの通信端末がどれであるか
と う情報や、グルーブ内の他のアクティブな通信拙末の情報が記述される。一例と

して、グループとして後からアクティベーションした通信端末をデフオルトの通信端末

とする。これは、後からアクティベーションした通信端末のほぅが、ュ一ザが直近に移

動通信ネットワークに接続した通信端末であり、他の通信端末と比較して優先的に利

用する可能性が高い通信端末であるからである。

００59 ュ一ザは、グループとして複数の通信端末を利用可能であるが、複数の通信端末

をザ一ビスに同時に利用する可能性は低く、いずれかひとつを選択して用いる場合

が多い。そのため、後からアクティベーションされた通信端末をグルーブ内のデフオ

ルトの通信端末として設定すると、ュ一ザの行動実態をより正確に反映することがで

きる。また、このよぅな方法でデフオルトの通信端末を決定してもよいし、例えば通信

端末 ０2がアクティベーシ式ノの要求を行なぅ際に、通信端末 ０2をサービスにおい
て優先的に利用するためにグルーブ内のデフオルトの通信端末として登録するとレづ

情報を迫加して通知するよぅにしてもよい。

００6０ この場合、その後から通信端末 ０3がアクティベーションしても、通信端末 ０3のア

クティベーション要求に通信端末 ０3をデフオルトの通信端末とする要求を示す情報

が含まれていなければ、通信端末 ０2をそのまま変更なしにデフオルト端末とするよ

ぅにする。また、通信端末 ０2がデフオルトの通信琳末としてアクティベートを要求し、



さらに、通信端末 ０3も後からデフオルトの通信端末としてアクティベーション要求を

行なった場合は、後からアクティベーションを行なった通信端末 ０3をデフオルトの

通信端末とし、通信端末 1・０2がデフオルトの通信端末であるとレぢ情報を上菩きする

よぅにすることで、以後、通信端末 ０3がデフオルトの通信端末として決定される。

００6 1 さらに、音声やテレビ会議などのザ一ビスの若信時は通信端末 ０2をデフオルトの

通信端末として利用するが、その他のザ一ビスについては他の通信端末をデフオル

トの通信端末として利用する、と ぢようにサービスに応じて典なるデフオルトの通信

端末を登録する情報を含めて通知するよぅにしてもよい。

また、上記で説明してきた方法とは逆に、最初にアクティベーションした通信端末

０2をデフオルトの通信端末として、グルーブ内の他の通信端末 ０3が後からアクティ

ベーションしても、先のものを優先し、デフオルトの通信端末は変更しないよぅに処理

することもできる。

００62 図4に、上記の場合のザ一ビス適用条件に示される情報を示す。通信端末グルー

プ情報管理手段4cは、図4 ( ) に示すよぅに、通信端末 ０2～０6がグルー 7

に含められる通信端末であることを管理しておき、通信端末 ０2 ０3 ０5がアクテ

ィベーションすると、それらをグルー 内でアクティブで有効であるとして認識し、

記憶する。

００63 続いて、図4 に示すよぅに、グルー 内においてアクティブで有効な通信端

末 ０2 ０3 ０5へのザ一ビス適用条件を管理する。例えば、通信端末 ０2のアク

ティベーション要求に、リアルタイム通信の際はデフオルトの通信端末として動作する

ことを示す情報が含まれていれば、電話などのリアルタイム通信に対して通信端末

０2がデフオルトの通信端末であることが管理される。また、非リアルタイム通信の場合

、通信端末 ０2以外をデフオルトの通信端末とする要求が通知された場合、通信端

末 ０3または通信端末 ０5を非リアルタイム通信のデフオルトの通信端末として設定

する。

００64 さらに、非リアルタイム通信でも、音楽や動画配信の場合は通信端末 ０3をデフオ

ルトの通信拙末とし、電子メールの場合は通信端末 ０5をデフオルトの通信端末とす

る要求が通知されれば、図4 ( ) に示すよぅに、非リアルタイムの音声・動画は通信端



末 ０3を、メール等は通信端末 ０5をデフオルトの通信端末として設定する。このよぅ

に、詳細にザ一ビス、アプリケーション毎にデフオルトの通信端末を設定してもよレ七
、大容呈データを要するザ一ビスの場合は通信端末 ０3をデフオルトの通信端末と

し、それ以外の場合は通信端末 ０5をデフオルトの通信端末とするよぅに、ザ一ビス

のヵテゴリごとに設定するよぅにしてもよい。

００65 この他、グルー ０ 内の通信端末の個々の能力に関する情報等も用い、グルー

０ 内における構成の状態に墓づいてサービス適用条件を管理する。例えば、

等の通信端末の識別情報から、通信端末の機種等を判別し、機種によって利

用可能なザ一ビス等を判定することによって、グルー ０ 内の通信端末に対して

ザ一ビスに応じた優先度を設定する。

００66 各通信端末がアクティベートした際、通信端末グループ情報管理手段4cはアクティ

ベートした通信端末がそれぞれ登録されるセッション制御手段4aに、ザ一ビス適用

条件を通知する。セッション制御手段4aはその通知された情報に某づき、各通信端

末の公開識別子に対応するザ一ビスプロファイルを管理する。

００67 図5に示す例は、図4に示したザ一ビス適用条件の例に従い、セッション制御手段4

aで各通信端末のザ一ビスプロファイルが管理されている状態を例示している。図4

に示したザ一ビス適用条件では、音声・テレビ電話等のリアルタイムの通信は通信端

末 ０2がデフオルトの通信端末であることが示されているため、通信端末 ０3 ０5

のザ一ビスプロファイルには、リアルタイムの音声・テレビ電話ザ一ビスの若信時に通

信端末 ０2へ伝送するといぅ情報と、伝送先として通信端末 ０2の公開識別子が記

述される。また、非リアルタイムの音声や動画配信の場合は通信端末 ０3をデフオル
トの通信端末とするため、通信端末 ０2と通信端末 ０5のザ一ビスプロファイルには

、非リアルタイムの音声や動画配信の若信時に通信端末 ０3へ伝送するといぅ情報

と、伝送先として通信端末 ０3の公開識別子が記述される。

００68 実際に、グループに含まれない他の通信端末から通信端末 ０2 ０3または ０5

の公開識別子とザ一ビス種別を指定したセッション確立要求があると、セッション制御

手段4aにおいてそれを受信し、管理されているサービスプロファイルに従って、セッ

ションの設定を行なぅ。例えばグループに含まれない他の通信端末が、通信端末 ０



3の公開識別子を指定し、電話ザ一ビスの発呼要求をセッション制御手段4aに行なぅ

と、セッション制御手段4aは通信端末 ０3の公開識別子に対応するザ一ビスプロフ

ァイル (ザ一ビス適用条件の通知に某づいて管理されているザ一ビスプロファイル)を

参照し、その電話ザ一ビスの発呼要求を通信端末 ０2へ伝送することを決定し、発

呼要求の宛先となっている公開識別子を、通信端末 ０3のものから通信端末 ０2の

公開識別子に変更して呼接続を制御する処理を行ぅ。

００69 また、通信端末 ０2 ０3 ０5がアクティベートしているグルー ０ において、

さらに通信端末 ０4が後からアクティベートした場合は、通信端末グループ情報管理

手段4cは、通信端末 ０4が加わることによる新たなグループの構成状態に某づいて

ザ一ビスが提供されるよぅに前述のザ一ビス適用条件を変更する処理を行なぅ。通信

端末 ０4が後からアクティベーションを行なった時には、その通信端末 ０4をグルー

０ 内ですべてのザ一ビスに優先するデフォルトの通信端末としてもよレ七、通信

端末 ０4がデータ通信専用の通信端末などで、音声電話やテレビ電話等のザ一ビ

スが利用出来ないといぅ場合は、非リアルタイムのザ一ビスのみに対し、通信端末 ０

4をデフォルトの通信端末とする。

００7０ また、通信端末からのディアクティベーションにも柔軟に対応する。通信端末 ０2

０3 ０5からなるグルー ０ において、例えば通信端末 ０2の電源がオフとなっ
た場合、加入者情報管理手段4bでは通信端末 ０2の移動通信ネットワークへの登

録を解除する。この時に、加入者情報管理手段4bは通信端末グループ情報管理手

段4cに、通信端末 ０2が非登録状態となったこと(登録が解除されたこと)を通知す

る。通信端末グループ情報管理手段4cは、グルー ０ として管理している情報の

中から、通信端末 ０2に対して「アクティベーション無し」といぅ情報を記憶する。これ

によって、通信端末 ０2がグルー ０ の中でディアクティベートされ無効な (有効

でない)状態となる。

００7 1 さらにこれに伴って、グルー ０へのザ一ビス適用条件も、グループの新たな構

成状態に某づいて変更する。ここでは通信端末 ０2がディアクティベートしたので、

グルー ０ 内の有効な通信端末は ０3と ０5となり、通信端末 ０3か ０5のいず

れかをすべてのザ一ビスにおいてデフォルトの通信端末としてもよレ七、通信端末の



機種などの情報から、いずれかの通信端末をリアルタイムザ一ビスだけに用いたり、

非リアルタイムザ一ビスだけに用いたりするよぅにザ一ビスに応じてデフオルトの通信

端末の設定を変更する等の処理を行なぅ。

００72 図6は、本発明に係る通信制御方法の一例を説明するためのフロー図である。ここ

では、これまでの説明に対応させ、グルー ０ に含まれる通信端末 ０2 ０3に対

して、通信相手の通信端末 ０8がセッションの確立を要求した際の例について説明

する。まず、ュ一ザ ０9は、通信拙末 ０8から、ュ一ザ ０7のグルー ０ に含まれ

るいずれかの通信端末として、例えば通信端末 ０3の公開識別子 (電話番号、 P

等)を指定して、セッション確立の要求を行なぅ(ステップS 3 )

００73 移動通信ネットワーク2の通信制御装置4は、セッション制御手段4aによりセッション

の確立要求を受信し、通信端末グループ情報管理手段4cにおいて、通信端末 ０3

がグルー ０ に含まれる通信端末としてアクティベートしており有効であることが管

理されている場合は、当該グルー ０へのザ一ビス適用条件に従い、通信端末

０3へのセッションの確立要求に対し、グルー ０ 内のデフオルトの通信端末に設

定されている通信端末 ０2への伝送を判定する (ステップS 32)

００74 次に、通信制御装置4は、発呼側の通信端末 ０8に対し、セッション確立要求をデ

フオルトの通信端末に伝送 (リダイレクション)してよいかを確認する (ステップ533)

通信制御装置4は、通信琳末 ０8から、リダイレクションしてもよいとレぢ応答があると

(ステップS 34) 、通信端末 ０2を選択し、通信端末 ０8から受信したセッション確立

要求で宛先として指定されている通信端末 ０3の公開識別子を、通信端末 ０2の公

開識別子に変更して、通信端末 ０2へのセッション確立要求として送出する (ステッ

プS 35) 。これによって若呼側のュ一ザ ０7は、通信端末 ０2に着信したセッション

確立要求に応答する。

００75 また、前記手順において、発呼側の通信端末 ０8から、予めリダイレクションを許容

するメッセージを含めて発呼することも可能である。これにより、通信制御装置4から

発呼側へのリダイレクションの確認と応答の手順 (ステップS 33 S 34)は不要となる。

なお、発呼側が予めリダイレクシ弍ノを許容しないと ぢメッセージを含めて発呼する

よぅにしてもよい。この場合、グルーブ内の他の通信端末へのリダレクションは行なわ



ず、通信制御装置4は発呼側が指定した通信端末にの例の場合は通信端末 ０3)

への発呼、セッション確立を行なぅ。

尚、通信端末 ０8への確認と応答の手順 (ステップS 33 S 34) を完全に省略し、発

呼側へ確認することなく、通信制御装置4における判断、処理だけで、上記のリダイレ

クションを実行するよぅにしてもよい。

００76 以上説明したよぅに、本発明によれば、移動通信ネットワークにおいて、通信端末

群をグループとして管理できるため、ュ一ザは複数の通信端末を利用した高度なザ

一ビスが利用可能となる。

００77 また、グループを構成する通信端末のグループへの参加を、移動通信ネットワーク

への登録と連動して行なぅため、グループ構成の変化にも柔軟に対応可能となり、ュ
一ザは変化後のグループ構成に応じて利用可能となるザ一ビスが享受可能である。

００78 なお、本発明における通信制御装置における加入者情報管理手段、セッション制

御手段、通信端末グループ情報管理手段は、別々に独立した機能として配置し動作

してもよいが、加入者情報管理手段にさらに通信端末グループ情報管理手段が提供

する機能を迫加し、拡張した構成としてもよい。また、通信端末グループ情報管理手

段をアプリケーションの一種として機能配置し、加入者情報管理手段やセッション制

御手段と接続可能な構成としてもよい。



請求の範囲

移動通信ネットワークにおける通信制御装置であって、

ュ一ザによって特定された複数の通信端末を前記ュ一ザの通信端末グループとし

て管理する通信端末グループ情報管理手段を有することを特徴とする通信制御装置

2 請求項 に記載の通信制御装置において、

前記ュ一ザの通信端末グループとして管理される複数の通信端末は、前記移動通

信ネットワークにおいて個々の通信端末を識別、管理するために利用される、それぞ

れに固有の公開識別子を有する通信端末であることを特徴とする通信制御装置。

3 請求項 又は2に記載の通信制御装置において、

通信端末とその通信相手となる相手通信端末との呼接続またはセッション接続を管

理、制御するセッション制御手段をさらに有し、

前記セッション制御手段は、前記通信端末グループに含まれない相手通信端末か

らの前記通信端末グルーブ内の通信端末のいずれかに対する呼接続またはセッショ

ン接続要求メッセージを受信した場合に、前記通信端末グループの通信端末の中か
ら、少なくとも一つの通信端末を選択し、前記選択した通信端末に対する呼接続また

はセッション接続要求メッセージを送出することにより、前記通信端末グループに含ま

れない相手通信端末と前記選択された通信端末との呼接続またはセッション接続を

行なぅよぅ制御することを特徴とする通信制御装置。

4 請求項3に記載の通信制御装置において、

前記ュ一ザの通信端末グループとして管理される通信端末が、前記通信制御装置

への登録処理を実行した際に、

前記通信端末グループ情報管理手段は、前記登録処理を実行した通信端末を、

前記通信端末グルーブ内で有効な通信端末であり、前記通信端末グループの中か
ら選択する通信端末の候補として識別、管理することを特徴とする通信制御装置。

5 請求項3又は4に記載の通信制御装置において、

前記通信端末グループの中で有効な通信端末として管理される通信端末の前記

通信制御装置に対する登録解除処理が実行された際に、



前記通信端末グループ情報管理手段は、前記登録解除された通信端末を、前記

通信端末グルーブ内で有効でない通信端末であり、前記通信端末グループの中か
ら選択しないよぅに管理することを特徴とする通信制御装置。

6 請求項3乃至5のいずれか 項に記載の通信制御装置において、

前記通信端末グループに含まれない相手通信端末から受信した呼接続またはセッ

ション接続要求メッセージで指定された通信ザ一ビスに応じて、前記通信端末グル

ープの中から少なくとも一つの通信拙末を選択することを特徴とする通信制御装置。

7 請求項6に記載の通信制御装置において、

前記通信端末グループ情報管理手段は、通信ザ一ビスの種別に応じて前記通信

端末グルーブ内のそれぞれの通信端末に対する優先度情報を管理しており、

前記セッション制御手段は、前記指定された通信ザ一ビスに対する前記優先度情

報を参照して、前記通信琳末グループの中から少なくとも一つの通信端末を選択す

ることを特徴とする通信制御装置。

8 通信端末とその通信相手となる相手通信端末の呼接続またはセッション接続を管

理、制御する通信制御方法であって、

予めュ一ザによって特定された複数の公開識別子を有する通信端末を前記ュ一

ザの通信端末グループとして予め管理しておくステップと、

移動通信ネットワークに前記通信端末グループに含まれる通信端末が登録処理を

実行した際に、前記登録処理を実行した通信端末を、前記通信端末グルーブ内で

有効な通信端末として識別、管理するステップと、
。前記通信端末グループに含まれない相手通信端末からの前記通信端末グルーフ

内の通信端末のいずれかに対する呼接続またはセッション接続要求メッセージを受

信するステップと、

前記通信端末グループの通信端末の中から、少なくとも一つの通信端末を選択す

るステップと、

前記選択した通信端末に対する呼接続またはセッション接続要求メッセージを送出

することにより、前記通信拙末グループに含まれない相手通信端末と前記選択され



ことを特徴とする通信制御方法。

9 請求項8に記載の通信制御方法において、

前記通信端末グループに含まれない相手通信端末から受信した呼接続またはセッ

ション接続要求メッセージで指定された通信ザ一ビスに応じて、前記通信端末グル

ープの中から少なくとも一つの通信端末を選択することを特徴とする通信制御方法。

０ 移動通信ネットワーク上の通信制御装置に接続する通信端末であって、

前記通信制御装置において前記通信端末を識別、管理するための公開識別子を

、前記通信制御装置へ登録する手段を有し、

前記移動通信ネットワークへの接続処理を実行すると、ュ一ザにより指定される他

の公開識別子を有する通信端末と共に構成する通信端末グループにおける有効な

通信端末であり、前記通信端末グループの中から選択する通信端末の候補として識

別、管理されることを特徴とする通信端末。

請求項 ０に記載の通信端末において、

前記通信制御装置に対して、他の公開識別子を有する通信端末が構成する通信

端末グループに含めることを通知する手段を、さらに有することを特徴とする通信端

末。
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し しなが ら、国際調査報告に引用 された文献 3 (JP 2002-185614 A (株式会社 ヌ ・
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には、 ザによ て特定 される複数の通信端末をメ y を共有するグ ) プ して管理す
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結果 して、請求の範囲 1 に記載 された事項は、先行技術の城を出な ら、 PCT 規則

13・2 の第 2 文の意味にお て特別な技術的特徴ではな 。
よ て、請求の範囲 1および 2 に係 る発明 請求の範囲 3 - 1 1 に係 る発明 の間に PCT

規 J 13 の意味における技術的な関連を見 だすこ はできな 。
したが て、請求の範囲 1 - 1 1 に係 る発明は発明の単一性の要件を満たしておらず、請

求の範囲 1および 2 に係 る発明 、請求の範囲 3 - 1 1 に係 る発明 に分割 される。
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