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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発信側が希望する無線通信システムの条件に関する情報を含む呼出要求を受信する受信
手段と、
　前記受信手段が受信した呼出要求に対応して、前記発信側が希望する無線通信システム
の条件に関する情報を着信側に通知する通知手段と、
　前記通知手段による通知に対して、前記発信側が希望する無線通信システムの条件に適
合する無線通信システムを着信側が利用する旨の情報を受信すると、前記呼出要求を着信
側に対して送信するように制御する制御手段と、
を備えることを特徴とするサーバ装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記通知手段による通知に対して、前記発信側が希望する無線通信シ
ステムの条件に適合しない無線通信システムを着信側が利用する旨の情報を受信すると、
前記着信側が利用する無線通信システムの情報を発信側に通知し、前記呼出要求を着信側
に対して送信しないように制御することを特徴とする請求項１記載のサーバ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信装置（無線通信端末）、および、発信側・着信側の無線通信装置間
の通信の呼制御を行うサーバ装置に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　ＶｏＩＰ（Voice over Internet Protocol）を応用したインターネット電話などのリア
ルタイムアプリケーションにおいて接続要求などの呼制御を実現する通話制御プロトコル
の１つとして、ＳＩＰ（Session Initiation Protocol ）という規格が定められている（
例えば非特許文献１参照）。
【０００３】
　ＳＩＰは、当初はインターネット上の有線ネットワークで接続されているＰＣやサーバ
などのコンピュータ間でのＶｏＩＰ通信のために利用されてきた。しかしながら、近年、
無線通信機器においてもデジタル化およびＩＰ化が進み、ＳＩＰをサポートする無線通信
事業者（オペレータ）のＳＩＰサーバおよび無線通信端末（装置）が開発されている。さ
らに、最近では無線通信技術の発展に伴って、１つの無線通信端末が、異なる無線通信シ
ステム（無線通信ネットワーク）に接続可能な複数の無線通信デバイスを備えることが可
能になってきた。典型的な構成は、ＰＤＡ、ＰＣ、或いは携帯電話機が、携帯電話ネット
ワークと接続する第１の無線通信デバイスと、ＷｉＦｉやＷｉＭＡＸなどの無線ＬＡＮや
ＭＡＮ（MetropolitanArea Network）のステーションと接続する第２の無線通信デバイス
とを備えるものである。
【非特許文献１】ウェブサイト：http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt （ＳＩＰを規定
するＲＦＣ文書）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、ＳＩＰ技術は、元々は有線通信ネットワークを対象とした技術であり、
帯域や通信品質が時々刻々と変化する無線通信ネットワークは想定していなかった。さら
に、ＳＩＰ技術は、複数の無線通信ネットワークに接続可能な無線通信装置などは対象と
していなかった。即ち、インターネット上の有線通信ネットワークにおけるＳＩＰ技術の
開発は進んでいるが、異種の無線通信ネットワークが複数あり、このような複数の異種無
線ネットワークに跨る通信環境を前提としたＳＩＰ技術の開発は遅れている。
【０００５】
　図１７に、従来技術による無線通信ネットワーク構成図を示す。図示するように、サー
バやゲートウェイとしては、ＳＩＰサーバ３０、ゲートウェイ（ＧＷ）４０、ＳＭＳサー
バ５０、ＧＷ（或いはＳＩＰサーバ）６０，７０がある。発信側および着信側の通信端末
としては、無線通信端末ＵＡ１，ＵＡ２がある。これらの各端末は、上述した各サーバと
、オペレータパケットネットワークＮＥＴ１、オペレータ回線交換ネットワークＮＥＴ２
、オペレータ無線通信パケットネットワークＲＮＥＴ１，ＲＮＥＴ２を介して接続されて
いる。
【０００６】
　従来技術では、例えば、図示したような無線通信ネットワーク構成において、無線通信
端末ＵＡ１のＳＩＰ接続要求（発呼;Invite）に応じて、オペレータ無線通信パケットネ
ットワークＲＮＥＴ１に対応する回線交換ネットワークのＳＭＳサーバ５０によるＳＭＳ
（ショートメッセージサービス）メッセージによって無線通信端末ＵＡ２が呼び出される
（パケットネットワークへの接続と登録動作の指示）場合、無線通信端末ＵＡ２は、呼び
出された回線交換ネットワークに対応する（同じ通信事業者が提供する）無線通信ネット
ワークのパケット交換ネットワーク（この場合はＲＮＥＴ１）を介してＳＩＰサーバ３０
に対して、ＳＩＰ（Session Initiation Protocol ）の登録動作（Register）を行い、以
後ＳＩＰの手続きにより通話を成立させる。このような方法は、１つのオペレータ無線通
信パケットネットワークとそれに対応する回線交換ネットワークしか利用できない無線通
信端末を前提としたものある。一方、無線通信端末ＵＡ２が、２つのオペレータ無線通信
パケットネットワークＲＮＥＴ１，ＲＮＥＴ２に接続する機能を持ち、２つの選択肢があ
る場合、従来技術のＳＩＰ（即ち、ＳＩＰを実装する無線通信端末ＵＡ２）では、上述し
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たように、接続要求（パケットネットワークへの接続と登録動作の指示）を含むメッセー
ジが通過した経路に対応するネットワーク（この例ではオペレータ無線通信パケットネッ
トワークＲＮＥＴ１）を経由してＳＩＰの登録を行い、このパケットネットワーク経路を
使って発呼側／発信側（Calling party ）とセッションを取ることになる。このようなセ
ッション確立方式では、発呼側ユーザ（Calling party ）が使用を所望するアプリケーシ
ョンに応じた帯域、或いは、発呼側ユーザの希望する課金などに関する希望や好み、即ち
、プリファレンスが必ずしも反映されているとは言えない。即ち、接続要求を行ったユー
ザ（Calling party)のプリファレンスが全く考慮されていない。
【０００７】
　たとえ、発信側が、発呼をＳＩＰの呼設定メッセージ（ＩＮＶＩＴＥ）により行うとき
に、発信側の希望するプリファレンス（条件）を着信側に伝えたとしても、着信側では、
発信側の条件にできるだけ対応した無線通信システムを選択することは可能であっても、
発信側では、着信側が選択した無線通信システムをセッションを開始するまでは知ること
ができない。即ち、発信側端末は、着信側端末がどのような無線通信ネットワークに接続
できるか（どれだけの帯域を使用できるか）、或いは、実際にどの無線通信システムを選
択したのかは、セッションを確立して初めてわかる。そのため、着信側端末が発信側の通
知するプリファレンスに合致しない、合致したとしても、その合致内容がどの程度なのか
は、セッション確立まで発信側では分らなかった。例えば、着信側端末が、所要帯域に満
たない帯域の無線通信ネットワークにしか現状では接続できない場合、発信側端末では、
着信側端末の現在の無線通信状況を考慮した最適な帯域、最適な無線通信ネットワークで
通信を始めることができなかった。
【０００８】
　例えば、発信側：「ＷｉＭＡＸ（広帯域），ＥＶＤＯ（低帯域）」、着信側：「ＥＶＤ
Ｏ（低帯域）」のときに、発信側が通信料より帯域を優先して、広帯域なＷｉＭＡＸを選
択して着信側に発信したときに、着信側は、帯域優先の条件を通知されたとしても低帯域
なＥＶＤＯしか接続できないため、着信側は、低帯域なＥＶＤＯで接続することとなる。
このような状況では、発信側で広帯域なＷｉＭＡＸを使用しても、着信側で選択された「
低帯域なＥＶＤＯ」がボトルネックとなり、結局、当該セッションの帯域はＥＶＤＯの帯
域分しか出せず、発信側で消費、占有されるＷｉＭＡＸの帯域は無駄となり、帯域使用効
率の面、消費電力の面からも無駄である。特に、無線通信装置は、携行され移動する場合
が多く、その無線接続状況は刻々と変化する。このように、刻一刻と変化する電波伝搬環
境にある無線通信装置同士の接続において、相互の無線通信状況に応じた最適な無線通信
システムをお互いに選択して、着信側、発信側の相互において効率のよい無線通信接続を
提供する技法の開発が必要とされている。従って、発呼側／発信側（Calling Party ）の
無線通信端末としては、接続可能な複数の無線通信システム（経路、ネットワーク、通信
デバイスなど）を有効に利用できていないなどの問題があった。
【０００９】
　本発明は、着信側の無線通信端末が複数の無線通信システム（デバイス／経路、ネット
ワーク、帯域など）を選択肢として持つ場合に、着信側では、発信側の希望する条件に対
応した無線通信システムを選択することを可能にすると共に、着信側の接続可能な無線通
信システムの状況に応じて、発信側でも、着信側の状況を考慮した最適な無線通信システ
ムを選択して、相互に最適なものを選択した無線通信セッションを発信側と着信側との間
で最初から確立させる技法（装置、方法）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】
【００１１】
　上記目的を達成するため、請求項１に係るサーバ装置は、発信側が希望する無線通信シ
ステムの条件に関する情報を含む呼出要求を受信する受信手段と、前記受信手段が受信し
た呼出要求に対応して、前記発信側が希望する無線通信システムの条件に関する情報を着
信側に通知する通知手段と、前記通知手段による通知に対して、前記発信側が希望する無
線通信システムの条件に適合する無線通信システムを着信側が利用する旨の情報を受信す
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ると、前記呼出要求を着信側に対して送信するように制御する制御手段と、を備えること
を特徴とする。
【００１２】
　前記請求項１における制御手段は、前記通知手段による通知に対して、前記発信側が希
望する無線通信システムの条件に適合しない無線通信システムを着信側が利用する旨の情
報を受信すると、前記着信側が利用する無線通信システムの情報を発信側に通知し、前記
呼出要求を着信側に対して送信しないように制御することが好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、少なくとも発信側が回線交換ネットワークに接続できない場合におい
ても、通信開始前に、発信側・着信側間を接続する無線通信システムの選択のための情報
のやり取りを、所定の無線通信システムを介して行うので、発信側・着信側双方のユーザ
の希望する無線通信システムの条件（無線通信ネットワーク、帯域、課金など）に応じた
、双方において最適な無線通信システムを利用してセッションを開始することが可能にな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の原理・構成を詳細に説明する前に、本発明の典型的なシーケンスを簡単に説明
する。本発明は様々なタイプの無線通信装置およびその通信制御方法を対象とするが、典
型的な無線通信装置である無線通信端末を例にして説明する。
【００１５】
（１）　複数の無線通信ネットワークシステム（デバイス）を具えた無線通信端末（装置
）から他の無線通信端末（装置）へリアルタイムアプリケーションの発信をする場合、発
信側の無線通信端末は着信側無線通信端末に対し、発信側の接続できる無線通信ネットワ
ーク名と希望するリアルタイムアプリケーションの所要帯域を通知する。着信側の無線通
信端末は、自らが接続できる無線通信ネットワークと発信側の接続できる無線通信ネット
ワークとアプリケーションの所要帯域を考慮して、着信側の無線通信ネットワークを選択
し、発信側への応答として選択した着信側の無線通信ネットワークと着信側が接続できる
無線通信ネットワーク名を発信側の無線通信端末に通知する。その後、発信側の無線通信
端末は、着信側から通知された内容と自らが接続できる無線通信ネットワークとアプリケ
ーションの所要帯域とに基づいて接続する無線通信ネットワークを選択し、発信側、着信
側の双方でそれぞれ選択された無線通信ネットワークで必要なＳＩＰの手順を行い、通信
状態に至る。
【００１６】
（２）　上記の発信側端末・着信側端末間の発信側の接続できる無線ネットワーク名およ
び希望するリアルタイムアプリケーションの所要帯域の通知や、選択したネットワークの
通知は、ＳＩＰサーバを介して行う。また、着信側端末は着信側端末の使用するネットワ
ークを選択すると、選択したネットワークに接続してＳＩＰサーバに登録し、登録された
ネットワーク名の発信側無線通信端末への通知をＳＩＰサーバが行う。
（３）　（１）において、発信側の接続できる無線ネットワークおよび必要帯域を通知さ
れた着信側の無線通信端末では、帯域条件を満足する無線ネットワークが発信側・着信側
で複数ある場合は、その中で一番通信料が安い無線ネットワークを選択する。
（４）　（２）において、発信側無線通信端末は、発信側の接続できる無線ネットワーク
名および希望するリアルタイムアプリケーションの所要帯域と共に着信側の接続する希望
のネットワーク名を通知する。
（５）　（４）において、発信側無線通信端末からの通知を受信したＳＩＰサーバは、着
信側通信端末が通知した希望ネットワークと同じネットワークで接続・登録していれば、
通知を着信側通信端末に送信せずに必要なＳＩＰの手順を行い、通信状態に至る。
（６）　（４）において、発信側無線通信端末からの通知を受信したＳＩＰサーバは、通
知された希望のネットワーク名および発信側無線通信端末、着信側無線通信端末の組み合
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わせを記憶する。そして、ＳＩＰサーバは、着信側通信端末が接続・登録すると、発信側
通信端末が通知した希望ネットワークと同じネットワークで接続・登録していれば、通知
を発信側通信端末に送信せずに必要なＳＩＰの手順を行い、通信状態に至る。
【００１７】
（７）　（１）における選択した着信側の無線ネットワークの帯域が必要帯域に満たなか
った場合は、発信側端末は、ユーザに対し所要帯域の少ないアプリケーションに変更する
か、着信側無線通信端末への発信を中止するかの選択を求め、中止が選択された場合には
着信側端末に中断することを通知し、終了する。変更が選択された場合には、着信側端末
のネットワークに合わせた無線ネットワークに切り換え、通知された発信側・着信側の無
線ネットワークの帯域で使用できるアプリケーションに変更し、必要なＳＩＰの手順を行
う。
（８）　（１）において選択された着信側の無線ネットワークに合わせて発信側のネット
ワークを切り替えた場合に料金が上がる場合には、発信側端末は、ユーザに対し料金を提
示し、無線ネットワークを変更するか、変更しないか、着信側無線通信端末への発信を中
止するかの選択を求め、中止が選択された場合には着信側端末に中断することを通知し、
終了する。変更が選択された場合には、着信側端末のネットワークに合わせた無線ネット
ワークに切り換え、変更しないが選択された場合には、切り替えずに、必要なＳＩＰの手
順を行う。
（９）　（１）において、発信側の無線通信端末は、着信側の無線通信端末で実現して欲
しい帯域を優先するか、それとも課金が安くなることを優先するかといった着信側での無
線NWの選択に関するポリシーを、発信側の接続できる無線ネットワーク名および希望する
リアルタイムアプリケーションの所要帯域と共に通知する。着信側の通信端末では、通知
された無線ネットワークの選択に関するポリシーに応じて、使用する着信側の無線ネット
ワークを選択する。
【００１８】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を図面に基づき詳細に説明する。
　図１は本発明の第１実施形態の通信制御方法を適用する無線通信ネットワークの通信構
成１を示す図である。図１に示すように、サーバやゲートウェイとしては、ＳＩＰサーバ
３００、ゲートウェイ（ＧＷ）４０、ＳＭＳサーバ５００、ＧＷ（或いはＳＩＰサーバ）
６０、ＧＷ（或いはＳＩＰサーバ）７０がある。ＳＩＰサーバ３００は、呼制御サーバと
して機能し、ＳＭＳサーバ５００は、メッセージ送信サーバとして機能する。発信側およ
び着信側の通信端末としては、無線通信端末ＵＡ（User Agent）１０，ＵＡ２０がある。
これらの各端末は、上述した各サーバやＧＷと、オペレータパケットネットワークＮＥＴ
１、オペレータ回線交換ネットワークＮＥＴ２、オペレータ無線通信パケットネットワー
クＲＮＥＴ１，ＲＮＥＴ２を介して接続されている。
【００１９】
　無線通信端末ＵＡ１０は、オペレータ無線通信パケットネットワークＲＮＥＴ１および
オペレータ無線通信パケットネットワークＲＮＥＴ２に接続可能なマルチモード端末であ
り、無線通信端末ＵＡ２０は、オペレータ無線通信パケットネットワークＲＮＥＴ１、オ
ペレータ無線通信パケットネットワークＲＮＥＴ２およびオペレータ回線交換ネットワー
クＮＥＴ２に接続可能なマルチモード端末である。オペレータ無線通信パケットネットワ
ークＲＮＥＴ２は、オペレータ無線通信パケットネットワークＲＮＥＴ１に比べてより広
帯域なネットワークである。無線通信端末ＵＡ１０は、通常待ち受け時には、どちらか一
方のオペレータ無線通信パケットネットワークが接続されており、ドーマント状態である
。また、無線通信端末ＵＡ２０は、オペレータ回線交換ネットワークＮＥＴ２で待ち受け
しており、オペレータ無線通信パケットネットワークＲＮＥＴ１およびオペレータ無線通
信パケットネットワークＲＮＥＴ２には接続されていない。
【００２０】
　図２は本発明の第１実施形態の通信制御方法を適用する無線通信ネットワークの通信構
成２を示す図である。この通信構成例２は、通信構成例１にあったＳＭＳサーバ５００お
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よびオペレータ回線交換ネットワークＮＥＴ２が省略されている。図２に示すように、無
線通信端末ＵＡ１０、無線通信端末ＵＡ２０の双方は、オペレータ無線通信パケットネッ
トワークＲＮＥＴ１およびオペレータ無線通信パケットネットワークＲＮＥＴ２のみに接
続可能なマルチモード端末である。オペレータ無線通信パケットネットワークＲＮＥＴ２
は、オペレータ無線通信パケットネットワークＲＮＥＴ１に比べてより広帯域なネットワ
ークである。無線通信端末ＵＡ１０および無線通信端末ＵＡ２０は、通常待ち受け時には
、どちらか一方のオペレータ無線通信パケットネットワークが接続され、ＳＩＰサーバ３
００に登録されている。
【００２１】
　図３は本発明の無線通信ネットワークで用いる無線通信端末の機能ブロック図である。
図３に示すように、無線通信端末ＵＡ１０，ＵＡ２０は、通信処理部１１０、制御部（Ｃ
ＰＵ、プロセッサ）１２０、操作（プリファレンス）入力部１３０、ＳＩＰ（拡張）処理
部１４０、無線通信ネットワーク選択処理部１５０、記憶部１６０、スピーカＳＰ，マイ
クロフォンＭＩＣ、表示部１７０、音声変調／復調部１８０、および画像変調／復調部１
９０を備える。通信処理部１１０は、無線通信ネットワーク選択処理部１５０やＳＩＰ処
理部１４０などを介して呼設定メッセージ（ＩＮＶＩＴＥメッセージ）を送受信する送信
部や受信部として機能する。また、通信処理部１１０は、無線通信ネットワーク選択処理
部１５０を介してパケット交換ネットワークと問い合わせメッセージ（ＳＭＳメッセージ
）の送受信を行う送信部、受信部としても機能する（無線通信端末ＵＡ１０はＳＭＳメッ
セージの送受信を行えない装置も含む）。
【００２２】
　図４は本発明の無線通信ネットワークで用いるＳＩＰサーバ（呼制御サーバ）の機能ブ
ロック図である。図４に示すように、ＳＩＰサーバ３００は、ログイン（登録）処理部３
１０、呼出要求受信部３２０、登録通知生成部３３０、登録通知送信部３４０、アドレス
解決処理部３５０、呼出要求生成部３６０、呼出要求送信部３７０、発信希望記憶部３８
０および発信希望処理部３９０を備える。ログイン（登録）処理部３１０は、端末からの
ログイン（登録；Register）要求を受け取り、必要な処理を行う。呼出要求受信部３２０
は、発信側のプリファレンス情報を含み、着信側を呼び出すための呼設定メッセージ（In
viteメッセージ）を受信する。呼出要求生成部３６０は、呼出要求受信部３２０により受
信された呼設定メッセージを着呼側に伝えるために、前記呼設定メッセージを受信したこ
とを示す情報と、呼設定メッセージに含まれる希望する条件（プリファレンス情報）とを
含む呼出要求情報を生成する。呼出要求送信部３７０は、生成された呼出要求情報をＳＭ
Ｓサーバ（メッセージ送信サーバ）に送信する、または、ＳＩＰプロトコルに基づいて生
成された呼出要求情報を着信側端末に送信する。発信希望記憶部３８０は、無線通信端末
ＵＡ１０からの発信希望条件（希望する無線通信ネットワーク、アプリケーションや課金
等）を記憶する。発信希望処理部３９０は、無線通信端末ＵＡ１０からの発信希望条件に
基づいて、必要な処理を行う。
【００２３】
　図５は第１実施形態の通信制御方法において、発信側無線通信端末（発信元端末）ＵＡ
１０が回線交換網に接続できる着信側無線通信端末（発信先端末）ＵＡ２０に発信し、リ
アルタイムアプリケーションで通信を開始するまでの通信制御を示すシーケンス図であり
、着信側無線通信端末（発信先端末）ＵＡ２０が帯域の足りない無線通信ネットワークを
選択した場合を示している。
　まず、発信元端末ＵＡ１０は、オペレータ無線通信パケットネットワークＲＮＥＴ２（
以下、無線ネットワークＲＮＥＴ２という）に接続して（無線ネットワークＲＮＥＴ２を
利用して）、ＳＩＰサーバ３００に登録（REGISTER）を行う。このとき、ＳＩＰサーバ３
００では、図６のステップＳ０１～Ｓ０３に示す処理を行う。すなわち、図６のステップ
Ｓ０１で、端末（この場合、発信元端末ＵＡ１０）から登録要求（REGISTER REQUEST）を
受信すると、次のステップＳ０２では、図７に例示する登録（Register）記憶テーブルに
当該端末のアドレス・番号・ネットワーク名を登録する。その後、ステップＳ０３の判断
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は、この時点では通信相手の端末への発信希望が無いため、Ｎｏになって終了して、待機
状態となる。
【００２４】
　次に、発信元端末ＵＡ１０は、発信先端末ＵＡ２０に対する呼出要求（INVITE）をＳＩ
Ｐサーバ３００に送る。この呼出要求（INVITE）には、図８に例示するように、
・発信側無線通信端末の接続できる無線ネットワークリスト:無線ネットワークＲＮＥＴ
１、ＲＮＥＴ２
・アプリケーション名：テレビ電話
・アプリケーションに必要な帯域：５００ｋｂｐｓ
・発信側が希望する無線ネットワーク：無線ネットワークＲＮＥＴ２
・「帯域優先」か「料金の安さを優先」かの情報：「帯域優先」
の情報が含まれている。
【００２５】
　上記呼出要求（INVITE）を受信したＳＩＰサーバ３００は、発信先端末ＵＡ２０がまだ
登録されていないことを確認すると、発信元番号および発信先番号、発信側（発信元）が
希望する無線ネットワークを、発信希望として発信希望記憶テーブル（その構成を図９に
例示する）に記憶した後、発信先端末ＵＡ２０に対し、ＧＷ４０を経由して、ＳＭＳサー
バ５００（その構成を図１０に例示する）から、ＳＭＳで起動メッセージを送信する。こ
の起動メッセージにも、上記呼出要求（INVITE）に含まれる情報が入っている。このとき
、ＳＩＰサーバ３００では、図１１のステップＳ１１～Ｓ１３、Ｓ１６に示す処理を行う
。すなわち、図１１のステップＳ１１で、端末（この場合、発信元端末ＵＡ１０）から呼
出要求（INVITE）を受信すると、次のステップＳ１２では、発信元端末の番号と呼出要求
（INVITE）の発信先の番号との組合せと、発信元が希望する無線ネットワーク名とを、発
信希望として発信希望記憶テーブルに登録または上書きする。次のステップＳ１３では、
発信先の端末は発信元が希望する無線ネットワークに登録されているか否かを判断し、登
録されていなければ、ステップＳ１６に進んで、ＳＭＳサーバ５００経由で発信先の端末
に呼出要求情報を送信した後、終了して、待機状態となる。
【００２６】
　なお、上記ステップＳ１３の判断時に、既にＳＩＰサーバ３００に登録されている着信
側無線通信端末ＵＡ２０の無線ネットワークが発信元端末ＵＡ１０が希望する無線ネット
ワークであった場合には、ＳＩＰサーバ３００は、呼出要求（INVITE）をそのまま発信先
の端末に送信する。このとき、ＳＩＰサーバ３００では、図１１のステップＳ１３のＹｅ
ｓ－Ｓ１４－Ｓ１５に示す処理を行う。すなわち、図１１のステップＳ１３の判断がＹｅ
ｓのときに進むステップＳ１４では、発信希望を削除し、次のステップＳ１５では、ＳＩ
Ｐサーバ３００は、呼出要求（INVITE）を発信先の端末に送信し、以後通常のＳＩＰの手
続に移行する。また、発信先端末ＵＡ２０がオペレータ回線交換ネットワーク（ＮＥＴ２
）に接続できない端末であった場合には、オペレータ無線通信パケットネットワーク（Ｒ
ＮＥＴ１またはＲＮＥＴ２）のページング情報に呼出要求（INVITE）の情報を載せて、発
信先端末を呼び出せばよい。また、発信先の端末がインターネットに接続されたＰＣ等で
あって、既にＳＩＰサーバ３００に登録されている場合には、その端末のアドレスに対し
呼出要求（INVITE）の情報を送信すればよい。
【００２７】
　ＳＭＳ５００から起動メッセージを受け取った発信先端末ＵＡ２０は、起動メッセージ
内の情報と自らが現在接続できる無線ネットワークとを考慮して、発信先端末ＵＡ２０で
接続する無線ネットワークとしてオペレータ無線通信パケットネットワークＲＮＥＴ１を
選択して、選択した無線ネットワークに接続した後、ＳＩＰサーバ３００サーバに登録す
る。この登録時に、ＳＩＰサーバ３００は、発信先端末ＵＡ２０がオペレータ無線通信パ
ケットネットワークＲＮＥＴ１（発信元端末ＵＡ１０が希望した無線ネットワークとは異
なる無線ネットワーク）で接続および登録したことを確認すると、発信元端末ＵＡ１０に
、発信先端末ＵＡ２０がオペレータ無線通信パケットネットワークＲＮＥＴ１で登録した
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ことを通知する。この場合、発信先端末ＵＡ２０が発信元端末ＵＡ１０が希望した無線ネ
ットワークとは異なる無線ネットワークで接続および登録しているため、ＳＩＰサーバ３
００は、呼出要求（INVITE）を発信先端末に送信しないように制御する。
【００２８】
　このとき、ＳＩＰサーバ３００では、図６のステップＳ０１－Ｓ０２－Ｓ０３のＹｅｓ
－Ｓ０４のＮｏ－Ｓ０６に示す処理を行う。すなわち、図６のステップＳ０１で、端末（
この場合、発信先端末ＵＡ２０）から登録（REGISTER）を受信すると、次のステップＳ０
２では、図７に例示する登録（Register）記憶テーブルに当該端末のアドレス・番号・ネ
ットワーク名を登録する。その後、ステップＳ０３の判断は、通信相手の端末への発信希
望があるため、Ｙｅｓになり、ステップＳ０４に進む。ステップＳ０４では、発信先端末
ＵＡ２０は発信元端末ＵＡ１０が希望した無線ネットワーク（ＲＮＥＴ２）で登録したか
否かを判断するが、この判断がＮｏになるため、ステップＳ０６に進む。ステップＳ０６
では、発信元通信端末ＵＡ１０へ、発信先端末ＵＡ２０の登録情報（登録した無線ネット
ワーク名も含む）を通知する。なお、発信先端末ＵＡ２０が発信元端末ＵＡ１０が希望し
た無線ネットワークで接続および登録している場合には、ステップＳ０４の判断がＹｅｓ
になってステップＳ０５に進み、ステップＳ０５では、ＳＩＰサーバ３００は、呼出要求
（INVITE）を発信先端末に送信し、以後通常のＳＩＰの手続を行い、通信を開始する。
【００２９】
　上記登録情報の通知を受けた発信元端末ＵＡ１０は、無線ネットワーク（ＲＮＥＴ１）
では帯域が不足すること、および、無線ネットワーク（ＲＮＥＴ１）の課金は無線ネット
ワーク（ＲＮＥＴ２）の課金以下であることを確認すると、ユーザに帯域の少ないアプリ
ケーション（モノクロテレビ電話または電話）に変更して通信を行うか、もしくは、中断
するかを確認させるために、図１２に例示するユーザ選択画面を表示する。このユーザ選
択画面を見たユーザがアプリケーションを変更して通信を行うことを選択した場合には、
無線ネットワーク（ＲＮＥＴ２）を切断して無線ネットワーク（ＲＮＥＴ１）で接続し、
ＳＩＰサーバ３００に登録した後、発信先端末ＵＡ２０に対する呼出要求（INVITE）を送
信（再送信）する。この再送信時には、先の呼出要求（INVITE）はＳＩＰサーバ３００で
キャンセルされている。この呼出要求（INVITE）には、
・アプリケーション名：モノクロテレビ電話
・発信側が希望する無線ネットワーク：無線ネットワークＲＮＥＴ１
が書かれている。
　なお、上記確認時に、アプリケーションを変更しないことが選択された場合には、その
まま無線ネットワーク（ＲＮＥＴ２）で同じ呼出要求（INVITE）を送信（再送信）する。
また、上記確認時に中断が選択された場合には、中断することをＳＩＰサーバ３００を経
由して発信先端末ＵＡ２０に通知する。この中断の通知を受け取った発信先端末ＵＡ２０
では、必要に応じて無線ネットワークＲＮＥＴ１を切断する。
【００３０】
　発信先端末ＵＡ２０の登録している無線ネットワーク（無線ネットワークＲＮＥＴ１）
が発信元端末ＵＡ１０が希望する無線ネットワーク（無線ネットワークＲＮＥＴ１）と一
致することをＳＩＰサーバ３００が確認すると、当該呼出要求（INVITE）を発信先端末Ｕ
Ａ２０に送信する。このとき、ＳＩＰサーバ３００では、図１１のＳ１１－Ｓ１２－Ｓ１
３のＹｅｓ－Ｓ１４－Ｓ１５に示す処理を行う。その後、発信元端末ＵＡ１０および発信
先端末ＵＡ２０は、図５に示した通話に必要なＳＩＰの手続を行い、リアルタイムアプリ
ケーションの通信を開始する。
【００３１】
　図５の通信制御方法によれば、発信側の無線通信端末ＵＡ１０が回線交換ネットワーク
に接続できない場合においても、通信開始前に、発信側・着信側間を接続する無線通信シ
ステムの選択のための情報の通知を、ＳＩＰサーバ３００を介してネットワーク側が着信
側の無線通信端末ＵＡ２０へ回線交換ネットワークを介して通知するので、発信側の無線
通信端末ＵＡ１０が回線交換ネットワークに接続できる能力（機能）を備えていなくても
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実現することができる。また、着信側の無線通信端末ＵＡ２０からの通知に伴う発信側の
無線通信端末ＵＡ１０の無線ネットワークの切換も通信開始前にＳＩＰサーバ３００およ
び端末間で行うので、発信側・着信側双方のユーザの希望する無線通信システムの条件（
無線通信ネットワーク、帯域、課金など）に応じた、双方において最適な無線通信システ
ム（この場合、無線ネットワークＲＮＥＴ１）を利用して通信を行うことができる。
【００３２】
　図１３は第１実施形態の通信制御方法において、発信側無線通信端末（発信元端末）Ｕ
Ａ１０が回線交換網に接続できる着信側無線通信端末（発信先端末）ＵＡ２０に発信し、
リアルタイムアプリケーションで通信を開始するまでの通信制御を示すシーケンス図であ
り、着信側無線通信端末（発信先端末）ＵＡ２０が選択した無線ネットワークに合わせて
発信側無線通信端末（発信元端末）ＵＡ１０が無線ネットワークを切り換える際に料金が
上がる場合を示している。
　まず、発信元端末ＵＡ１０は、オペレータ無線通信パケットネットワークＲＮＥＴ１（
以下、無線ＲＮＥＴ１という）に接続して（無線ＲＮＥＴ１を利用して）、ＳＩＰサーバ
３００に登録（REGISTER）を行う。このとき、ＳＩＰサーバ３００では、図６のステップ
Ｓ０１～Ｓ０３に示す処理を行う。すなわち、図６のステップＳ０１で、端末（この場合
、発信元端末ＵＡ１０）から登録要求（REGISTER REQUEST）を受信すると、次のステップ
Ｓ０２では、図７に例示する登録（Register）記憶テーブルに当該端末のアドレス・番号
・ネットワーク名を登録する。その後、ステップＳ０３の判断は、この時点では通信相手
の端末への発信希望が無いため、Ｎｏになって終了して、待機状態となる。
【００３３】
　次に、発信元端末ＵＡ１０は、発信先端末ＵＡ２０に対する呼出要求（INVITE）をＳＩ
Ｐサーバ３００に送る。この呼出要求（INVITE）には、図８のフォーマットに基づいて下
記内容にて生成される。
・発信側無線通信端末の接続できる無線ネットワークリスト:無線ネットワークＲＮＥＴ
１、ＲＮＥＴ２
・アプリケーション名：電話
・アプリケーションに必要な帯域：５０ｋｂｐｓ
・発信側が希望する無線ネットワーク：無線ネットワークＲＮＥＴ１
・「帯域優先」か「料金の安さを優先」かの情報：「帯域優先」
の情報が含まれている。
【００３４】
　上記呼出要求（INVITE）を受信したＳＩＰサーバ３００は、発信先端末ＵＡ２０がまだ
登録されていないことを確認すると、発信元番号および発信先番号、発信側（発信元）が
希望する無線ネットワークを、発信希望として発信希望記憶テーブル（その構成は図９に
基づく）に記憶した後、発信先端末ＵＡ２０に対し、ＧＷ４０を経由して、ＳＭＳサーバ
５００（その構成を図１０に例示する）から、ＳＭＳで起動メッセージを送信する。この
起動メッセージにも、上記呼出要求（INVITE）に含まれる情報が入っている。このとき、
ＳＩＰサーバ３００では、図１１のステップＳ１１～Ｓ１３、Ｓ１６に示す処理を行う。
すなわち、図１１のステップＳ１１で、端末（この場合、発信元端末ＵＡ１０）から呼出
要求（INVITE）を受信すると、次のステップＳ１２では、発信元端末の番号と呼出要求（
INVITE）の発信先の番号との組合せと、発信元が希望する無線ネットワーク名とを、発信
希望として発信希望記憶テーブルに登録または上書きする。次のステップＳ１３では、発
信先の端末は発信元が希望する無線ネットワークに登録されているか否かを判断し、登録
されていなければ、ステップＳ１６に進んで、ＳＭＳサーバ５００経由で発信先の端末に
呼出要求情報を送信した後、終了して、待機状態となる。
【００３５】
　ＳＭＳ５００から起動メッセージを受け取った発信先端末ＵＡ２０は、起動メッセージ
内の情報と自らが現在接続できる無線ネットワークとを考慮して、発信先端末ＵＡ２０で
接続する無線ネットワークとしてオペレータ無線通信パケットネットワークＲＮＥＴ２を
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選択して、選択した無線ネットワークに接続した後、ＳＩＰサーバ３００に登録する。こ
の登録時に、ＳＩＰサーバ３００は、発信先端末ＵＡ２０がオペレータ無線通信パケット
ネットワークＲＮＥＴ２（発信元端末ＵＡ１０が希望した無線ネットワークとは異なる無
線ネットワーク）で接続および登録したことを確認すると、発信元端末ＵＡ１０に、発信
先端末ＵＡ２０がオペレータ無線通信パケットネットワークＲＮＥＴ２で登録したことを
通知する。この場合、発信先端末ＵＡ２０が発信元端末ＵＡ１０が希望した無線ネットワ
ークとは異なる無線ネットワークで接続および登録しているため、ＳＩＰサーバ３００は
、呼出要求（INVITE）を発信先端末に送信しないように制御する。
【００３６】
　このとき、ＳＩＰサーバ３００では、図６のステップＳ０１－Ｓ０２－Ｓ０３のＹｅｓ
－Ｓ０４のＮｏ－Ｓ０６に示す処理を行う。すなわち、図６のステップＳ０１で、端末（
この場合、発信先端末ＵＡ２０）から登録（REGISTER）を受信すると、次のステップＳ０
２では、図７に例示する登録（Register）記憶テーブルに当該端末のアドレス・番号・ネ
ットワーク名を登録する。その後、ステップＳ０３の判断は、通信相手の端末への発信希
望があるため、Ｙｅｓになり、ステップＳ０４に進む。ステップＳ０４では、発信先端末
ＵＡ２０は発信元端末ＵＡ１０が希望した無線ネットワーク（ＲＮＥＴ１）で登録したか
否かを判断するが、この判断がＮｏになるためステップＳ０６に進む。ステップＳ０６で
は、発信元通信端末ＵＡ１０へ、発信先端末ＵＡ２０の登録情報（登録した無線ネットワ
ーク名も含む）を通知する。
【００３７】
　上記登録情報の通知を受けた発信元端末ＵＡ１０は、無線ネットワーク（ＲＮＥＴ２）
の帯域は十分に大きいが、無線ネットワーク（ＲＮＥＴ２）の課金は無線ネットワーク（
ＲＮＥＴ１）の課金より高いことを確認すると、ユーザに課金の増加金額を提示して、中
断するか、そのままのアプリケーションで通信を開始するか、帯域の大きいアプリケーシ
ョンに変更して通信するかの選択を要求するために、図１４に例示するユーザ選択画面を
表示する。このユーザ選択画面を見たユーザが、帯域の大きいアプリケーションに変更し
て通信することを選択した場合には、無線ネットワーク（ＲＮＥＴ１）を切断して無線ネ
ットワーク（ＲＮＥＴ２）で接続し、ＳＩＰサーバ３００に登録した後、発信先端末ＵＡ
２０に対する呼出要求（INVITE）を送信（再送信）する。この再送信時には、先の呼出要
求（INVITE）はＳＩＰサーバ３００でキャンセルされている。この呼出要求（INVITE）に
は、
・アプリケーション名：テレビ電話
・発信側が希望する無線ネットワーク：無線ネットワークＲＮＥＴ２
が書かれている。
【００３８】
　発信先端末ＵＡ２０の登録している無線ネットワーク（無線ネットワークＲＮＥＴ２）
が発信元端末ＵＡ１０が希望する無線ネットワーク（無線ネットワークＲＮＥＴ２）と一
致することをＳＩＰサーバ３００が確認すると、当該呼出要求（INVITE）を発信先端末Ｕ
Ａ２０に送信する。このとき、ＳＩＰサーバ３００では、図１１のＳ１１－Ｓ１２－Ｓ１
３のＹｅｓ－Ｓ１４－Ｓ１５に示す処理を行う。その後、発信元端末ＵＡ１０および発信
先端末ＵＡ２０は、図１３に示した通話に必要なＳＩＰの手続を行い、リアルタイムアプ
リケーションの通信を開始する。
【００３９】
　図１３の通信制御方法によれば、発信側の無線通信端末ＵＡ１０が回線交換ネットワー
クに接続できない場合においても、通信開始前に、発信側・着信側間を接続する無線通信
システムの選択のための情報の通知を、ＳＩＰサーバ３００を介してネットワーク側が着
信側の無線通信端末ＵＡ２０へ回線交換ネットワークを介して通知するので、発信側の無
線通信端末ＵＡ１０が回線交換ネットワークに接続できる能力（機能）を備えていなくて
も実現することができる。また、着信側の無線通信端末ＵＡ２０からの通知に伴う発信側
の無線通信端末ＵＡ１０の無線ネットワークの切換も通信開始前にＳＩＰサーバ３００お
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よび端末間で行うので、発信側・着信側双方のユーザの希望する無線通信システムの条件
（無線通信ネットワーク、帯域、課金など）に応じた、双方において最適な無線通信シス
テム（この場合、無線ネットワークＲＮＥＴ２）を利用して通信を行うことができる。
【００４０】
　図１５は第１実施形態の通信制御方法において、回線交換網に接続できない（機能を備
えていない場合も含む）着信側無線通信端末（発信先端末）ＵＡ２０が無線ネットワーク
ＲＮＥＴ１でＳＩＰサーバ３００に登録（REGISTRATION）しているときに、回線交換網に
接続できない（機能を備えていない場合も含む）発信側無線通信端末（発信元端末）ＵＡ
１０が着信側無線通信端末（発信先端末）ＵＡ２０に発信し、リアルタイムアプリケーシ
ョンで通信を開始するまでの通信制御を示すシーケンス図であり、着信側無線通信端末（
発信先端末）ＵＡ２０が帯域の足りない無線通信ネットワークを選択した場合を示してい
る。
【００４１】
　まず、発信元端末ＵＡ１０は、無線ネットワークＲＮＥＴ２に接続して（無線ネットワ
ークＲＮＥＴ２を利用して）ＳＩＰサーバ３００に登録(REGISTER)を行う。このとき、Ｓ
ＩＰサーバ３００では、図６のステップＳ０１～Ｓ０３に示す処理を行い、図７に例示す
る登録（Register）記憶テーブルに当該端末のアドレス・番号・ネットワーク名を登録す
る。次に、発信元端末ＵＡ１０は、発信先端末ＵＡ２０に対する呼出要求（INVITE）をＳ
ＩＰサーバ３００に送る。この呼出要求（INVITE）には、図８に例示するように、
・発信側無線通信端末の接続できる無線ネットワークリスト:無線ネットワークＲＮＥＴ
１、ＲＮＥＴ２
・アプリケーション名：テレビ電話
・アプリケーションに必要な帯域：５００ｋｂｐｓ
・発信側が希望する無線ネットワーク：無線ネットワークＲＮＥＴ２
・「帯域優先」か「料金の安さを優先」かの情報：「帯域優先」
の情報が含まれている。
【００４２】
　上記呼出要求（INVITE）を受信したＳＩＰサーバ３００は、発信先端末ＵＡ２０は登録
されているが、発信先端末ＵＡ２０が接続している無線ネットワーク（無線ネットワーク
ＲＮＥＴ１）が発信元端末ＵＡ１０が希望する無線ネットワーク（無線ネットワークＲＮ
ＥＴ２）ではないことを確認すると、発信元番号および発信先番号、発信側（発信元）が
希望する無線ネットワークを、発信希望として発信希望記憶テーブル（その構成を図９に
例示する）に記憶する。その後、ＳＩＰサーバ３００は、図１１のステップＳ１１～Ｓ１
３、Ｓ１６に示す処理を行い、発信先端末ＵＡ２０に対し、呼出要求情報を送信する。こ
の呼出要求情報にも、上記呼出要求（INVITE）に含まれる情報が入っている。
【００４３】
　ＳＩＰサーバ３００から呼出要求情報を受け取った発信先端末ＵＡ２０は、呼出要求情
報内の情報と自らが現在接続できる無線ネットワークとを考慮して、発信先端末ＵＡ２０
で接続する無線ネットワークとして無線ネットワークＲＮＥＴ１を選択して、選択した無
線ネットワークに接続した後、ＳＩＰサーバ３００に登録する。この場合、発信先端末Ｕ
Ａ２０は無線ネットワークＲＮＥＴ１を選択し、以前から無線ネットワークＲＮＥＴ１で
登録（REGISTRATION）しているので、再びＳＩＰサーバ３００への登録（REGISTRATION）
を行う。この登録時に、ＳＩＰサーバ３００は、発信先端末ＵＡ２０が無線ネットワーク
ＲＮＥＴ１（発信元端末ＵＡ１０が希望した無線ネットワークとは異なる無線ネットワー
ク）で接続および登録したことを確認すると、発信元端末ＵＡ１０に、発信先端末ＵＡ２
０が無線通信ネットワークＲＮＥＴ１で登録したことを通知する。この場合、発信先端末
ＵＡ２０が発信元端末ＵＡ１０が希望した無線ネットワークとは異なる無線ネットワーク
で接続および登録しているため、ＳＩＰサーバ３００は、呼出要求（INVITE）を発信先端
末に送信しないように制御する。また、発信先端末ＵＡ２０の処理として、再登録を行わ
なくても、上記と同様の無線ネットワークＲＮＥＴ１で接続および登録していることをＳ
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ＩＰサーバ３００が検出することができれば、通知等で行ってもよい。
【００４４】
　上記登録情報の通知を受けた発信元端末ＵＡ１０は、無線ネットワーク（ＲＮＥＴ１）
では帯域が不足すること、および、無線ネットワーク（ＲＮＥＴ１）の課金は無線ネット
ワーク（ＲＮＥＴ２）の課金以下であることを確認すると、ユーザに帯域の少ないアプリ
ケーション（モノクロテレビ電話または電話）に変更して通信を行うか、もしくは、中断
するかを確認させるために、図１２に例示するユーザ選択画面を表示する。このユーザ選
択画面を見たユーザがアプリケーションを変更して通信を行うことを選択した場合には、
無線ネットワーク（ＲＮＥＴ２）を切断して無線ネットワーク（ＲＮＥＴ１）で接続し、
ＳＩＰサーバ３００に登録した後、発信先端末ＵＡ２０に対する呼出要求（INVITE）を送
信（再送信）する。この再送信時には、先の呼出要求（INVITE）はＳＩＰサーバ３００で
キャンセルされている。この呼出要求（INVITE）には、
・アプリケーション名：モノクロテレビ電話
・発信側が希望する無線ネットワーク：無線ネットワークＲＮＥＴ１
が書かれている。
【００４５】
　発信先端末ＵＡ２０の登録している無線ネットワーク（無線ネットワークＲＮＥＴ１）
と、発信元端末ＵＡ１０が希望する無線ネットワーク（無線ネットワークＲＮＥＴ１）と
が一致することをＳＩＰサーバ３００が確認すると、当該呼出要求（INVITE）を発信先端
末ＵＡ２０に送信する。このとき、ＳＩＰサーバ３００では、図１１のＳ１１－Ｓ１２－
Ｓ１３のＹｅｓ－Ｓ１４－Ｓ１５に示す処理を行う。その後、発信元端末ＵＡ１０および
発信先端末ＵＡ２０は、図１５に示した通話に必要なＳＩＰの手続を行い、リアルタイム
アプリケーションの通信を開始する。
【００４６】
　図１５の通信制御方法によれば、発信側の無線通信端末ＵＡ１０、着信側の無線通信端
末ＵＡ２０の双方が回線交換ネットワークに接続できない場合（機能がない場合も含む）
においても、通信開始前に、発信側・着信側間を接続する無線通信システムの選択のため
の情報のやり取りを、所定の無線通信システム（ＲＮＥＴ１，ＲＮＥＴ２）およびＳＩＰ
サーバ３００を介して行い、無線ネットワークの切換も通信開始前にＳＩＰサーバ３００
および端末間で行うので、発信側・着信側双方のユーザの希望する無線通信システムの条
件（無線通信ネットワーク、帯域、課金など）に応じた、双方において最適な無線通信シ
ステム（この場合、無線ネットワークＲＮＥＴ１）を利用して通信を行うことができる。
【００４７】
　図１６は第１実施形態の通信制御方法において、回線交換網に接続できない（機能がな
い場合も含む）着信側無線通信端末（発信先端末）ＵＡ２０が無線ネットワークＲＮＥＴ
１でＳＩＰサーバ３００に登録（REGISTRATION）しているときに、回線交換網に接続でき
ない（機能がない場合も含む）発信側無線通信端末（発信元端末）ＵＡ１０が着信側無線
通信端末（発信先端末）ＵＡ２０に発信し、リアルタイムアプリケーションで通信を開始
するまでの通信制御を示すシーケンス図であり、発信側無線通信端末（発信元端末）ＵＡ
１０が希望する無線ネットワーク（無線ネットワークＲＮＥＴ２）に着信側無線通信端末
（発信先端末）ＵＡ２０が無線ネットワークを切換可能な場合を示している。
【００４８】
　まず、発信元端末ＵＡ１０は、無線ネットワークＲＮＥＴ２に接続して（無線ネットワ
ークＲＮＥＴ２を利用して）ＳＩＰサーバ３００に登録(REGISTER)を行う。このとき、Ｓ
ＩＰサーバ３００では、図６のステップＳ０１～Ｓ０３に示す処理を行い、図７に例示す
る登録（Register）記憶テーブルに当該端末のアドレス・番号・ネットワーク名を登録す
る。次に、発信元端末ＵＡ１０は、発信先端末ＵＡ２０に対する呼出要求（INVITE）をＳ
ＩＰサーバ３００に送る。この呼出要求（INVITE）には、図８に例示するように、
・発信側無線通信端末の接続できる無線ネットワークリスト:無線ネットワークＲＮＥＴ
１、ＲＮＥＴ２
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・アプリケーション名：テレビ電話
・アプリケーションに必要な帯域：５００ｋｂｐｓ
・発信側が希望する無線ネットワーク：無線ネットワークＲＮＥＴ２
・「帯域優先」か「料金の安さを優先」かの情報：「帯域優先」
の情報が含まれている。
【００４９】
　上記呼出要求（INVITE）を受信したＳＩＰサーバ３００は、発信先端末ＵＡ２０は登録
されているが、発信先端末ＵＡ２０が接続している無線ネットワーク（無線ネットワーク
ＲＮＥＴ１）が発信元端末ＵＡ１０が希望する無線ネットワーク（無線ネットワークＲＮ
ＥＴ２）ではないことを確認すると、発信元番号および発信先番号、発信側（発信元）が
希望する無線ネットワークを、発信希望として発信希望記憶テーブル（その構成を図９に
例示する）に記憶する。その後、ＳＩＰサーバ３００は、図１１のステップＳ１１～Ｓ１
３、Ｓ１６に示す処理を行い、発信先端末ＵＡ２０に対し、呼出要求情報を送信する。こ
の呼出要求情報にも、上記呼出要求（INVITE）に含まれる情報が入っている。
【００５０】
　ＳＩＰサーバ３００から呼出要求情報を受け取った発信先端末ＵＡ２０は、呼出要求情
報内の情報と自らが現在接続できる無線ネットワークとを考慮して、発信先端末ＵＡ２０
で接続する無線ネットワークとして発信元端末ＵＡ１０が希望する無線ネットワークＲＮ
ＥＴ２を選択し、無線ネットワークＲＮＥＴ１で登録解除（UNREGISTER）を行って無線ネ
ットワークＲＮＥＴ１の接続を切断した後、無線ネットワークＲＮＥＴ２でＳＩＰサーバ
３００への登録（REGISTRATION）を行う。この登録時に、ＳＩＰサーバ３００は、発信先
端末ＵＡ２０が無線ネットワークＲＮＥＴ２（発信元端末ＵＡ１０が希望した無線ネット
ワーク）で接続および登録したことを確認すると、呼出要求（INVITE）を発信先端末ＵＡ
２０に送信する。このとき、ＳＩＰサーバ３００では、図６のＳ０１－Ｓ０２－Ｓ０３の
Ｙｅｓ－Ｓ０４のＹｅｓ－Ｓ０５に示す処理を行う。その後、発信元端末ＵＡ１０および
発信先端末ＵＡ２０は、図１６に示した通話に必要なＳＩＰの手続を行い、リアルタイム
アプリケーションの通信を開始する。
【００５１】
　図１６の通信制御方法によれば、発信側の無線通信端末ＵＡ１０、着信側の無線通信端
末ＵＡ２０の双方が回線交換ネットワークに接続できない場合（機能がない場合も含む）
においても、通信開始前に、発信側・着信側間を接続する無線通信システムの選択のため
の情報のやり取りを、所定の無線通信システム（ＲＮＥＴ１，ＲＮＥＴ２）およびＳＩＰ
サーバ３００を介して行い、無線ネットワークの切換も通信開始前にＳＩＰサーバ３００
および端末間で行うので、発信側・着信側双方のユーザの希望する無線通信システムの条
件（無線通信ネットワーク、帯域、課金など）に応じた、双方において最適な無線通信シ
ステム（この場合、無線ネットワークＲＮＥＴ２）を利用して通信を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の第１実施形態の通信制御方法を適用する無線通信ネットワークの通信構
成１を示す図である。
【図２】本発明の第１実施形態の通信制御方法を適用する無線通信ネットワークの通信構
成２を示す図である。
【図３】本発明の無線通信ネットワークで用いる無線通信端末の機能ブロック図である。
【図４】本発明の無線通信ネットワークで用いるＳＩＰサーバ（呼制御サーバ）の機能ブ
ロック図である。
【図５】第１実施形態の通信制御方法において、発信側無線通信端末および着信側無線通
信端末間で通信を開始するまでの通信制御を示すシーケンス図である。
【図６】第１実施形態の通信制御方法において、ＳＩＰサーバが行う呼制御を示すフロー
チャートである。
【図７】第１実施形態の通信制御方法において、ＳＩＰサーバが呼制御に用いる登録記憶
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テーブルを例示する図である。
【図８】第１実施形態の通信制御方法において、無線通信端末が送信する呼出要求（INVI
TE）を例示する図である。
【図９】第１実施形態の通信制御方法において、ＳＩＰサーバが無線通信端末の発信希望
を記憶するために用いる発信希望記憶テーブルを例示する図である。
【図１０】第１実施形態の通信制御方法を適用する無線通信システムに用いるＳＭＳサー
バの構成を示す図である。
【図１１】第１実施形態の通信制御方法において、ＳＩＰサーバが行う呼制御を示すフロ
ーチャートである。
【図１２】第１実施形態の通信制御方法において、発信側無線通信端末に表示するユーザ
選択画面を例示する図である。
【図１３】第１実施形態の通信制御方法において、発信側無線通信端末および着信側無線
通信端末間で通信を開始するまでの他の通信制御を示すシーケンス図である。
【図１４】第１実施形態の通信制御方法において、発信側無線通信端末に表示するユーザ
選択画面を例示する図である。
【図１５】第１実施形態の通信制御方法において、発信側無線通信端末および着信側無線
通信端末間で通信を開始するまでの他の通信制御を示すシーケンス図である。
【図１６】第１実施形態の通信制御方法において、発信側無線通信端末および着信側無線
通信端末間で通信を開始するまでの他の通信制御を示すシーケンス図である。
【図１７】従来技術による無線通信ネットワークの構成を例示する図である。
【符号の説明】
【００５３】
　４０　ゲートウェイ
　６０，７０　ＳＩＰサーバ
　１１０　通信処理部（送信部、受信部）
　１２０　制御部
　１３０　操作入力部
　１４０　ＳＩＰ（拡張）処理部
　１５０　無線通信ネットワーク選択処理部
　１７０　情報表示部
　１８０　音声変調／復調部
　１９０　画像変調／復調部
　３００　ＳＩＰサーバ（呼制御サーバ）
　３１０　ログイン（登録）処理部
　３２０　呼出要求受信部
　３３０　登録通知生成部
　３４０　登録通知送信部
　３５０　アドレス解決処理部
　３６０　呼出要求生成部
　３７０　呼出要求送信部
　３８０　発信希望記憶部
　３９０　発信希望処理部
　５００　ＳＭＳサーバ（メッセージ送信サーバ）
　５１０　情報受信部
　５２０　起動メッセージ送信部
　ＭＩＣ　マイクロフォン
　ＮＥＴ１ オペレータパケットネットワーク
　ＮＥＴ２ オペレータ回線交換ネットワーク
　ＲＮＥＴ１，ＲＮＥＴ２ オペレータ無線通信パケットネットワーク
　ＵＡ１０，２０ 無線通信端末
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