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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電話番号、第２の電話番号のいずれを用いても発信を行うことが可能な移動端末
と無線通信を行う通信装置において、
　該移動端末と無線通信を行う無線通信部と、
　該無線通信部により、該第１の電話番号を用いた、第１の発信を該移動端末から受信す
ると、該第１の電話番号に対応する第１の通信網へ該移動端末からの該第１の発信を転送
して該第１の通信網を介した、該第１の発信の着信先装置への接続処理を可能とし、該無
線通信部により、該第２の電話番号を用いた、第２の発信を該移動端末から受信すると、
該第２の電話番号に対応する第２の通信網へ該移動端末からの該第２の発信を転送して、
該第２の通信網を介した、該第２の発信の着信先装置への接続処理を可能とする転送部と
、
　を備えたことを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記第１の電話番号と前記第１の通信網との対応関係と前記第２の電話番号と前記第２
の通信網との対応関係とを記憶する記憶部を備え、
　前記転送部は、該記憶部に記憶した対応関係に基づいて、転送先の通信網を判断する、
　ことを特徴とする請求項１記載の通信装置。
【請求項３】
　前記移動端末の識別情報に対応させて、前記第１の電話番号と前記第１の通信網との対
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応関係と前記第２の電話番号と前記第２の通信網との対応関係とを記憶する記憶部を備え
、
　前記転送部は、前記第１の発信又は前記第２の発信に含まれる該移動端末の識別情報及
び電話番号に対応する通信網を転送先とする、
　ことを特徴とする請求項１記載の通信装置。
【請求項４】
　発信に用いる発信元電話番号を第１の電話番号とするか第２の電話番号とするかの選択
を受け付ける選択入力部と、
　無線基地局との間で無線通信を行う無線通信部と、
　該選択入力部が受け付けた選択に応じて、第１の通信網へ転送される該第１の電話番号
を用いた発信及び第２の通信網へ転送される該第２の電話番号を用いた発信を前記無線通
信部による前記無線基地局との無線通信により実行する発信制御部とを備え、
　前記無線通信部は、該第１の電話番号を用いて発信した場合には、前記無線基地局及び
該第１の通信網を介して、着信先との間で、無線通信を行い、該第２の電話番号を用いて
発信した場合には、前記無線基地局及び該第２の通信網を介して、着信先との間で、無線
通信を行う、
　ことを特徴とする移動端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信において使用される通信装置と移動端末に関し、例えば、フェムト
セルを用いた無線通信に適用可能な技術である。
【背景技術】
【０００２】
　近年、１つの移動端末に通信に用いる番号を２つ割り当て、いずれの番号を用いても通
信することができるＯｎｅ　Ｐｈｏｎｅ　Ｔｗｏ　Ｎｕｍｂｅｒサービスが提供されてい
る。
【０００３】
　Ｏｎｅ　Ｐｈｏｎｅ　Ｔｗｏ　Ｎｕｍｂｅｒサービスは、例えば、ＦＭＣ（Fixed Mobi
le Convergence）サービスにも使用されている。Ｏｎｅ　Ｐｈｏｎｅ　Ｔｗｏ　Ｎｕｍｂ
ｅｒサービスを適用したＦＭＣサービスでは、１つの移動端末に割り当てられている一方
の番号を移動通信のアクセスを行う回線に用いる番号とし、他方を固定電話によるアクセ
スを行う際に使用する番号とする。このように番号を使い分けることにより、利用環境に
応じたサービスが提供される。
【０００４】
　また、移動端末に割り当てられた両方の番号を、移動通信のアクセスに用いる番号とす
るＯｎｅ　Ｐｈｏｎｅ　Ｔｗｏ　Ｎｕｍｂｅｒサービスも提供されている。この場合、ユ
ーザは、仕事用やプライベート用など用途別に異なる番号を利用することができる。
【０００５】
　移動端末の利用が増大したことに伴って、移動端末による通信が可能な領域を増大する
試みもなされており、その手段の１つとして、フェムトセルと呼ばれる家庭用小型基地局
が提供されようとしている。図２８および図２９は、フェムトセルを介した移動ネットワ
ークへのアクセスを説明する図である。図２８に示すネットワーク構成の場合、移動端末
１は、フェムトセル２、回線終端装置３、固定回線、固定アクセス回線４、移動ネットワ
ーク５を介して、相手端末との間で通信を行う。図２９に示すネットワーク構成の場合は
、移動端末１から固定アクセス回線４までのアクセスは図２８と同様で、固定アクセス回
線４から、インターネット７を経由して移動ネットワーク５にアクセスすることにより、
移動端末１が相手端末との通信を行う。なお、ここで、固定回線には、ＦＴＴＨ（Fiber 
to the Home）やＡＤＳＬ（Asymmetric Digital Subscriber Line）などが用いられる。
図２８や図２９に示す構成では、家庭内など、屋外の基地局６からの電波が移動端末１に
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届きにくい環境でも移動通信サービスを利用できる。なお、フェムトセル２は、ＩＰ電話
などと併用される場合もある。図３０は、ＩＰ電話を用いた固定電話回線へのアクセスと
フェムトセルを介した通信を説明する図である。フェムトセル２を介した通信は、図２８
および図２９と同様であるが、ＩＰ電話では、ＩＰ電話に割り当てられた番号２を使用し
、回線終端装置３、固定回線、固定アクセス回線４を介して固定ネットワーク８にアクセ
スし、相手端末と通信が行われる。
【０００６】
　関連する技術として、携帯型の端末装置の接続位置を示す位置情報を通信網にて管理す
ることを可能とする宅内ＶｏＩＰ終端装置が提供されている。また、携帯電話機の内線呼
出番号と外線呼出番号を対応させて記憶するＲＯＭを有する無線電話装置を含むシステム
も開示されている。そのシステムでは、内線呼出指定された携帯電話機が呼出エリア内に
いない場合には、前記ＲＯＭに記憶の外線呼出番号に対応するコードが音声コーディック
部へ出力され、携帯電話機が他の無線電話システムで呼出される。
【特許文献１】特開２００７－３１１８７０号公報
【特許文献２】特開平６－６２４５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　無線通信によるサービスの発達や基地局の開発などにより、無線通信に対応する環境が
整備されてきているが、移動端末を用いる通信には、まだ問題が残されている。例えば、
移動端末を用いた音声通話では、固定電話回線を用いたときに比べて音声通信品質が劣化
する。特に、移動端末が通信を行った基地局から受信先までの回線を確保するときに、音
声データとパケット通信に用いられるデータの両方の通信に用いられる回線が使用される
と、音声通話品質が低下してしまう。例えば、インターネットを経由して移動ネットワー
クと基地局が接続される場合、インターネットの輻輳状態に依存して、音声通信品質が劣
化する可能性が高い。
【０００９】
　本発明の目的は、移動端末を使用する通信の利便性を高めることである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の１つの実施形態によると、第１の電話番号、第２の電話番号のいずれを用いて
も発信を行うことが可能な移動端末と無線通信を行う通信装置において、該移動端末と無
線通信を行う無線通信部と、該無線通信部により、該第１の電話番号を用いた、第１の発
信を該移動端末から受信すると、該第１の電話番号に対応する第１の通信網へ該移動端末
からの該第１の発信を転送して該第１の通信網を介した、該第１の発信の着信先装置への
接続処理を可能とし、該無線通信部により、該第２の電話番号を用いた、第２の発信を該
移動端末から受信すると、該第２の電話番号に対応する第２の通信網へ該移動端末からの
該第２の発信を転送して、該第２の通信網を介した、該第２の発信の着信先装置への接続
処理を可能とする転送部と、を備える通信装置が提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　移動端末を使用する通信の利便性が高められる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。以下の説明で
は、各移動端末には、複数の移動端末で共通に使用する代表番号と、個々の移動端末に固
有のプライベート番号が割り当てられているものとする。移動端末は、代表番号とプライ
ベート番号のいずれを用いても通信が可能である。なお、以下の説明に使用する番号の割
当方法は一例に過ぎない。従って、移動端末１０に割り当てられる番号の数や、割り当て
られた番号に関する設定などは任意である。また、代表番号と、プライベート番号のうち
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の１つ以上を０ＡＢＪ番号にでき、また、１つ以上を移動ネットワーク用の番号とするこ
ともできるなど、任意に設定することができる。以下の例では、説明のための例として、
代表番号を０ＡＢＪ番号とし、プライベート番号を０９０から始まる移動ネットワーク用
の番号とする。
【００１３】
　＜移動端末の構成＞
　図１は、移動端末１０の構成の一例を説明する図である。移動端末１０は、制御部１１
、メモリ１２、無線インタフェース部１３を備え、さらに、ディスプレイを備える。ディ
スプレイには、適宜、番号選択画面１４などの画面が表示される。メモリ１２は、プログ
ラム３１や記憶データ３６などを記憶しており、制御部１１がプログラム３１を読み込む
ことにより、信号処理機能３２、番号制御機能３３、網制御機能３４、および発信制御機
能３５が実現される。
【００１４】
　制御部１１は、移動端末１０で行われる動作の制御を行う。すなわち、制御部１１は、
信号処理機能３２により、ＣＭ（Connection Management）機能などの呼制御に使用され
るメッセージの作成を行う。例えば、移動端末１０から着信先装置への音声通信のための
通信路を確保する際に、ＣＣ（Call Control）が用いられるとする。このとき、図１の破
線の矢印で示すように、通話の開始を要求するメッセージが移動端末１０からフェムトセ
ル２０に送信される。メッセージの作成は信号処理機能３２により行われ、対応する情報
がメッセージに書き込まれる。なお、通話を要求するメッセージとしては、ＳＥＴＵＰメ
ッセージなどを用いることができる。信号処理機能３２による処理には、発信に用いられ
る番号に対応する識別子が用いられる。この識別子として、例えば、ＳＥＴＵＰメッセー
ジに含まれるＣａｌｌｉｎｇ　ｐａｒｔｙ　ＢＣＤ　ｎｕｍｂｅｒを使用することができ
る。図２は、Ｃａｌｌｉｎｇ　ｐａｒｔｙ　ＢＣＤ　ｎｕｍｂｅｒの情報要素を示す図で
ある。図２に示した情報要素のうちの、番号ディジット領域に移動端末１０が通信に使用
する電話番号が書き込まれる。なお、Ｃａｌｌｉｎｇ　ｐａｒｔｙ　ＢＣＤ　ｎｕｍｂｅ
ｒには、発番号情報要素識別子、番号種別などの情報要素の他に、予備領域が含まれてお
り、適宜、信号処理機能３２による呼制御に用いる情報を格納する構成にすることもでき
る。
【００１５】
　番号制御機能３３により、通信に使用する電話番号の選択に関する制御が行われる。例
えば、移動端末１０が備えるディスプレイに番号選択画面１４が表示され、ユーザからの
入力などによって選択された電話番号が、通信に使用される電話番号として認識される。
また、後述するように、発信元番号として着信先装置に通知する番号をユーザが選択する
場合にも、適宜、番号選択画面１４などを用いた制御が番号制御機能３３により行われる
。
【００１６】
　図１に示されている番号選択画面１４の例には、代表番号表示４１、プライベート番号
表示４２、番号選択４３、切断ボタン４４、および、通話ボタン４５が含まれる。この例
では、移動端末１０が代表番号とプライベート番号という２種類の電話番号を通信に使用
することが可能である。ユーザは、番号選択４３を使用して代表番号とプライベート番号
のいずれかを選択でき、移動端末１０の入力装置（図示せず)を使用して番号選択４３の
表示される位置を変更することにより選択される番号を変更することができる。番号選択
４３が代表番号とプライベート番号のいずれかを選択した状態を表示した状態において通
話ボタン４５をユーザが選択すると、番号選択４３で選択されている番号が通話に使用さ
れる番号として選択される。図１に示す例では、代表番号表示４１が選択されているので
、この状態で通話ボタン４５が選択されると、番号制御機能３３によって、代表番号が通
話に用いられる番号として認識される。また、番号選択画面１４において切断ボタン４４
が選択されると、番号制御機能３３により、いずれの番号も通話に用いられる番号として
選択されていないと認識される。なお、番号選択画面１４がディスプレイに表示されると
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きは、制御部１１は、適宜、メモリ１２にアクセスして記憶データ３６を使用する。
【００１７】
　通信に用いられる番号が認識されると、制御部１１は、適宜、選択された番号を記憶デ
ータ３６として一時的に保持することができる。また、通信に使用される番号は、信号処
理機能３２、網制御機能３４、発信制御機能３５を用いた処理にも、適宜、使用される。
【００１８】
　網制御機能３４により、移動端末１０から着信先装置に至る通信路を確保するときに使
用されるネットワークの指定に関連する制御が実現される。また、移動端末１０からの発
信を行う前に優先的に使用するネットワークを指定することもでき、その場合は、番号制
御機能３３により、指定されたネットワークを使用した通信路の確保を行うための制御が
行われる。網制御機能３４については、後で詳しく述べる。
【００１９】
　発信制御機能３５により、選択された電話番号を使用する発信を行うための制御が行わ
れる。また、移動端末１０が通信を行うための制御であって、信号処理機能３２、番号制
御機能３３、網制御機能３４によって実現される制御以外の制御は、発信制御機能３５に
より実現される。
【００２０】
　記憶データ３６として、移動端末１０が使用することができる電話番号、ネットワーク
に関する情報、移動端末１０に付されている移動ネットワークでの識別子などが、メモリ
１２に記憶される。無線インタフェース部１３は、フェムトセル２０との間で無線通信を
行う。
【００２１】
　＜フェムトセルの構成＞
　図３は、フェムトセル２０の構成の一例を説明する図である。フェムトセル２０は、無
線インタフェース部２１、無線系プロトコル処理部２２、ＩＳＵＰ信号処理部２３、ＳＩ
Ｐ信号処理部２４、記憶部２５、および、有線インタフェース部２６を備える。フェムト
セル２０は、無線インタフェース部２１を通して移動端末１０と無線通信を行い、有線イ
ンタフェース部２６から固定回線を通して移動ネットワーク５や固定ネットワーク８を介
した通信路を確保する。なお、図３では、固定ネットワーク８はＳＩＰ（Session Initia
tion Protocol）サーバ群であり、移動ネットワーク５はＩＳＵＰ（ISDN User Part）サ
ーバ群であるが、これらは一例に過ぎない。移動ネットワーク５と固定ネットワーク８で
通信路形成に用いられるプロトコルはいずれも任意であり、移動ネットワーク５と固定ネ
ットワーク８が同一のプロトコルを用いるネットワークであってもよい。
【００２２】
　無線インタフェース部２１を用いた移動端末１０との無線通信の例としては、ＳＥＴＵ
Ｐメッセージの受信や移動端末１０の呼び出しなどがある。例えば、移動端末１０から通
信路の確保を要求され、フェムトセル２０がＳＥＴＵＰメッセージを受信する場合、ＳＥ
ＴＵＰメッセージは無線インタフェース部２１を介して受信され、処理が行われる。逆に
、移動端末１０を着信先とする通信路を確保するときには、無線インタフェース部２１を
用いて呼び出し信号またはページング信号（Paging信号）が送信される。
【００２３】
　無線系プロトコル処理部２２は、無線インタフェース部２１から入力されたデータの処
理を行うことにより、移動端末１０から通知された情報を認識する。例えば、移動端末１
０から受信した情報の種類の判断を行い、ＳＥＴＵＰメッセージを受信した場合には、通
信の開始を要求するメッセージであると認識して、処理を行う。なお、無線系プロトコル
処理部２２では、３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）や３ＧＰＰ２など、
フェムトセル２０と移動端末１０の間の通信で用いられる任意のプロトコルに対応した処
理が行われる。
【００２４】
　また、無線系プロトコル処理部２２は、フェムトセル２０が無線通信を行った移動端末
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１０を識別する識別情報の取得も行う。移動端末１０の識別情報は、ＩＭＳＩ（Internat
ional Mobile Subscriber Identity）や移動端末１０に割り当てられた電話番号など、移
動端末１０を識別することができる任意の情報とすることができる。無線系プロトコル処
理部２２は、取得した識別情報を、ＩＳＵＰ信号処理部２３に通知する。このとき、適宜
、無線インタフェース部２１から入力されたデータの一部または全部をＩＳＵＰ信号処理
部２３に出力する構成にすることもできる。移動端末１０が発信元の電話番号として着信
先装置に通知する番号や、着信先装置に通知する番号を指定するための情報など、呼制御
処理に用いられる情報も、適宜、ＩＳＵＰ信号処理部２３に通知される。なお、本明細書
中で、移動端末１０が発信元の電話番号として着信先装置に通知する番号や、その番号を
指定するための情報を「番号指定情報」と記載することがある。
【００２５】
　さらに、無線系プロトコル処理部２２は、フェムトセル２０が移動ネットワーク５や固
定ネットワーク８を介して通信路の設定要求を受けると、フェムトセル２０との通信が可
能な移動端末１０を呼び出す。例えば、ページング信号を生成して呼び出しの対象となる
移動端末１０に送信することができる。フェムトセル２０では、呼び出された移動端末１
０と発信元装置との接続処理を無線系プロトコル処理部２２によって行うことができる。
また、実装に応じて無線インタフェース部２１、無線系プロトコル処理部２２、ＩＳＵＰ
信号処理部２３、ＳＩＰ信号処理部２４の一部もしくは全部を用いて移動端末１０と発信
元装置との接続処理を行うこともできる。
【００２６】
　フェムトセル２０では、無線インタフェース部２１と無線系プロトコル処理部２２の動
作により、無線通信機能を提供することができる。また、実装に応じて、無線インタフェ
ース部２１、無線系プロトコル処理部２２およびＩＳＵＰ信号処理部２３によって無線通
信を行う構成にすることもでき、さらにＳＩＰ信号処理部２４も無線通信に関わる構成に
することもできる。
【００２７】
　ＩＳＵＰ信号処理部２３は、無線系プロトコル処理部２２から通知された情報から移動
端末１０の発信元番号を取得する。また、ＩＳＵＰ信号処理部２３は、取得した番号と記
憶部２５に記憶されているデータベースに予め記憶されている情報を比較することで、簡
易認証を実施する。記憶部２５に記憶されている番号を取得した場合には、ＳＩＰ信号処
理部２４に、その旨を通知する。一方、フェムトセル２０が移動ネットワーク５もしくは
固定ネットワーク８からの着信を受ける場合には、ＩＳＵＰ信号処理部２３は、ＳＩＰ信
号処理部２４から通知された情報により、呼び出しの対象となる移動端末１０を特定する
。呼び出しの対象となる移動端末１０を特定すると、無線系プロトコル処理部２２に特定
した移動端末１０を通知する。
【００２８】
　ＳＩＰ信号処理部２４は、ＩＳＵＰ信号処理部２３から移動端末１０の番号を通知され
ると、通知された移動端末１０から着信先装置への通信路の確保が要求されていると判断
する。そこで、通信路の確保を要求するためのメッセージを作成し、有線インタフェース
部２６に出力する。有線インタフェース部２６は、入力されたメッセージを固定回線に向
けて出力する。一方、固定回線から有線インタフェース部２６を介して、通信路の確保を
要求するメッセージを受信すると、ＳＩＰ信号処理部２４は、移動端末１０への着信をフ
ェムトセル２０が受信したと判断する。そこで、受信したメッセージ中に含まれている番
号を確認し、ＩＳＵＰ信号処理部２３に通知する。
【００２９】
　このように、フェムトセル２０では、ＩＳＵＰ信号処理部２３とＳＩＰ信号処理部２４
によって、移動端末１０からの発信に対応した着信先への接続処理機能を提供する構成に
することができる。また、適宜、ＩＳＵＰ信号処理部２３、ＳＩＰ信号処理部２４に加え
て無線インタフェース部２１、無線系プロトコル処理部２２なども接続処理機能の実現に
関わる構成にすることもできる。さらに、有線インタフェース部２６とＳＩＰ信号処理部
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２４によって、発信元装置から移動端末１０への通話要求を処理する着信機能を提供でき
る。なお、実装に応じて、ＳＩＰ信号処理部２４、有線インタフェース部２６の他に、Ｉ
ＳＵＰ信号処理部２３や無線系プロトコル処理部２２なども着信処理に関わる構成にする
ことができる。
【００３０】
　記憶部２５は、ＩＳＵＰ信号処理部２３やＳＩＰ信号処理部２４が簡易認証などに用い
るデータベースを記憶する。図４は、記憶部２５に格納されている情報の一例を説明する
図である。この例では、移動端末１０の各々について、移動端末１０のＩＭＳＩに対応付
けて代表番号とプライベート番号を記憶している。また、記憶部２５は、代表番号に対応
する固定電話端末の識別子を記憶している。固定電話端末の識別子としては、例えば、Ｕ
ＲＩ（Uniform Resource Identifier）を用いることができる。なお、移動ネットワーク
用の電話番号に対応するＵＲＩをフェムトセル２０が取得しておいて、記憶部２５に記憶
することもできる。
【００３１】
　記憶部２５は、さらに、個々のネットワークの指定に用いることができる情報を格納す
る。また、通信に使用される電話番号や発信元番号として通知する番号についての番号体
系に関する情報も格納する。番号体系に関する情報の例としては、ある番号が０ＡＢＪ番
号、０９０番号、０５０番号のいずれに該当するかを識別する情報などが挙げられる。一
例として、ネットワークの指定に用いることができる情報をＣａｌｌｅｄ　ｐａｒｔｙ　
ｓｕｂａｄｄｒｅｓｓ、番号体系に関する情報をＣａｌｌｅｄ　ｐａｒｔｙ　ＢＣＤ　ｎ
ｕｍｂｅｒとして格納することができる。これらの識別情報の例については、後述する。
なお、個々のネットワークの指定に用いることができる情報を「網識別情報」と記載する
ことがある。なお、網識別情報は、複数の移動ネットワーク５から１つの移動ネットワー
ク５を識別可能な情報、もしくは、複数の固定ネットワーク８から１つの固定ネットワー
ク８を識別可能な情報とすることができる。
【００３２】
　なお、前述のとおり、図４に示した記憶部２５の構成は一例に過ぎず、記憶部２５には
、電話番号と、その電話番号に対応するネットワークとの対応関係を記憶する構成にする
こともできる。例えば、代表番号と固定ネットワーク８、プライベート番号と移動ネット
ワーク５を対応させて記憶することもできる。さらに、複数の移動ネットワーク５や複数
の固定ネットワーク８が存在する場合には、いずれの移動ネットワーク５もしくは固定ネ
ットワーク８と対応するかを記憶させることもできる。
【００３３】
　＜ネットワーク構成例＞
　図５は、移動端末１０とフェムトセル２０を用いた通信に適用可能なネットワークの例
を示す図である。フェムトセル２０は回線終端装置３と接続されている。回線終端装置３
は、ＡＤＳＬなどの固定回線と固定アクセス回線４を介して固定ネットワーク８や移動ネ
ットワーク５に接続可能である。そこで、移動端末１０がフェムトセル２０の通信エリア
内に位置するときには、移動端末１０はフェムトセル２０を介して、移動ネットワーク５
を用いた通信路や、固定ネットワーク８を用いた通信路を確保できる。また、移動端末１
０がフェムトセル２０の通信エリアの外に位置する場合であっても、基地局６の通信エリ
ア内では、基地局６を介して通信相手との間の通信路を確保することができる。なお、図
５には示していないが、フェムトセル２０と回線終端装置３との間に、家庭内ＬＡＮを形
成するためのブロードバンド・ルータを設置することもできる。
【００３４】
　図６に、ネットワーク上の各構成要素が格納する情報を説明する図を示す。移動端末１
０は、前述のとおり、代表番号とプライベート番号、ＩＭＳＩなどの移動ネットワークで
用いられる識別子を記憶する他、網識別情報も記憶する構成にできる。網識別情報の詳細
と使用方法については後述する。
【００３５】
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　フェムトセル２０は、固定ネットワーク上の番号（０ＡＢＪ番号）としてフェムトセル
２０に割り当てられた番号を代表番号として記憶している。さらに、フェムトセル２０は
、代表番号を用いた発信が可能な移動端末１０について、そのプライベート番号と移動ネ
ットワークで用いられる識別子を記憶している。代表番号を使用できる移動端末１０の数
は任意であるが、図６の例では、端末＃０と端末＃１の２つが代表番号を使用できる移動
端末１０であるため、フェムトセル２０はこの２つについての情報を記憶している。さら
に、フェムトセル２０を固定ネットワーク上で識別するための識別子や、網識別情報も記
憶している。フェムトセル２０は、網識別情報を、移動端末１０からの発信に応じて通信
路を確保するときや、着信先への接続処理を行うときに用いる。
【００３６】
　固定ネットワーク８には、サーバ５０が接続されている。サーバ５０には、固定ネット
ワーク８に接続されているフェムトセル２０や固定電話などを固定ネットワーク８上で識
別するために用いられる識別子が記録されている。固定ネットワーク８で用いられる識別
子は、ＵＲＩ等を用いることができる。フェムトセル２０については、フェムトセル２０
に対応するＵＲＩ等と関連付けてフェムトセル２０に割り当てられている０ＡＢＪ番号を
記録することができる。また、後述するように、フェムトセル２０が配下の移動端末１０
について、プライベート番号に対応するＵＲＩを取得している場合には、ＵＲＩとプライ
ベート番号が対応付けて記録される。固定ネットワーク８に通信路の確保を要求するメッ
セージがフェムトセル２０から送信されると、サーバ５０を利用して認証が行われ、認証
に成功すると、通信路の確保が行われる。
【００３７】
　＜実施形態（１）＞
　図７は、移動端末１０から固定ネットワーク８を介して発信を行う様子を説明する図で
ある。図８は、移動端末１０から発信を行うときの動作を説明するシーケンス図である。
以下、図７と図８を参照しながら、移動端末１０のユーザが、固定ネットワーク８を通し
て発信する場合について説明する。ここでは、固定ネットワーク８が優先的に使用するネ
ットワークとして指定されていて、ユーザなどから使用するネットワークの指定を省略で
きる場合の実施形態について述べる。この場合、ネットワークの指定がされないと、固定
ネットワーク８を介した通信路が確保される。以下の手順の番号は、図８に示されている
動作に付した番号と対応している。なお、以下の説明において、移動ネットワーク５に接
続している着信先装置のことを「着信先の移動端末」、固定ネットワーク８に接続してい
る着信先装置のことを「着信先の固定電話」と記載することがある。
【００３８】
　〔固定ネットワークを介した通信路の確保〕
　まず、移動端末１０から着信先の固定電話への発信が行われる場合について述べる。
　（１）移動端末１０からの発信に際して、発信元として使用する電話番号の選択が行わ
れる。例えば、移動端末１０のディスプレイ部分に、図１に示した番号選択画面１４が表
示され、ユーザが、移動端末１０に備えられている入力装置を使用して、通信に使用する
番号を選択する構成にすることができる。このとき、ユーザが、番号選択４３をプライベ
ート番号表示４２に合わせて、通話ボタン４５を押すことによって、プライベート番号を
選択することができる。以下の説明では、通信に使用する電話番号としてプライベート番
号を選択したときについて述べる。
【００３９】
　（２）プライベート番号が選択されると、移動端末１０からフェムトセル２０に、通話
を要求するメッセージが送信される。通話を要求するメッセージには、発信に用いられる
番号に対応する識別子が記録されている。ここでは、このメッセージは、例えば、番号デ
ィジットの部分にプライベート番号が書き込まれたＣａｌｌｉｎｇ　ｐａｒｔｙ　ＢＣＤ
　ｎｕｍｂｅｒを含むＳＥＴＵＰメッセージであるとする。このとき、ＳＥＴＵＰメッセ
ージの送信は、プライベート番号を使用して行われる。
【００４０】
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　（３）フェムトセル２０が無線インタフェース部２１を用いてＳＥＴＵＰメッセージを
受信すると、無線系プロトコル処理部２２がＳＥＴＵＰメッセージの処理を行う。無線系
プロトコル処理部２２は、発信に用いられる番号を格納した情報要素と移動端末１０に対
応する識別子をそれぞれＳＥＴＵＰメッセージから検出し、ＩＳＵＰ信号処理部２３に通
知する。例えば、Ｃａｌｌｉｎｇ　ｐａｒｔｙ　ＢＣＤ　ｎｕｍｂｅｒと移動端末１０の
ＩＭＳＩが検出され、ＩＳＵＰ信号処理部２３に通知される。
【００４１】
　（４）ＩＳＵＰ信号処理部２３は、Ｃａｌｌｉｎｇ　ｐａｒｔｙ　ＢＣＤ　ｎｕｍｂｅ
ｒの番号ディジットに記録されている番号を抽出し、抽出した番号が記憶部２５に記録さ
れている番号であるかの認証を行う。ＩＳＵＰ信号処理部２３は、無線系プロトコル処理
部２２から通知されたＩＭＳＩをキーにして、図４に示したような記憶部２５に格納され
たデータと比較することにより、認証を行う。ここでは、ＩＳＵＰ信号処理部２３は、プ
ライベート番号を検出し、記憶部２５に格納されている情報と比較し、認証が成功したも
のとする。
【００４２】
　（５）認証が成功すると、フェムトセル２０は、ＳＥＴＵＰメッセージに付帯情報が含
まれているかを確認する。ここでは付帯情報がない場合について説明し、付帯情報等につ
いては後で述べる。
【００４３】
　（６）フェムトセル２０は移動端末１０との間の無線通信に用いられるＣＣメッセージ
を終端し、固定ネットワーク８を介した通信路の確保を要求するメッセージを固定ネット
ワーク８に送信する。通信路の確保を要求するメッセージとして、ＳＩＰメッセージを用
いることができる。ＳＩＰメッセージの生成は、ＩＳＵＰ信号処理部２３が認証に成功し
た旨をＳＩＰ信号処理部２４に通知すると、ＳＩＰ信号処理部２４によって行われる。
【００４４】
　図９はＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージの第１の例を示す図である。ここで、ＳＩＰ　
ＩＮＶＩＴＥメッセージは、ＳＩＰメッセージのうち、通信路の確保を要求するメッセー
ジである。ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージには、ＳＥＴＵＰメッセージに記録されてい
た情報が、適宜、記録される。例えば、ＳＩＰ信号処理部２４は、移動端末１０から受信
したＳＥＴＵＰメッセージのＣａｌｌｉｎｇ　ｐａｒｔｙ　ＢＣＤ　ｎｕｍｂｅｒに記録
されていた番号に対応するＵＲＩを、記憶部２５から読み出して記録する。なお、ＵＲＩ
の記録形式は任意の方法とすることができる。例えば、ＵＲＩを図８に示すように、「ｓ
ｉｐ：ｂｏｂ＠ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ」のように記録することができ、また、１０進表
現の形態で「ｔｅｌ：＋８１－１－２３４５－６７８９」と記録することもできる。
【００４５】
　ここでは、フェムトセル２０は、プライベート番号を使用した通信のための通信路を、
固定ネットワーク８を介して確保するために、メッセージを固定ネットワーク８に向けて
送信している。固定ネットワーク８では、固定ネットワークで用いられる識別子による認
証が行われるので、ＳＩＰ信号処理部２４は、認証を成功させるためにメッセージに固定
ネットワークで用いられる識別子を記載する。プライベート番号は移動ネットワーク５に
対応した番号であるので、ＳＩＰ信号処理部２４は、固定ネットワーク８で用いられる識
別子として、例えば、通信路を確保するためのメッセージに記載するＵＲＩとして代表番
号のＵＲＩを選択する。
【００４６】
　（７）固定ネットワーク８は、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージを受信すると、サーバ
５０に記憶されているＵＲＩ情報と電話番号との関係を確認する。代表番号とそのＵＲＩ
が予めサーバ５０に登録されていると、認証が成功し、固定ネットワーク８を介して着信
先に対してＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージが送信されるなどの処理が行われ、着信先の
固定電話との間で通信路が確保される。
【００４７】



(10) JP 5212071 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

　このような方法を用いると、移動ネットワーク５に対応したプライベート番号を用いて
、固定ネットワーク８を介した通信路を確保することが可能になる。このため、移動ネッ
トワーク５を使用した場合に起こりうる通信品質の劣化を防ぐことができる。
【００４８】
　さらに、ここで記載した手順では、プライベート番号を使用して通信を行っていても、
プライベート番号を発信元電話番号として通知していない。従って、ＳＯＨＯの受付窓口
を代表番号に統一する場合や、セキュリティ上の問題によりプライベート番号を着信先装
置に通知することが望ましくない場合などに有効な手順である。
【００４９】
　〔発信元電話番号の通知〕
　上記の手順では、プライベート番号の通知を行わない場合について述べたが、ユーザの
使用状況によっては、プライベート番号を着信先装置に通知することが望ましい場合もあ
る。そこで、通信路の確保に用いられていない電話番号を発信元電話番号として通知する
方法について述べる。
【００５０】
　通信路の確保に用いられていない電話番号を発信元番号として通知する場合、上記の手
順（２）において、移動端末１０は、付帯情報を付加したメッセージをフェムトセル２０
に送信する。付帯情報は、例えば、ＳＥＴＵＰメッセージに含まれるＣａｌｌｉｎｇ　ｐ
ａｒｔｙ　Ｓｕｂａｄｄｒｅｓｓで指定できる。図１０は、Ｃａｌｌｉｎｇ　ｐａｒｔｙ
　Ｓｕｂａｄｄｒｅｓｓの情報要素を示す図である。例えば、図１０に示したＣａｌｌｉ
ｎｇ　ｐａｒｔｙ　Ｓｕｂａｄｄｒｅｓｓうちの、サブアドレス情報の部分に移動端末１
０の発信元番号として通知する電話番号を記録することもできる。なお、Ｃａｌｌｉｎｇ
　ｐａｒｔｙ　Ｓｕｂａｄｄｒｅｓｓには、発サブアドレス情報要素識別子、サブアドレ
ス種別などの情報要素の他に、予備領域が含まれており、適宜、信号処理機能３２による
呼制御に用いる情報の格納に使用することができる。
【００５１】
　付帯情報を含むＳＥＴＵＰメッセージが送信された場合には、手順（６）において、フ
ェムトセル２０は、Ｃａｌｌｉｎｇ　ｐａｒｔｙ　Ｓｕｂａｄｄｒｅｓｓの指定に従って
、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージにプライベート番号に対応するＵＲＩを記載する。Ｓ
ＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージの記載方法には、以下の２通りの方法がある。
【００５２】
　第１の方法では、プライベート番号をＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージの情報要素によ
って通知することができる。例えば、ＳＩＰ拡張情報によって、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメ
ッセージのタグ情報にプライベート番号を記録する規約を定めておけば、図９に示すよう
に、プライベート番号をタグ情報として通知できる。これにより、着信先装置は、タグ情
報からプライベート番号を取得して、発信元番号としての表示などの動作に用いることが
できる。
【００５３】
　第２の方法として、プライベート番号に対応するＵＲＩがある場合は、そのＵＲＩをＳ
ＩＰメッセージで着信先装置に通知することもできる。この場合は、予め、フェムトセル
２０が、プライベート番号に対応するＵＲＩを取得してサーバ５０に記憶させておく。す
るとフェムトセル２０は、手順（６）において、ＳＩＰメッセージのＦｒｏｍの欄にプラ
イベート番号に対して確保したＵＲＩを指定することができる。図１１に、プライベート
番号を通知可能なＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージの一例を示す。このときに、着信先装
置において予めＦｒｏｍ欄に記録されている番号を発信元番号とする設定にしておくか、
任意の方法により、Ｆｒｏｍ欄に発信元番号が記録されていることを通知する。すると、
図１１のＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージを受信した着信先装置は、「ａｌｉｃｅ２＠ｅ
ｘａｍｐｌｅ２．ｃｏｍ」というＵＲＩに対応するプライベート番号を発信元番号として
認識できる。なお、タグ情報としてプライベート番号のＵＲＩを通知する構成にすること
もできる。
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【００５４】
　図１２は、メッセージの記録内容と通知される発信元番号の関係の設定例を説明する図
である。ケース１は、通信路の確保の部分で説明した、付帯情報が付されていない場合を
示している。付帯情報がなく、Ｃａｌｌｉｎｇ　ｐａｒｔｙ　ＢＣＤ　ｎｕｍｂｅｒによ
って代表番号が通知されているので、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージでは代表番号に対
応したＵＲＩ１が記載され、着信先装置は、発信元番号として代表番号を認識する。
【００５５】
　ケース２および３では、フェムトセル２０が付帯情報を認識することにより、プライベ
ート番号が発信元番号として通知される。ケース２では、Ｃａｌｌｉｎｇ　ｐａｒｔｙ　
ＢＣＤ　ｎｕｍｂｅｒによって代表番号が通知され、Ｃａｌｌｉｎｇ　ｐａｒｔｙ　Ｓｕ
ｂａｄｄｒｅｓｓでプライベート番号が発信元番号として指定されている。そこで、フェ
ムトセル２０は、付帯情報を検出すると、プライベート番号を発信元番号として通知する
ために、プライベート番号に対応するＵＲＩ２をＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージに記載
する。ケース３では、ケース２と同様に付帯情報を検出したフェムトセル２０が、予め取
得したプライベート番号のＵＲＩをタグ情報として通知する。ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッ
セージには、代表番号のＵＲＩ１が記載されるが、着信先装置では、タグ情報に対応する
プライベート番号が発信元番号として使用される。
【００５６】
　なお、付帯情報を使って、代表番号を発信元番号として通知させることもできる。例え
ば、付帯情報として、発信元番号を固定番号とする旨の指示を示すことができる。この場
合は、Ｃａｌｌｉｎｇ　ｐａｒｔｙ　Ｓｕｂａｄｄｒｅｓｓに付された付帯情報に基づい
て発信元番号を代表番号としたＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージが作成される。
【００５７】
　また、移動端末１０からの通信に使用される番号が代表番号（０ＡＢＪ番号）である場
合も、フェムトセル２０や固定ネットワーク８を介して着信先の装置までの通信路を確保
することができる。
【００５８】
　図１３は、移動端末１０からの発信に際してフェムトセル２０が行う動作を説明するフ
ローチャートである。図１３では一例として、移動端末１０から代表番号を用いてフェム
トセル２０にＳＥＴＵＰメッセージが通知される場合のフェムトセル２０の動作を示して
いる。フェムトセル２０は、移動端末１０からＳＥＴＵＰメッセージを受信すると、ＳＥ
ＴＵＰメッセージに含まれている番号を抽出する（ステップＳ１、２）。ここで抽出され
る電話番号は、発信に使用される電話番号である。抽出された電話番号について、記憶部
２５に記憶されている情報との認証が成功すると、フェムトセル２０は、付帯情報の有無
を確認する（ステップＳ３～６）。付帯情報がある場合は、付帯情報に従ってＳＩＰ　Ｉ
ＮＶＩＴＥメッセージを生成する（ステップＳ７）。付帯情報がない場合は、Ｃａｌｌｉ
ｎｇ　ｐａｒｔｙ　ＢＣＤ　ｎｕｍｂｅｒによって通知された番号に対応するＵＲＩをＳ
ＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージに記載する（ステップＳ８）。なお、これまで述べてきた
ように固定ネットワーク８が優先される場合にプライベート番号での発信を行う例では、
代表番号のＵＲＩが記載される。
【００５９】
　このような実施形態を用いることにより、移動ネットワーク５に対応した番号を用いて
も、固定ネットワーク８を介した通信路を確保して、通信品質を向上することができる。
　なお、これまでの説明には、移動端末１０から着信先の固定電話までの通信路の確保に
ついて述べたが、着信先装置は移動端末とすることもできる。その場合は、図７に示すよ
うに、移動端末１０からフェムトセル２０、固定ネットワーク８ａを介して、移動ネット
ワーク５に接続し、着信先の移動端末との通信路を確保する。
【００６０】
　＜実施形態（２）＞
　実施形態（１）では固定ネットワーク８を優先的に使用する構成であったが、ユーザが
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通信路の確保に使用するネットワークを選択することができる構成にすることもできる。
【００６１】
　〔網の選択が可能な移動端末の構成〕
　実施形態（２）で使用される移動端末には、ユーザが網の選択をするための機能を備え
ている。
【００６２】
　図１４は、網の選択が可能な移動端末６０の構成の一例を説明する図である。移動端末
６０は、制御部１１、メモリ１２、無線インタフェース部１３を備え、番号選択画面１４
および網選択画面１５をディスプレイに表示することができる。制御部１１、メモリ１２
、無線インタフェース部１３、および、番号選択画面１４の構成は、実施形態（１）で述
べた移動端末１０と同様である。また、制御部１１がプログラム３１を読み込むことによ
り、信号処理機能３２、番号制御機能３３、網制御機能３４、および発信制御機能３５が
実現されることやこれらの各機能も移動端末１０の場合と同様である。
【００６３】
　番号選択画面１４と網選択画面１５は、ディスプレイに同時に表示される構成にでき、
また、番号選択画面１４と網選択画面１５の片方のみがディスプレイに表示される構成に
することもできる。なお、番号選択画面１４が表示されるディスプレイと網選択画面１５
が表示されるディスプレイは同一のものとすることも、別個のものとすることもできる。
【００６４】
　網選択画面１５は、網制御機能３４によって、適宜、記憶データ３６の情報を使用して
表示される。網選択画面１５は、固定電話網表示７１、移動電話網表示７２、網選択７３
、切断ボタン７４および通話ボタン７５を含む。この例では、移動端末６０から固定電話
網と移動電話網の２種類のネットワークに接続することが可能である。網選択画面１５に
おいて切断ボタン７４が選択されると、制御部１１は、網の選択が行われていないことを
認識する。網の選択が行われない場合には、通信を中止する構成にすることができ、また
、例えば実施形態（１）に示したように、指定された網を使用する構成にすることもでき
る。
【００６５】
　ユーザの入力などに応じて網選択７３が固定電話網と移動電話網のいずれかを選択した
状態において通話ボタン７５をユーザが選択すると、網選択７３で選択されている網が網
制御機能３４によって認識される。
【００６６】
　通信に用いられる網が認識されると、制御部１１は、適宜、選択されたネットワークに
ついての網識別情報を記憶データ３６として一時的に保持することができる。本明細書中
で、選択されたネットワークを識別する識別子を「通信網情報」と記載することがある。
また、通信網情報は、番号制御機能３３、網制御機能３４、発信制御機能３５を用いた処
理にも、適宜、使用され、選択された網を介して通信路の確保が行われる。
【００６７】
　通信に利用する網が認識され、移動端末６０からの発信が行われるとき、無線インタフ
ェース部１３からフェムトセル２０へ通信を要求するメッセージが送信される。このメッ
セージには通信網情報や、その他の情報が含まれる。例えば、通信を要求するメッセージ
を、ＳＥＴＵＰメッセージとし、Ｃａｌｌｅｄ　ｐａｒｔｙ　Ｓｕｂａｄｄｒｅｓｓを用
いて通信網情報をフェムトセル２０に通知することができる。図１５は、Ｃａｌｌｅｄ　
ｐａｒｔｙ　Ｓｕｂａｄｄｒｅｓｓの情報要素を示す図である。Ｃａｌｌｅｄ　ｐａｒｔ
ｙ　Ｓｕｂａｄｄｒｅｓｓは、着信側のサブアドレスを識別するために使用され、サブア
ドレス種別情報やサブアドレス情報を含むが、予備領域も有している。そこで、例えば、
予め、予備領域に格納する情報について移動端末６０とフェムトセル２０の間で用いられ
る規約を定義しておけば、この予備領域を使用して通信網情報を移動端末６０からフェム
トセル２０に通知することができる。
【００６８】
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　〔選択された網を介した通信路の確保〕
　図１６は、移動端末６０から選択された網を介して発信を行う様子を説明する図である
。移動端末６０において固定ネットワーク８が指定されると図１６の実線に沿って固定ネ
ットワーク８ａを介した通信路が確保される。着信先が固定電話である場合は、固定ネッ
トワーク８ａ、８ｂを介した通信路が確保され、着信先が移動端末である場合は、固定ネ
ットワーク８ａ、移動ネットワーク５ｂを介した通信路が確保される。一方、移動ネット
ワーク５が選択されると、フェムトセル２０から移動ネットワーク５ａへの接続が行われ
、着信先が固定電話であれば、移動ネットワーク５ａから固定ネットワーク８ｂを介した
通信路が確保される。また、移動端末へは、移動ネットワーク５ａ、５ｂを介して通信路
を確保することもできる。
【００６９】
　図１７は、選択された網を介して発信を行うときに行われる動作を説明するシーケンス
図である。ここでは、図１６と図１７を参照しながら、一例として、移動端末６０からプ
ライベート番号を使用して移動ネットワーク５を指定した通信路の確保を行うときについ
て説明する。
【００７０】
　（１）移動端末６０からの発信に際して、通信に使用する電話番号の選択が行われる。
通信に使用する電話番号は、実施形態（１）において図８を参照しながら説明した手順（
１）に記載した手順と同様である。ここでは、プライベート番号が選択されたとする。
【００７１】
　（２）使用される電話番号が選択されると、通信路に使用する網の選択が行われる。網
の選択は、網選択画面１５を用いて行われ、ユーザが、網選択７３を移動電話網表示７２
に合わせて、通話ボタン７５を押すことによって、移動電話網が選択される。
【００７２】
　（３）通信に使用される電話番号と網が選択されると、ＳＥＴＵＰメッセージなどの通
話を要求するメッセージが、移動端末６０からフェムトセル２０に送信され、通信に使用
される電話番号と通信網情報がフェムトセル２０に通知される。この例では、予備情報に
通信網情報が記録されたＣａｌｌｅｄ　ｐａｒｔｙ　Ｓｕｂａｄｄｒｅｓｓと、番号ディ
ジットの部分にプライベート番号が書き込まれたＣａｌｌｉｎｇ　ｐａｒｔｙ　ＢＣＤ　
ｎｕｍｂｅｒを含むＳＥＴＵＰメッセージが送信されたとする。
【００７３】
　（４）フェムトセル２０が無線インタフェース部２１からＳＥＴＵＰメッセージを受信
すると、無線系プロトコル処理部２２が、そのメッセージから発信元番号、移動端末１０
の識別子などを抽出する。ここでは、無線系プロトコル処理部２２は、Ｃａｌｌｉｎｇ　
ｐａｒｔｙ　ＢＣＤ　ｎｕｍｂｅｒ、Ｃａｌｌｅｄ　ｐａｒｔｙ　Ｓｕｂａｄｄｒｅｓｓ
、および、移動端末１０のＩＭＳＩを検出して、ＩＳＵＰ信号処理部２３に通知する。す
ると、まず、ＩＳＵＰ信号処理部２３はＣａｌｌｉｎｇ　ｐａｒｔｙ　ＢＣＤ　ｎｕｍｂ
ｅｒから通信に使用する番号を読み出して、認証を行う。ここで行われる認証や番号の抽
出は、図８を参照しながら説明した手順（４）に記載した手順と同様である。
【００７４】
　（５）認証に成功すると、ＩＳＵＰ信号処理部２３は、Ｃａｌｌｅｄ　ｐａｒｔｙ　Ｓ
ｕｂａｄｄｒｅｓｓの予備領域に書き込まれている情報を読み出して、移動端末６０にお
いて選択された網を検出する。網の検出には通信網情報を用い、記憶部２５に記憶されて
いる網識別情報を、適宜、参照する。
【００７５】
　（６）フェムトセル２０は移動端末６０との間の無線通信に用いられるＣＣメッセージ
を終端し、移動ネットワーク５を介して通信路を確保するためのメッセージを送信する。
このメッセージは、例えば、ＩＡＭメッセージとすることができる。その後、フェムトセ
ル２０は、適宜、ＣＣメッセージとＩＳＵＰメッセージの両者を終端して、通信路を確保
する。
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【００７６】
　なお、ここで、実施形態（１）で説明したように、通信に用いる電話番号と通信先装置
に発信元番号として通知する電話番号とを同じにすることができ、また、異なる番号とす
ることもできる。図１７の例では、通信には、プライベート番号を使用しているが、発信
元の電話番号としては、ＩＡＭメッセージで代表番号を通知している。
【００７７】
　〔電話番号とネットワークの組み合わせを制限する例〕
　これまで、通信路の確保に使用可能な電話番号とネットワークの組み合わせを任意の組
み合わせとすることができる場合について説明した。しかし、実装によっては、通信路の
確保に使用可能な電話番号とネットワークの組み合わせを制限することも可能である。
【００７８】
　図１８は、通信路の確保に利用されるネットワークの選択論理の一例を示す図である。
例えば、図１８に示すような選択肢を記憶部２５に記憶させることができる。この場合、
ＩＳＵＰ信号処理部２３は、ＳＥＴＵＰメッセージの内容を認識すると記憶部２５を確認
して通信路の確保が可能な組み合わせかを確認する。図１８の例では、Ｃａｌｌｅｄ　ｐ
ａｒｔｙ　ＢＣＤ　ｎｕｍｂｅｒに記録されている着信先の電話番号と、ＳＥＴＵＰメッ
セージに格納されたＣａｌｌｅｄ　ｐａｒｔｙ　Ｓｕｂａｄｄｒｅｓｓの情報を使用して
通話路の確保の可否が決定される。Ｃａｌｌｅｄ　ｐａｒｔｙ　ＢＣＤ　ｎｕｍｂｅｒの
情報要素については、後で述べる。なお、通信路の確保に使用可能な電話番号とネットワ
ークの組み合わせの条件設定には、他の情報を用いることもできる。
【００７９】
　図１８に示した条件では、０ＡＢＪ番号に固定ネットワーク８を介した通信を行う場合
と、０９０から始まる移動ネットワーク上の番号に、移動ネットワーク５を介して通信を
行う場合は、フェムトセル２０は通信路の確保を許可する。しかし、図１８のケース２に
示すように、０ＡＢＪ番号への移動ネットワーク５を介した通信路の確保が要求された場
合は、不適切な設定として、通信路の確保を拒否する設定にすることができる。同様に、
ケース３に示すように、移動ネットワーク上の番号への固定ネットワーク８を介した通信
路の確保が要求されたときも、フェムトセル２０が通信路の確保を拒否する設定にするこ
とができる。
【００８０】
　図１９は、フェムトセル２０の動作の一例を説明するフローチャートである。図１９の
動作を行うフェムトセル２０は、図１８に示した制限に従って通信路の確保をするものと
する。フェムトセル２０は、移動端末６０からＳＥＴＵＰメッセージを受信すると、ＳＥ
ＴＵＰメッセージに含まれている番号を抽出する（ステップＳ１１、１２）。ここで抽出
される電話番号は、発信に使用される電話番号である。抽出された電話番号について、記
憶部２５に記憶されている情報との認証が成功すると、フェムトセル２０は、Ｃａｌｌｅ
ｄ　ｐａｒｔｙ　ＢＣＤ　ｎｕｍｂｅｒとＣａｌｌｅｄ　ｐａｒｔｙ　Ｓｕｂａｄｄｒｅ
ｓｓを確認する（ステップＳ１３～１５）。
【００８１】
　次に、フェムトセル２０は、ＳＥＴＵＰメッセージが０９０番号などの移動番号への移
動ネットワーク５を介した発信を要求するものであるかを確認する（ステップＳ１６）。
移動番号への移動ネットワーク５を介した通信路の確保が要求されていれば、フェムトセ
ル２０は、ＩＡＭメッセージを移動ネットワーク５に送信する（ステップＳ１７）。
【００８２】
　一方、ＳＥＴＵＰメッセージにおいて移動番号への移動ネットワーク５を介した通信路
の確保が要求されていない場合は、固定番号への固定ネットワーク８を介した通信路の確
保が要求されているかを確認する（ステップＳ１８）。固定番号への固定ネットワーク８
を介した通信路の確保が要求されている場合には、フェムトセル２０は適切なＳＩＰ　Ｉ
ＮＶＩＴＥメッセージを固定ネットワーク８に送信し、それ以外の場合は通信路の確保を
行わない（ステップＳ１９）。なお、ステップＳ１４で認証に失敗した場合や、ステップ
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Ｓ１９で通信路の確保を行わない場合には、フェムトセル２０は、エラーメッセージを移
動端末６０に送信することもできる。
【００８３】
　なお、図１８に例示したようなデータベースを用いることにより、通信路の確保に使用
可能な電話番号とネットワークの組み合わせを、ユーザが通信に使用する番号、もしくは
、通信先に通知する番号に対応付けたものに制限することもできる。この場合は、網選択
画面１５を使わずに網の選択ができるので、移動端末１０を用いて網の選択をすることが
可能になる。
【００８４】
　＜実施形態（３）＞
　次に、移動端末１０または移動端末６０への着信について説明する。図２０は、発信元
の装置から移動端末への通信路を説明する図である。以下の説明では、着信する端末が移
動端末１０であるものとして説明するが、着信先の端末が移動端末６０である場合も同様
に着信が行われる。移動端末１０への着信は、移動ネットワーク５からの着信と固定ネッ
トワーク８からの着信の２通りが考えられる。前者では、図２０の一点鎖線で示す移動端
末１０ｂの着信のように、移動ネットワーク５からフェムトセル２０ｂを介して通信路が
確保される。後者は、実線で示す移動端末１０ａへの着信のように、固定ネットワーク８
からフェムトセル２０ａを介して行われる。発信側において電話番号とネットワークの組
み合わせを制限していない場合、いずれのネットワークを経由した着信であっても、代表
番号への着信とプライベート番号への着信が考えられる。そこで、ここでは、代表番号へ
着信の要求がされた場合と、プライベート番号へ着信の要求がされた場合について、フェ
ムトセル２０と移動端末１０の動作を述べる。
【００８５】
　〔代表番号への着信〕
　図２１は、固定ネットワーク８から代表番号への着信が要求された場合に行われる動作
を説明するシーケンス図である。
【００８６】
　（１）固定ネットワーク８からフェムトセル２０に対して、代表番号への着信を要求す
るＩＮＶＩＴＥメッセージが送られる。図２２に、ＩＮＶＩＴＥメッセージの内容と着信
番号の対応付けの例を説明する図を示す。
【００８７】
　（２）ＩＮＶＩＴＥメッセージは、フェムトセル２０の有線インタフェース部２６を介
してＳＩＰ信号処理部２４に入力されて、ＵＲＩの確認などの処理が行われる。ＳＩＰ信
号処理部２４は、受信したＩＮＶＩＴＥメッセージに記載されているＵＲＩとタグ情報を
確認し、記憶部２５に格納されている情報を用いて代表番号とプライベート番号のいずれ
に対して行われる通信要求であるかを認識する。なお、図２２に示すようなＩＮＶＩＴＥ
メッセージの内容と着信番号の対応付けが予め記憶部２５に記憶されている場合は、ＳＩ
Ｐ信号処理部２４は、記憶された情報によって着信先の番号を認識する。
【００８８】
　ここでは、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージは、図２２（ａ）に示すように、ＵＲＩ１
が記載されていてタグ情報への記載がないものであるとする。この場合、ＳＩＰ信号処理
部２４は代表番号への着信であると判断する。
【００８９】
　（３）代表番号での着信であることを確認すると、フェムトセル２０は、代表番号で固
定ネットワークに対して着信応答する（１００送信）。このとき、ＳＩＰ信号処理部２４
はＩＳＵＰ信号処理部２３に、代表番号への着信があったことを通知する。
【００９０】
　（４）ＩＳＵＰ信号処理部２３は、代表番号への着信であることを通知されると、記憶
部２５から、代表番号のＵＲＩと対応付けて記録されている移動端末を抽出し、抽出した
移動端末１０に対しての着信処理を無線系プロトコル処理部２２に要求する。
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【００９１】
　無線プロトコル処理部ではページング信号（Ｐａｇｉｎｇ）を生成し、着信処理が要求
された移動端末１０に対してページング信号を送信する。すなわち、着信先番号によって
指定されている移動端末の呼び出し処理を行う。ここでは、代表番号への着信であるので
、全ての移動端末１０が指定されていることになり、全ての移動端末１０にページング信
号が送信される。
【００９２】
　（５）移動端末１０は、ＲＡＣＨ（Random Access Channel）を用いて信号をフェムト
セル２０に送信することにより、ページング信号に応答する。ここで、移動端末１０は、
自装置を識別する識別子を含めた信号をフェムトセル２０に送信する。
【００９３】
　複数の端末に対してページング信号が送信された場合、フェムトセル２０は、最も早く
応答した移動端末１０との間で無線通信経路を確立し、通信経路を確立した移動端末１０
にＳＥＴＵＰメッセージを送信する。なお、フェムトセル２０では、２番目以降に応答し
た移動端末１０についても識別子を認識することにより、１つの着信に対して複数の移動
端末１０と送信元装置の間の通信路を確立することを防止する構成にできる。
【００９４】
　フェムトセル２０から送信されるＳＥＴＵＰメッセージには、通信を要求する番号を識
別する情報が記載されている。例えば、図２２（ａ）に示すように、Ｃａｌｌｅｄ　ｐａ
ｒｔｙ　ＢＣＤ　ｎｕｍｂｅｒで代表番号を指定し、Ｃａｌｌｅｄ　ｐａｒｔｙ　Ｓｕｂ
ａｄｄｒｅｓｓでは番号の指定を行わないものとすることができる。図２３にＣａｌｌｅ
ｄ　ｐａｒｔｙ　ＢＣＤ　ｎｕｍｂｅｒの情報要素を示す。Ｃａｌｌｅｄ　ｐａｒｔｙ　
ＢＣＤ　ｎｕｍｂｅｒは、着番号情報要素識別子や番号種別を示す情報の他に、番号ディ
ジット領域を備えており、適宜これらの領域に情報を格納してＳＥＴＵＰメッセージが作
成される。
【００９５】
　（６）ＳＥＴＵＰメッセージの送信を行うと、フェムトセル２０は、適宜、移動端末１
０との着信信号手続きを行うと共に、固定ネットワークとの信号手続きを行うことで、移
動端末と固定ネットワークとの通話路を確立する。
【００９６】
　なお、フェムトセル２０に送られてくるＩＮＶＩＴＥメッセージに関して定められる規
約によっては、ＵＲＩを確認することにより着信先の電話番号が代表番号であるかをフェ
ムトセル２０が認識することができる場合がある。このときは、手順（２）において、フ
ェムトセル２０はＵＲＩを確認して着信先を認識し、タグ情報の確認を省略することがで
きる。
【００９７】
　図２４は、代表番号への着信が要求されたときのフェムトセル２０の動作を説明するフ
ローチャートである。フェムトセル２０がＩＮＶＩＴＥメッセージを受信すると、ＳＩＰ
信号処理部２４においてＵＲＩやタグ情報が確認され、適宜、記憶部２５に記憶されてい
る情報との認証が行われる（ステップＳ２１～２３）。認証に失敗した場合は通信を終了
するが、代表番号についての認証に成功すると、フェムトセル２０は、固定ネットワーク
８に応答する（ステップＳ２５）。さらに、フェムトセル２０の無線系プロトコル処理部
２２から、移動端末１０へのページング信号が送られ、代表番号を使用して通信が可能な
全ての移動端末１０の呼び出しが行われる（ステップＳ２６）。呼び出された移動端末の
うちのいずれかが応答すると、最も早く応答した移動端末との間に無線通信路を確保し、
代表番号を記載したＳＥＴＵＰメッセージを送信する（ステップＳ２７）。なお、前述の
とおり、ＵＲＩを用いることによって代表番号への着信かを認識できる場合は、フェムト
セル２０はステップＳ２２でＵＲＩを確認し、タグ情報の確認を省略する。
【００９８】
　このような実施形態では、代表番号への着信を、フェムトセル２０の通信エリア内に位
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置する全ての移動端末１０を呼び出す着信として使用することができる。このため、移動
端末１０を音声通話に使用する際に、代表番号での着信をすることが可能になる。
【００９９】
　〔特定の移動端末への着信〕
　次に、固定ネットワーク８から特定の移動端末１０を指定して着信が要求された場合に
ついて述べる。図２５は、固定ネットワーク８から特定の移動端末１０への着信が要求さ
れた場合に行われる動作を説明するシーケンス図である。
【０１００】
　（１）固定ネットワーク８からフェムトセル２０に対して、特定の移動端末１０への着
信を要求するＩＮＶＩＴＥメッセージが送られる。図２２（ｂ）に、プライベート番号に
より特定の移動端末が指定されている場合のＩＮＶＩＴＥメッセージの内容と着信番号の
対応付けの例を説明する図を示す。プライベート番号は、ケース１のように、ＳＩＰ　Ｉ
ＮＶＩＴＥメッセージにプライベート番号に対応するＵＲＩ２を記録することにより通知
される。また、実施形態（１）で述べたようにタグ情報を使用してプライベート番号を通
知されることある。以下の説明では、例として、ケース２の方法によってプライベート番
号が指定されている場合について述べる。
【０１０１】
　（２）ＩＮＶＩＴＥメッセージは、有線インタフェース部２６を介してＳＩＰ信号処理
部２４に入力されて、ＵＲＩの確認などの処理が行われる。ＳＩＰ信号処理部２４は、受
信したＩＮＶＩＴＥメッセージに記載されているＵＲＩとタグ情報を確認してプライベー
ト番号への着信であることを認識する。なお、前述のように、ＩＮＶＩＴＥメッセージの
内容と着信番号の対応付けがデータベース中に記録されている場合は、ＩＳＵＰ信号処理
部２３は、その情報によって着信先の番号を認識する。
【０１０２】
　ここでは、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージにＵＲＩ１、タグ情報にＵＲＩ２が記録さ
れ、これらを確認してＳＩＰ信号処理部２４がプライベート番号への着信であると判断す
る場合について述べる。
【０１０３】
　（３）プライベート番号での着信であることを確認すると、フェムトセル２０は、固定
ネットワークに対して着信応答し（１００送信）、ＳＩＰ信号処理部２４はＩＳＵＰ信号
処理部２３に、プライベート番号への着信があったことを通知する。
【０１０４】
　（４）ＩＳＵＰ信号処理部２３は、プライベート番号への着信であることを通知される
と、メモリ中のデータから、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージに含まれるＵＲＩとタグを
用いて、通話が要求されている移動端末１０のＩＭＳＩを検索する。ＩＭＳＩを抽出する
とそのＩＭＳＩを通知して、着信が要求されている移動端末１０への着信処理を無線系プ
ロトコル処理部２２に要求する。無線プロトコル処理部２２ではページング信号を生成し
、着信処理が要求された移動端末１０に対してページング信号を送信する。
【０１０５】
　（５）着信処理を要求されている移動端末１０が応答すると、フェムトセル２０は、応
答した移動端末１０との間で無線通信経路を確立して、ＳＥＴＵＰメッセージを送信する
。ＳＥＴＵＰメッセージは、図２２（ｂ）に示すように、Ｃａｌｌｅｄ　ｐａｒｔｙ　Ｂ
ＣＤ　ｎｕｍｂｅｒで代表番号、Ｃａｌｌｅｄ　ｐａｒｔｙ　Ｓｕｂａｄｄｒｅｓｓでは
プライベート番号を指定するものとすることができる。各番号の記録方法は、既に述べた
方法を用いる。
【０１０６】
　（６）ＳＥＴＵＰメッセージの送信を行うと、フェムトセル２０は、適宜、移動端末１
０との着信信号手続きを行うと共に、固定ネットワークとの信号手続きを行うことで、移
動端末と固定ネットワークとの通話路を確立する。
【０１０７】
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　プライベート番号を用いて特定の移動端末１０に着信するときに、フェムトセル２０が
行う動作も、図２４のフローチャートで表される。ただし、特定の移動端末１０に着信す
るときには、ステップＳ２６で呼び出される移動端末１０は、着信が要求されている移動
端末１０である。
【０１０８】
　また、プライベート番号を使用しないで特定の移動端末１０に対しての着信を要求する
こともできる。例えば、フェムトセル２０と通信可能な移動端末１０のそれぞれを個別に
認識するための特定情報を予め決定しておき、その特定情報を移動端末１０、フェムトセ
ル２０および発信元装置などで共有させておく。発信元装置からは、０ＡＢＪ番号を着信
先の番号として通話を要求するときに、ある移動端末１０を特定するための特定情報をＳ
ＥＴＵＰメッセージに加えることにより、その特定情報に対応した移動端末１０を指定し
て着信を要求する。フェムトセル２０は、ＳＥＴＵＰメッセージに含まれている特定情報
から着信が要求されている移動端末１０を認識し、その移動端末１０への着信処理を行う
。発信元装置では、ユーザが移動端末１０の指定を行いやすいように、特定情報を入力イ
ンタフェースからの入力情報と関連付けておくこともできる。例えば、ユーザが代表番号
の後に「＃」を入力すると、１番目の移動端末１０が選択され、「＆」を入力すると２番
目の移動端末１０が選択されるように関連付けることができる。
【０１０９】
　本実施形態で述べたように、移動端末１０が代表番号で着信できるようにすることによ
り、家庭でのセキュリティ上の問題が回避でき、また、移動端末を使用したときにＳＯＨ
Ｏなどで代表窓口を作るのが難しいという問題も解決できる。さらに、プライベート番号
での着信が可能であることから、ユーザのプライバシーも確保できる。
【０１１０】
　図２６は、実施形態（１）～（３）によって行われる通信の例を説明する図である。ま
た、図２６では移動端末６０を使用した場合について図示しているが、移動端末１０を使
用しても同様に通信路の確保が可能である。図２６の矢印Ａ～Ｄは、確保されている通信
路を示し、表（Ａ）～（Ｄ）は、矢印Ａ～Ｄの通信路のそれぞれでの着信先番号と着信先
装置に通知される発信元番号の組み合わせの例を示している。
【０１１１】
　移動端末６０から発信するとき、ユーザは移動端末６０によって着信先に発信元電話番
号として通知する番号と通信路の確保に使用するネットワークを選択し、着信先装置への
発信を指示する。すると、移動端末６０はフェムトセル２０に、着信先装置に発信元番号
として通知する番号と、使用するネットワークを通知する。フェムトセル２０は、認識し
た内容に沿って通信路の確保のための動作を行い、通信路が確保される。
【０１１２】
　矢印Ａは、使用するネットワークとして固定ネットワーク８が選択されたときに確保さ
れる通信路の例を示す。着信先装置が認識する発信元番号は、０９０番号（プライベート
番号）と０ＡＢＪ番号（代表番号）のうちの選択された番号である。例えば、着信先装置
が０ＡＢＪ番号を有する固定電話であるときの例を（Ａ）に示す。矢印Ｃは、使用するネ
ットワークとして移動ネットワーク５が選択されたときに確保される通信路の例を示す。
着信先装置が認識する発信元番号は、この場合も、０９０番号と０ＡＢＪ番号のうちの選
択された番号である。例えば、着信先装置が０９０番号を有する移動端末であるときの例
を（Ｃ）に示す。
【０１１３】
　このように、移動端末がフェムトセル２０の通信エリア内から発信するときには、利用
するネットワークを選択することができる。このため、例えば固定ネットワーク８を介し
た通信路の方が、移動ネットワーク５を介した場合よりも安い通話料金を提供できる場合
に、ユーザは、固定ネットワーク８を選択することができる。
【０１１４】
　また、使用するネットワークを指定することにより、通信品質を向上させることができ
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る。図２７は、音声通話品質の評価基準の例を説明する表である。この例では、音声通話
品質を総合音声伝達品質率、エンド・ツー・エンドの遅延、呼損率などを総合してクラス
ＡからクラスＣの３つに分類している。クラスＡは固定電話並み、クラスＢは携帯電話並
み、クラスＣでは携帯電話以下の音声品質となっている。同一回線上に音声とデータが混
在すると音声の通信品質はクラスＣ程度になってしまうことがある。このような状況は、
特にフェムトセル２０からインターネットを経由して移動ネットワークへの通信路を確保
する場合に起こりやすい。そこで、ユーザが使用するネットワークとして固定ネットワー
ク８を選択すると、移動端末６０を使用しても固定電話並みのクラスＡの通信が可能にな
る。
【０１１５】
　さらに、発信番号を選択することができるので、例えば、プライベート番号を着信相手
に知られたくない場合に、代表番号の番号を用いて発信することによりセキュリティ上の
問題を回避することができる。また、使用するネットワークとは対応していない番号を通
知することもできる。すなわち、固定ネットワーク８を介して通話する場合でも、プライ
ベート番号の０９０番号を発信元番号として通知することができる。
【０１１６】
　一方、移動端末６０への着信は、着信番号に対応する１つ以上の移動端末６０をフェム
トセル２０が呼び出すことによって行われる。図２６の矢印Ｂは、固定電話（０ＡＢＪ番
号）からの着信、矢印Ｄは移動端末（０９０番号）からの着信を示す。また、（Ｂ）は矢
印Ｂの場合、（Ｄ）は矢印Ｄの場合について発信元番号と着信先番号の組み合わせを示し
ている。
【０１１７】
　着信のときには、フェムトセル２０は、着信先として指定された移動端末６０を呼び出
す。従って、代表番号として使用されている０ＡＢＪ番号が着信番号であれば、フェムト
セル２０の通信エリア内にある移動端末６０の全てが呼び出される。このため、移動端末
６０を使用して代表番号への着信をすることができる。また、プライベート番号が着信番
号であれば、プライベート番号に対応する特定の移動端末６０が呼び出される。このよう
な着信方法により、プライバシーを守ることができ、かつ、複数の移動端末６０の代表番
号を提供することができる。
【０１１８】
　さらに、このようなフェムトセル２０と移動端末６０もしくは移動端末１０を使用する
ことにより、移動通信サービスの提供者と固定通信サービス提供者の双方の事業を促進で
きる。すなわち、移動端末を使用して代表番号による発信および着信が可能になることで
、移動通信サービスがさらに充実される。一方、フェムトセル２０は、固定電話回線に強
く依存する機能があることから、フェムトセル２０の普及は、固定通信サービス提供者の
事業の発展にもつながる。フェムトセル２０の固定電話回線に強く依存する機能としては
、例えば、緊急呼における位置情報取得メカニズムの提供などがあげられる。従って、実
施形態（１）～（３）に述べたフェムトセルや移動端末は、いずれも、使用するネットワ
ークや通知する番号をユーザに選択させることができ、複数の端末を呼び出す代表番号を
提供するだけでなく、通信事業者のビジネスの活性化も促進できる。
【０１１９】
　＜変形例＞
　実施形態（１）～（３）にかかるフェムトセルや移動端末の構成や、これらを使用した
システムなどは、以上に述べた形態に限られるものではなく、様々に変形可能である。例
えば、移動端末１０および移動端末６０での制御は、制御部１１を用いてソフトウェアに
よって実現されるだけでなく、その一部もしくは全部をハードウェアによって実現するこ
とができる。
【０１２０】
　また、フェムトセル２０の制御も全部もしくは一部をハードウェアによって実現するこ
とができ、全部もしくは一部をソフトウェアによって実現することもできる。
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　実施形態（１）～（３）で例示したメッセージの形態や使用されるプロトコルなどは、
適宜、実装に応じて変更することができる。
【０１２１】
　また、以上に述べた実施形態においては、移動端末と無線通信を行う基地局をフェムト
セル２０として説明したが、移動端末と無線通信を行う基地局はフェムトセルに限られな
い。移動端末との間の無線通信が可能で、移動ネットワーク５および固定ネットワーク８
に接続可能な任意の通信装置を用いることができる。
【０１２２】
　さらに、ネットワークの選択が可能な実施形態では、移動端末からの通信を要求するメ
ッセージによって通信に使用するネットワークを指定する構成にすることもできる。つま
り、通信を要求するメッセージに通信網情報が指定されていないときは、そのメッセージ
の送信に使われた電話番号に対応するネットワークが選択されたと判断する構成にするこ
とができる。
【０１２３】
（付記１）
　第１の電話番号、第２の電話番号のいずれを用いても発信を行うことが可能な移動端末
と無線通信を行う通信装置において、
　該移動端末と無線通信を行う無線通信部と、
　該無線通信部により、該第１の電話番号を用いた、第１の発信を該移動端末から受信す
ると、該第１の電話番号に対応する第１の通信網へ該移動端末からの該第１の発信を転送
して該第１の通信網を介した、該第１の発信の着信先装置への接続処理を可能とし、該無
線通信部により、該第２の電話番号を用いた、第２の発信を該移動端末から受信すると、
該第２の電話番号に対応する第２の通信網へ該移動端末からの該第２の発信を転送して、
該第２の通信網を介した、該第２の発信の着信先装置への接続処理を可能とする転送部と
、
　を備えたことを特徴とする通信装置。
（付記２）
　前記第１の電話番号と前記第１の通信網との対応関係と前記第２の電話番号と前記第２
の通信網との対応関係とを記憶する記憶部を備え、
　前記転送部は、該記憶部に記憶した対応関係に基づいて、転送先の通信網を判断する、
　ことを特徴とする付記１記載の通信装置。
（付記３）
　前記移動端末の識別情報に対応させて、前記第１の電話番号と前記第１の通信網との対
応関係と前記第２の電話番号と前記第２の通信網との対応関係とを記憶する記憶部を備え
、
　前記転送部は、前記第１の発信又は前記第２の発信に含まれる該移動端末の識別情報及
び電話番号に対応する通信網を転送先とする、
　ことを特徴とする付記１記載の通信装置。
（付記４）
　第１の通信網と第２の通信網のいずれを介した通信も行うことが可能な移動端末と無線
通信を行う通信装置において、
　前記移動端末と無線通信を行う無線通信部と、
　前記移動端末が着信先装置に対しての発信に使用する通信網の指定を表す通信網情報を
、前記無線通信で取得した情報から認識する通信網認識部と、
　前記移動端末からの発信を転送して前記移動端末と前記着信先装置との接続処理を可能
とする転送部を、備え、
　前記転送部は、前記通信網情報が前記第１の通信網を指定しているときは、前記第１の
通信網を介して前記着信先装置への接続処理を可能とし、前記通信網情報が前記第２の通
信網を指定しているときは、前記第２の通信網を介して前記着信先装置への接続処理を可
能とする
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　ことを特徴とする通信装置。
（付記５）
　前記移動端末から前記第１の通信網に対応する第１の電話番号を用いて発信された前記
通信網情報が前記第２の通信網を指定しているとき、前記転送部は、前記第２の通信網を
介して前記着信先装置への接続処理を可能とし、
　前記移動端末から前記第２の通信網に対応する第２の電話番号を用いて発信された前記
通信網情報が前記第１の通信網を指定しているとき、前記転送部は、前記第１の通信網を
介して前記着信先装置への接続処理を可能とする
　ことを特徴とする付記４に記載の通信装置。
（付記６）
　前記通信網情報、前記第１の通信網、および、前記第２の通信網の対応関係を記録する
記憶部をさらに備え、
　前記転送部は、前記対応関係に基づいて接続処理を可能とする
　ことを特徴とする付記５に記載の通信装置。
（付記７）
　前記通信網認識部が前記通信網情報を認識しないときは、前記通信網認識部は、前記移
動端末との間の無線通信に使われた電話番号に対応する網を介して前記着信先装置への接
続処理を可能とする
　ことを特徴とする付記４に記載の通信装置。
（付記８）
　前記移動端末の発信元番号として前記着信先装置に通知する電話番号を表す番号指定情
報を、前記接続処理を前記着信先装置へ要求するメッセージに含める番号制御部をさらに
備える
　ことを特徴とする付記４に記載の通信装置。
（付記９）
　前記着信先装置に通知する電話番号を前記第２の通信網に対応する第２の電話番号に指
定している前記無線通信が、前記第１の電話番号を用いて発信されると、前記番号制御部
は、前記第２の電話番号を指定する前記番号指定情報を、前記接続処理を前記着信先装置
へ要求するメッセージに含め、
　前記着信先装置に通知する電話番号を前記第１の通信網に対応する第１の電話番号に指
定している前記無線通信が、前記第２の電話番号を用いて発信されると、前記番号制御部
は、前記第１の電話番号を指定する前記番号指定情報を、前記接続処理を前記着信先装置
へ要求するメッセージに含める
　ことを特徴とする付記８に記載の通信装置。
（付記１０）
　複数の移動端末と無線通信を行う通信装置において、
　発信元装置から着信先番号を指定して発信された通信要求を着信する着信部と、
　前記移動端末の識別番号と、前記複数の移動端末に共通の番号を表す共通番号と、前記
複数の移動端末の各々に個別に割り当てられた個別番号との対応関係を記憶する記憶部と
、
　前記着信部への着信を転送して前記複数の移動端末のいずれかと前記発信元装置との接
続処理を可能とする転送部を、備え、
　前記転送部は、前記対応関係に基づいて、前記複数の移動端末のうち前記着信先番号に
よって指定されている移動端末の呼び出し処理を行う
　ことを特徴とする通信装置。
（付記１１）
　前記転送部は、前記着信先番号が前記共通番号を指定している場合、前記複数の移動端
末に対して前記呼び出し処理を行い、
　前記転送部は、前記呼び出し処理に最も早く応答した移動端末と前記発信元装置の通信
を可能とする
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　ことを特徴とする付記１０に記載の通信装置。
（付記１２）
　前記転送部は、前記着信部が前記個別番号を指定した通信の開始の要求を受信すると、
前記複数の移動端末のうちの前記個別番号に対応する移動端末に対して前記呼び出し処理
を行う
　ことを特徴とする付記１０に記載の通信装置。
（付記１３）
　前記転送部は、前記着信先番号が前記共通番号を指定している場合、前記通信要求に前
記複数の移動端末のうちの１つの移動端末を特定する特定情報が含まれているかを確認し
、
　前記転送部は、前記通信要求から前記特定情報を認識しないときは、前記複数の移動端
末に対して前記呼び出し処理を行い、前記特定情報を認識したときは、前記複数の移動端
末のうち前記特定情報で特定される移動端末に対して、前記呼び出し処理を行う
　ことを特徴とする付記１０に記載の通信装置。
（付記１４）
　発信に用いる発信元電話番号を第１の電話番号とするか第２の電話番号とするかの選択
を受け付ける選択入力部と、
　無線基地局との間で無線通信を行う無線通信部と、
　該選択入力部が受け付けた選択に応じて、第１の通信網へ転送される該第１の電話番号
を用いた発信及び第２の通信網へ転送される該第２の電話番号を用いた発信を前記無線通
信部による前記無線基地局との無線通信により実行する発信制御部とを備え、
　前記無線通信部は、該第１の電話番号を用いて発信した場合には、前記無線基地局及び
該第１の通信網を介して、着信先との間で、無線通信を行い、該第２の電話番号を用いて
発信した場合には、前記無線基地局及び該第２の通信網を介して、着信先との間で、無線
通信を行う、
　ことを特徴とする移動端末。
（付記１５）
　前記着信先に発信元を認識させるための電話番号として通知する通知電話番号を、前記
第１の電話番号とするか前記第２の電話番号とするかの選択を受け付ける通知番号選択部
をさらに備え、
　前記無線通信部は、前記通知番号選択部により指定された電話番号を、前記通知電話番
号として前記無線通信によって前記無線基地局に通知する
　ことを特徴とする付記１４に記載の移動端末。
（付記１６）
　第１の電話番号に対応する第１の通信網と第２の電話番号に対応する第２の通信網のい
ずれを介しても通信を行うことが可能な移動端末であって、
　通信に用いる網の選択を受け付ける網選択部と、
　無線基地局と無線通信を行う無線通信部と、
　前記無線通信部による前記無線基地局との無線通信を制御する発信制御部とを備え、
　前記発信制御部は、前記網の選択で選択された網の指定を表す通信網情報を、前記無線
通信部から前記無線基地局に送信される情報に付加して、前記通信網情報を前記無線基地
局に通知し、
　前記無線通信部は前記通信網情報で指定された網を介して、着信先との間で通信を行う
　ことを特徴とする移動端末。
（付記１７）
　前記通信網情報、前記第１の通信網、および、前記第２の通信網の対応関係を記録する
記憶部をさらに備え、
　前記発信制御部は、前記対応関係に基づいて前記網選択部で選択が受け付けられた網の
前記通信網情報を認識して、前記無線通信部から前記無線基地局に送信される情報に付加
する
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　ことを特徴とする付記１６に記載の通信装置。
（付記１８）
　第１の電話番号、第２の電話番号のいずれを用いても発信を行うことが可能な移動端末
と無線通信を行う通信装置を、
　該移動端末と無線通信を行う無線通信手段、
　該無線通信手段により、該第１の電話番号を用いた、第１の発信を該移動端末から受信
すると、該第１の電話番号に対応する第１の通信網へ該移動端末からの該第１の発信を転
送して該第１の通信網を介した、該第１の発信の着信先装置への接続処理を可能とし、該
無線通信手段により、該第２の電話番号を用いた、第２の発信を該移動端末から受信する
と、該第２の電話番号に対応する第２の通信網へ該移動端末からの該第２の発信を転送し
て、該第２の通信網を介した、該第２の発信の着信先装置への接続処理を可能とする転送
手段、
　として機能させるための通信制御プログラム。
（付記１９）
　第１の電話番号、第２の電話番号のいずれを用いても発信を行うことが可能な移動端末
を、
　発信に用いる発信元電話番号を前記第１の電話番号とするか前記第２の電話番号とする
かの選択を受け付ける選択入力手段、
　前記選択入力手段が受け付けた選択に応じて、第１の通信網へ転送される前記第１の電
話番号を用いた発信及び第２の通信網へ転送される前記第２の電話番号を用いた発信を無
線通信手段による無線基地局との無線通信により実行する発信制御手段、
　前記第１の電話番号を用いて発信する場合には、前記無線基地局及び前記第１の通信網
を介して、着信先との間で、無線通信を行い、前記第２の電話番号を用いて発信する場合
には、前記無線基地局及び前記第２の通信網を介して、着信先との間で、無線通信を行う
無線通信手段、
　として機能させるための通信制御プログラム。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】移動端末の構成の一例を説明する図である。
【図２】Ｃａｌｌｉｎｇ　ｐａｒｔｙ　ＢＣＤ　ｎｕｍｂｅｒの情報要素を示す図である
。
【図３】フェムトセルの構成の一例を説明する図である。
【図４】記憶部に格納されている情報の一例を説明する図である。
【図５】移動端末とフェムトセルを用いた通信に適用可能なネットワークの例を示す図で
ある。
【図６】ネットワーク上の各構成要素が格納する情報を説明する図である。
【図７】移動端末から固定ネットワークを介して発信を行う様子を説明する図である。
【図８】移動端末から発信を行うときの動作を説明するシーケンス図である。
【図９】ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージの第１の例を示す図である。
【図１０】Ｃａｌｌｉｎｇ　ｐａｒｔｙ　Ｓｕｂａｄｄｒｅｓｓの情報要素を示す図であ
る。
【図１１】プライベート番号を通知可能なＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージの一例である
。
【図１２】メッセージの記録内容と通知される発信元番号の関係の設定例を説明する図で
ある。
【図１３】移動端末からの発信に際してフェムトセルが行う動作を説明するフローチャー
トである。
【図１４】網の選択が可能な移動端末の構成の一例を説明する図である。
【図１５】Ｃａｌｌｅｄ　ｐａｒｔｙ　Ｓｕｂａｄｄｒｅｓｓの情報要素を示す図である
。
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【図１６】移動端末から選択された網を介して発信を行う様子を説明する図である。
【図１７】選択された網を介して発信を行うときに行われる動作を説明するシーケンス図
である。
【図１８】通信路の確保に利用されるネットワークの選択論理の一例を示す図である。
【図１９】フェムトセルの動作の一例を説明するフローチャートである。
【図２０】発信元の装置から移動端末への通信路を説明する図である。
【図２１】固定ネットワークから代表番号への着信が要求された場合に行われる動作を説
明するシーケンス図である。
【図２２】ＩＮＶＩＴＥメッセージの記載と着信番号の対応付けの例を説明する図である
。
【図２３】Ｃａｌｌｅｄ　ｐａｒｔｙ　ＢＣＤ　ｎｕｍｂｅｒの情報要素を示す図である
。
【図２４】代表番号への着信が要求されたときのフェムトセルの動作を説明するフローチ
ャートである。
【図２５】固定ネットワークから特定の移動端末への着信が要求された場合に行われる動
作を説明するシーケンス図である。
【図２６】実施形態（１）～（３）によって行われる通信の例を説明する図である。
【図２７】音声通話品質の評価基準の例を説明する表である。
【図２８】フェムトセルを介した移動ネットワークへのアクセスを説明する図である。
【図２９】フェムトセルを介した移動ネットワークへのアクセスを説明する図である。
【図３０】ＩＰ電話を用いた固定電話回線へのアクセスとフェムトセルを介した通信を説
明する図である。
【符号の説明】
【０１２５】
　　１、１０、６０　　　移動端末
　　２、２０　　　フェムトセル
　　３　　　回線終端装置
　　４　　　固定アクセス回線
　　５　　　移動ネットワーク
　　６　　　基地局
　　７　　　インターネット
　　８　　　固定ネットワーク
　１１　　　制御部
　１２　　　メモリ
　１３　　　無線インタフェース部
　１４　　　番号選択画面
　１５　　　網選択画面
　２１　　　無線インタフェース部
　２２　　　無線系プロトコル処理部
　２３　　　ＩＳＵＰ信号処理部
　２４　　　ＳＩＰ信号処理部
　２５　　　記憶部
　２６　　　有線インタフェース部
　３１　　　プログラム
　３２　　　信号処理機能
　３３　　　番号制御機能
　３４　　　網制御機能
　３５　　　発信制御機能
　３６　　　記憶データ
　４１　　　代表番号表示
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　４２　　　プライベート番号表示
　４３　　　番号選択
　４４、７４　　　切断ボタン
　４５、７５　　　通話ボタン
　５０　　　サーバ
　６０　　　移動端末
　７１　　　固定電話網表示
　７２　　　移動電話網表示
　７３　　　網選択

【図１】 【図２】
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