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(57)【要約】
【課題】通話用件の重要度設定の悪用を抑制するのに好
適な通信システム、通信制御装置、通信方法、通信制御
方法、およびプログラムを提供する。
【解決手段】通信制御装置３００は、発信側の電話装置
からの要求に応じて、重要度を指定して、着信側の移動
体通信端末１００を電話網を介して呼び出すための呼出
処理を行う。着信を受けた着信者は、通話終了後、移動
体通信端末１００を操作して、無線ＬＡＮアクセスポイ
ント６００、インターネットを介して、情報提供サーバ
４００にアクセスし、受信した要件に指定されている重
要度が妥当であったかを評価する情報を入力する。情報
提供サーバ４００は、入力された評価情報を記憶装置５
００へ提供する。通信制御装置３００は、発信側から呼
出要求があった場合、呼出処理を行うか否かを、記憶装
置５００に記憶される評価情報に基づいて判定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発信側の電話装置からの要求に応じて、重要度を指定して、着信側の電話装置を電話網
を介して呼び出すための所定の処理を実行する通信制御装置と、前記通信制御装置に接続
され、前記通信制御装置から参照される記憶装置と、前記記憶装置に接続され、前記記憶
装置に情報を提供する情報提供サーバと、を備える通信システムであって、
　前記情報提供サーバは、前記電話装置とデータ通信網を介して接続されており、
　前記記憶装置は、前記情報提供サーバから送信された前記電話装置を識別する情報と、
当該電話装置からの発信に指定された重要度の妥当性を示す評価情報と、を対応付けて記
憶し、
　前記通信制御装置は、
　発信側の電話装置から、通話用件の重要度と、発信側および着信側の電話装置を識別す
る識別情報と、を含む呼出要求を受信する呼出要求受信部、
　前記記憶装置から、前記発信側の電話装置の識別情報に対応付けられる評価情報を取得
し、前記評価情報に基づく所定の条件を、前記発信側の電話装置が満たすか否かを判定す
る判定部、
　前記発信側の電話装置が所定の条件を満たしていると判定された場合、前記呼出要求に
含まれる識別情報によって識別される着信側の電話装置に対して、前記重要度を指定して
呼び出しを行うための所定の処理を実行する呼出処理実行部、
　を備え、
　前記情報提供サーバは、
　前記着信側の電話装置が前記重要度を指定した呼び出しに応答して通話が確立された後
に、当該指定された重要度の妥当性を示す評価情報と、前記発信側の電話装置を識別する
情報とを、前記着信側の電話装置から受信する評価情報受信部、
　前記受信された評価情報と、前記受信された発信側の電話装置の識別情報とを前記記憶
装置に送信する評価情報送信部、
　を備える、
　ことを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　前記発信側の電話装置に対応付けられる評価情報が、所定の閾値以上である場合、前記
判定部は、前記発信側の電話装置が所定の条件を満たしていると判定する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
　前記記憶装置は、前記発信側の電話装置の識別情報に対応付けて、前記発信側の電話装
置の所定の期間における発信回数をさらに記憶し、
　前記通信制御装置において、
　前記判定部は、前記記憶された発信回数が、前記評価情報に基づいて決定される前記発
信側の電話装置の所定の期間における発信可能回数に達していない場合、前記発信側の電
話装置が所定の条件を満たしていると判定する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項４】
　前記通信制御装置において、
　前記判定部により、前記発信側の電話装置が所定の条件を満たしていると判定された場
合、前記呼出処理実行部は、前記評価情報に基づいて決定される所定の通話料金を前記発
信側の電話装置の通話に適用する、
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の通信システム。
【請求項５】
　発信側の電話装置からの要求に応じて、重要度を指定して、着信側の電話装置を電話網
を介して呼び出すための所定の処理を実行する通信制御装置であって、
　発信側の電話装置から、通話用件の重要度と、発信側および着信側の電話装置を識別す
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る識別情報と、を含む呼出要求を受信する呼出要求受信部、
　前記通信制御装置に接続される記憶装置から、前記発信側の電話装置の識別情報に対応
付けられる評価情報を取得し、前記評価情報に基づく所定の条件を、前記発信側の電話装
置が満たすか否かを判定する判定部、
　前記発信側の電話装置が所定の条件を満たしていると判定された場合、前記呼出要求に
含まれる識別情報によって識別される着信側の電話装置に対して、前記重要度を指定して
呼び出しを行うための所定の処理を実行する呼出処理実行部、
　を備える、
　ことを特徴とする通信制御装置。
【請求項６】
　発信側の電話装置からの要求に応じて、重要度を指定して、着信側の電話装置を電話網
を介して呼び出すための所定の処理を実行する通信制御装置と、前記通信制御装置に接続
され、前記通信制御装置から参照される記憶装置と、前記記憶装置に接続され、前記記憶
装置に情報を提供する情報提供サーバと、を備える通信システムによる通信方法であって
、
　前記情報提供サーバは、前記電話装置とデータ通信網を介して接続されており、
　前記記憶装置は、前記情報提供サーバから送信された前記電話装置を識別する情報と、
当該電話装置からの発信についての評価情報と、を対応付けて記憶し、
　前記通信方法は、
　前記通信制御装置において、
　呼出要求受信部が、発信側の電話装置から、通話用件の重要度と、発信側および着信側
の電話装置を識別する識別情報と、を含む呼出要求を受信する呼出要求受信工程、
　判定部が、前記記憶装置から、前記発信側の電話装置の識別情報に対応付けられる評価
情報を取得し、前記評価情報に基づく所定の条件を、前記発信側の電話装置が満たすか否
かを判定する判定工程、
　前記発信側の電話装置が所定の条件を満たしていると判定された場合、呼出処理実行部
が、前記呼出要求に含まれる識別情報によって識別される着信側の電話装置に対して、前
記重要度を指定して呼び出しを行うための所定の処理を実行する呼出処理実行工程、
　を備え、
　前記情報提供サーバにおいて、
　評価情報受信部が、前記着信側の電話装置が前記重要度を指定した呼び出しに応答して
通話が確立された後に、当該指定された重要度の妥当性を示す評価情報と、前記発信側の
電話装置を識別する情報とを、前記着信側の電話装置から受信する評価情報受信工程、
　評価情報送信部が、前記受信された評価情報と、前記受信された発信側の電話装置の識
別情報とを前記記憶装置に送信する評価情報送信工程、
　を備える、
　ことを特徴とする通信方法。
【請求項７】
　発信側の電話装置からの要求に応じて、重要度を指定して、着信側の電話装置を電話網
を介して呼び出すための所定の処理を実行する通信制御装置による通信制御方法であって
、
　呼出要求受信部が、発信側の電話装置から、通話用件の重要度と、発信側および着信側
の電話装置を識別する識別情報と、を含む呼出要求を受信する呼出要求受信工程、
　判定部が、前記通信制御装置に接続される記憶装置から、前記発信側の電話装置の識別
情報に対応付けられる評価情報を取得し、前記評価情報に基づく所定の条件を、前記発信
側の電話装置が満たすか否かを判定する判定工程、
　呼出処理実行部が、前記発信側の電話装置が所定の条件を満たしていると判定された場
合、前記呼出要求に含まれる識別情報によって識別される着信側の電話装置に対して、前
記重要度を指定して呼び出しを行うための所定の処理を実行する呼出処理実行工程、
　を備える、
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　ことを特徴とする通信制御方法。
【請求項８】
　通信制御装置用コンピュータを、発信側の電話装置からの要求に応じて、重要度を指定
して、着信側の電話装置を電話網を介して呼び出すための所定の処理を実行する通信制御
装置として機能させる通話制御プログラムと、前記通信制御装置用コンピュータに接続さ
れる記憶装置用コンピュータを記憶装置として機能させる記憶装置プログラムと、前記記
憶装置用コンピュータに接続される情報提供サーバ用コンピュータを情報提供サーバとし
て機能させる情報提供サーバプログラムと、を備えるプログラムであって、
　前記情報提供サーバ用コンピュータは、電話装置とデータ通信網を介して接続されてお
り、
　前記記憶装置用プログラムは、前記記憶装置用コンピュータを、前記情報提供サーバ用
コンピュータから送信された前記電話装置を識別する情報と、当該電話装置からの発信に
ついての評価情報と、を対応付けて記憶するよう機能させ、
　前記通話制御プログラムは、前記通信制御装置用コンピュータを、
　発信側の電話装置から、通話用件の重要度と、発信側および着信側の電話装置を識別す
る識別情報と、を含む呼出要求を受信する呼出要求受信部、
　前記記憶装置用コンピュータから、前記発信側の電話装置の識別情報に対応付けられる
評価情報を取得し、前記評価情報に基づく所定の条件を、前記発信側の電話装置が満たす
か否かを判定する判定部、
　前記発信側の電話装置が所定の条件を満たしていると判定された場合、前記呼出要求に
含まれる識別情報によって識別される着信側の電話装置に対して、前記重要度を指定して
呼び出しを行うための所定の処理を実行する呼出処理実行部、
　として機能させ、
　前記情報提供サーバプログラムは、前記情報提供サーバ用コンピュータを、
　前記着信側の電話装置が前記重要度を指定した呼び出しに応答して通話が確立された後
に、当該指定された重要度の妥当性を示す評価情報と、前記発信側の電話装置を識別する
情報とを、前記着信側の電話装置から受信する評価情報受信部、
　前記受信された評価情報と、前記受信された発信側の電話装置の識別情報とを前記記憶
装置用コンピュータに送信する評価情報送信部、
　として機能させる、
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項９】
　コンピュータを、発信側の電話装置からの要求に応じて、重要度を指定して、着信側の
電話装置を電話網を介して呼び出すための所定の処理を実行する通信制御装置として機能
させるプログラムであって、
　コンピュータを、
　発信側の電話装置から、通話用件の重要度と、発信側および着信側の電話装置を識別す
る識別情報と、を含む呼出要求を受信する呼出要求受信部、
　前記コンピュータに接続される記憶装置から、前記発信側の電話装置の識別情報に対応
付けられる評価情報を取得し、前記評価情報に基づく所定の条件を、前記発信側の電話装
置が満たすか否かを判定する判定部、
　前記発信側の電話装置が所定の条件を満たしていると判定された場合、前記呼出要求に
含まれる識別情報によって識別される着信側の電話装置に対して、前記重要度を指定して
呼び出しを行うための所定の処理を実行する呼出処理実行部、
　として機能させる、
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　通話用件の重要度設定の悪用を抑制するのに好適な通信システム、通信制御装置、通信
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方法、通信制御方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話などの移動体通信端末同士の通話を実現する移動体通信システムにおいて、発
信側のユーザ（以下発信者）の指定した重要度を示す情報を、発信側加入者電話番号とと
もに、着信者に通知する技術が提案されている。例えば特許文献１に記載の移動体通信端
末は、相手先電話番号を入力する際、着信側加入者電話番号に続けて暗証番号と優先度情
報識別符号を入力する。そして、呼制御情報に優先度情報の情報要素が負荷された呼設定
メッセージが通信網に伝達される。
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１０３５５１号公報
【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、このような移動体通信端末の重要度設定機能を悪用して、例えば、セー
ルスや勧誘などが、着信側のユーザ（以下着信者）に通話を促すように、重要度を高く設
定して発信する可能性がある。よって、通話用件の重要度設定の悪用を抑制する技術が求
められている。
【０００５】
　本発明は以上のような課題を解決するためのものであり、通話用件の重要度設定の悪用
を抑制するのに好適な通信システム、通信制御装置、通信方法、通信制御方法、およびプ
ログラ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】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の第１の観点に係る通信システムは、
　発信側の電話装置からの要求に応じて、重要度を指定して、着信側の電話装置を電話網
を介して呼び出すための所定の処理を実行する通信制御装置と、前記通信制御装置に接続
され、前記通信制御装置から参照される記憶装置と、前記記憶装置に接続され、前記記憶
装置に情報を提供する情報提供サーバと、を備える通信システムであって、
　前記情報提供サーバは、前記電話装置とデータ通信網を介して接続されており、
　前記記憶装置は、前記情報提供サーバから送信された前記電話装置を識別する情報と、
当該電話装置からの発信に指定された重要度の妥当性を示す評価情報と、を対応付けて記
憶し、
　前記通信制御装置は、
　発信側の電話装置から、通話用件の重要度と、発信側および着信側の電話装置を識別す
る識別情報と、を含む呼出要求を受信する呼出要求受信部、
　前記記憶装置から、前記発信側の電話装置の識別情報に対応付けられる評価情報を取得
し、前記評価情報に基づく所定の条件を、前記発信側の電話装置が満たすか否かを判定す
る判定部、
　前記発信側の電話装置が所定の条件を満たしていると判定された場合、前記呼出要求に
含まれる識別情報によって識別される着信側の電話装置に対して、前記重要度を指定して
呼び出しを行うための所定の処理を実行する呼出処理実行部、
　を備え、
　前記情報提供サーバは、
　前記着信側の電話装置が前記重要度を指定した呼び出しに応答して通話が確立された後
に、当該指定された重要度の妥当性を示す評価情報と、前記発信側の電話装置を識別する
情報とを、前記着信側の電話装置から受信する評価情報受信部、
　前記受信された評価情報と、前記受信された発信側の電話装置の識別情報とを前記記憶
装置に送信する評価情報送信部、
　を備える、
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　ことを特徴とする。
【０００７】
　また、上記目的を達成するため、本発明の第２の観点に係る通信制御装置は、
　発信側の電話装置からの要求に応じて、重要度を指定して、着信側の電話装置を電話網
を介して呼び出すための所定の処理を実行する通信制御装置であって、
　発信側の電話装置から、通話用件の重要度と、発信側および着信側の電話装置を識別す
る識別情報と、を含む呼出要求を受信する呼出要求受信部、
　前記通信制御装置に接続される記憶装置から、前記発信側の電話装置の識別情報に対応
付けられる評価情報を取得し、前記評価情報に基づく所定の条件を、前記発信側の電話装
置が満たすか否かを判定する判定部、
　前記発信側の電話装置が所定の条件を満たしていると判定された場合、前記呼出要求に
含まれる識別情報によって識別される着信側の電話装置に対して、前記重要度を指定して
呼び出しを行うための所定の処理を実行する呼出処理実行部、
　を備える、
　ことを特徴とする。
【０００８】
　また、上記目的を達成するため、本発明の第３の観点に係る通信方法は、
　発信側の電話装置からの要求に応じて、重要度を指定して、着信側の電話装置を電話網
を介して呼び出すための所定の処理を実行する通信制御装置と、前記通信制御装置に接続
され、前記通信制御装置から参照される記憶装置と、前記記憶装置に接続され、前記記憶
装置に情報を提供する情報提供サーバと、を備える通信システムによる通信方法であって
、
　前記情報提供サーバは、前記電話装置とデータ通信網を介して接続されており、
　前記記憶装置は、前記情報提供サーバから送信された前記電話装置を識別する情報と、
当該電話装置からの発信についての評価情報と、を対応付けて記憶し、
　前記通信方法は、
　前記通信制御装置において、
　呼出要求受信部が、発信側の電話装置から、通話用件の重要度と、発信側および着信側
の電話装置を識別する識別情報と、を含む呼出要求を受信する呼出要求受信工程、
　判定部が、前記記憶装置から、前記発信側の電話装置の識別情報に対応付けられる評価
情報を取得し、前記評価情報に基づく所定の条件を、前記発信側の電話装置が満たすか否
かを判定する判定工程、
　前記発信側の電話装置が所定の条件を満たしていると判定された場合、呼出処理実行部
が、前記呼出要求に含まれる識別情報によって識別される着信側の電話装置に対して、前
記重要度を指定して呼び出しを行うための所定の処理を実行する呼出処理実行工程、
　を備え、
　前記情報提供サーバにおいて、
　評価情報受信部が、前記着信側の電話装置が前記重要度を指定した呼び出しに応答して
通話が確立された後に、当該指定された重要度の妥当性を示す評価情報と、前記発信側の
電話装置を識別する情報とを、前記着信側の電話装置から受信する評価情報受信工程、
　評価情報送信部が、前記受信された評価情報と、前記受信された発信側の電話装置の識
別情報とを前記記憶装置に送信する評価情報送信工程、
　を備える、ことを特徴とする。
【０００９】
　また、上記目的を達成するため、本発明の第４の観点に係る通信制御方法は、
　発信側の電話装置からの要求に応じて、重要度を指定して、着信側の電話装置を電話網
を介して呼び出すための所定の処理を実行する通信制御装置による通信制御方法であって
、
　呼出要求受信部が、発信側の電話装置から、通話用件の重要度と、発信側および着信側
の電話装置を識別する識別情報と、を含む呼出要求を受信する呼出要求受信工程、
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　判定部が、前記通信制御装置に接続される記憶装置から、前記発信側の電話装置の識別
情報に対応付けられる評価情報を取得し、前記評価情報に基づく所定の条件を、前記発信
側の電話装置が満たすか否かを判定する判定工程、
　呼出処理実行部が、前記発信側の電話装置が所定の条件を満たしていると判定された場
合、前記呼出要求に含まれる識別情報によって識別される着信側の電話装置に対して、前
記重要度を指定して呼び出しを行うための所定の処理を実行する呼出処理実行工程、
　を備える、ことを特徴とする。
【００１０】
　また、上記目的を達成するため、本発明の第５の観点に係るプログラムは、
　通信制御装置用コンピュータを、発信側の電話装置からの要求に応じて、重要度を指定
して、着信側の電話装置を電話網を介して呼び出すための所定の処理を実行する通信制御
装置として機能させる通話制御プログラムと、前記通信制御装置用コンピュータに接続さ
れる記憶装置用コンピュータを記憶装置として機能させる記憶装置プログラムと、前記記
憶装置用コンピュータに接続される情報提供サーバ用コンピュータを情報提供サーバとし
て機能させる情報提供サーバプログラムと、を備えるプログラムであって、
　前記情報提供サーバ用コンピュータは、電話装置とデータ通信網を介して接続されてお
り、
　前記記憶装置用プログラムは、前記記憶装置を、前記情報提供サーバ用コンピュータか
ら送信された前記電話装置を識別する情報と、当該電話装置からの発信についての評価情
報と、を対応付けて記憶するよう機能させ、
　前記通話制御プログラムは、前記通信制御装置用コンピュータを、
　発信側の電話装置から、通話用件の重要度と、発信側および着信側の電話装置を識別す
る識別情報と、を含む呼出要求を受信する呼出要求受信部、
　前記記憶装置用コンピュータから、前記発信側の電話装置の識別情報に対応付けられる
評価情報を取得し、前記評価情報に基づく所定の条件を、前記発信側の電話装置が満たす
か否かを判定する判定部、
　前記発信側の電話装置が所定の条件を満たしていると判定された場合、前記呼出要求に
含まれる識別情報によって識別される着信側の電話装置に対して、前記重要度を指定して
呼び出しを行うための所定の処理を実行する呼出処理実行部、
　として機能させ、
　前記情報提供サーバプログラムは、前記情報提供サーバ用コンピュータを、
　前記着信側の電話装置が前記重要度を指定した呼び出しに応答して通話が確立された後
に、当該指定された重要度の妥当性を示す評価情報と、前記発信側の電話装置を識別する
情報とを、前記着信側の電話装置から受信する評価情報受信部、
　前記受信された評価情報と、前記受信された発信側の電話装置の識別情報とを前記記憶
装置用コンピュータに送信する評価情報送信部、
　として機能させる、ことを特徴とする。
【００１１】
　また、上記目的を達成するため、本発明の第６の観点に係るプログラムは、
　コンピュータを、発信側の電話装置からの要求に応じて、重要度を指定して、着信側の
電話装置を電話網を介して呼び出すための所定の処理を実行する通信制御装置として機能
させるプログラムであって、
　コンピュータを、
　発信側の電話装置から、通話用件の重要度と、発信側および着信側の電話装置を識別す
る識別情報と、を含む呼出要求を受信する呼出要求受信部、
　前記コンピュータに接続される記憶装置から、前記発信側の電話装置の識別情報に対応
付けられる評価情報を取得し、前記評価情報に基づく所定の条件を、前記発信側の電話装
置が満たすか否かを判定する判定部、
　前記発信側の電話装置が所定の条件を満たしていると判定された場合、前記呼出要求に
含まれる識別情報によって識別される着信側の電話装置に対して、前記重要度を指定して
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呼び出しを行うための所定の処理を実行する呼出処理実行部、
　として機能させる、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　通話用件の重要度設定の悪用を抑制するのに好適な通信システム、通信制御装置、通信
方法、通信制御方法、およびプログラム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】
【００１３】
　以下、本実施の形態を移動体通信端末用の通信システムを例に説明する。
【００１４】
　図１は、本実施の携帯に係る通話システムの主要構成を示す図である。図示するように
、本実施の形態に係る通信システム１０においては、通信事業者（いわゆる、キャリア）
は、点線に囲まれる部分を提供する。通信事業者は、複数の通信制御装置３００を運用し
、通信制御装置３００のそれぞれには、複数の基地局２００が接続される。複数の移動体
通信端末１００は、近傍の基地局２００と無線通信にて通信を行う。なお、通信事業者同
士は、公衆回線などから構成される電話網によって接続される。
【００１５】
　本実施の形態においては、移動体通信端末１００は、近傍の基地局２００と無線通信し
て、音声データとともに、発信者によって指定された通話用件の重要度情報を送信する。
【００１６】
　音声データと重要度情報は、基地局２００、通信制御装置３００を経由して、電話網に
送信される。そして、着信側の移動体通信端末１００の加入する通信事業者により運営さ
れる、通信制御装置３００、基地局２００を経由して、着信側の移動体通信端末１００へ
と届けられる。このとき、通信制御装置３００は、通信に必要な情報を、記憶装置５００
から取得する。
【００１７】
　一方、移動体通信端末１００は、無線ＬＡＮアクセスポイント６００を介して、インタ
ーネットなどのデータ通信網にも接続する。着信を受けた着信者は、通話終了後、移動体
通信端末１００を操作して、データ通信網を介して、情報提供サーバ４００にアクセスす
る。そして、受信した要件に指定されている通話要件の重要度が妥当であったかを評価す
る情報（評価情報）を入力する。情報提供サーバ４００は、入力された評価情報を記憶装
置５００へ提供する。通信制御装置３００は、発信側から呼出要求があった場合、通話接
続のための所定の処理を行うか否かを、提供された評価情報に基づいて判断する。
【００１８】
　以下、このような機能を実現する通信システム１０の主要成要素のそれぞれについて説
明する。
【００１９】
　移動体通信端末１００は、図２に示すように、制御部１１０、無線通信部１２０、入力
部１３０、表示部１４０を備える。
【００２０】
　制御部１１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）（図示せず）、ＲＯＭ（Read On
ly Memory）（図示せず）、ＲＡＭ（Random Access Memory）（図示せず）などを備え、
移動体通信端末１００全体の制御を行う。具体的には、ＣＰＵがＲＯＭに記憶されている
制御プログラムを実行することによって、制御・演算処理を行う。この制御・演算処理の
際、ＣＰＵはＲＡＭを作業領域として使用し、ＲＡＭに各種データを一時的に記憶する。
【００２１】
　なお、移動体通信端末１００に記憶部を備えさせ、制御プログラムをＲＯＭではなく、
記憶部に記憶させてもよい。
【００２２】
　無線通信部１２０は、例えば、移動体通信用の無線通信デバイスやアンテナなどから構
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成される。無線通信部１２０は、基地局２００との電波送受信を制御することで、基地局
２００と音声通話のための通信を行う。
【００２３】
　また、無線通信部１２０は、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１などの無線ＬＡＮ規格に準
拠した無線通信デバイスなども備える。これにより、無線通信部１２０は、無線ＬＡＮア
クセスポイント６００とデータ通信を行う。
【００２４】
　入力部１３０は、移動体通信端末１００の外面上に構成されたボタンやキーなどから構
成され、移動体通信端末１００のユーザによって操作される。入力部１３０は、各ボタン
やキーなどと接続された入力回路などを備え、ユーザの操作に応じた入力信号を生成して
制御部１１０に入力する。
【００２５】
　表示部１４０は、例えば、液晶表示装置などから構成された表示出力装置である。表示
部１４０は、制御部１１０の制御によって、テキストや動画像を表示出力する。
【００２６】
　基地局２００は、移動体通信端末１００と無線通信を行い、移動体通信端末１００と通
信制御装置３００との通信を中継する。典型的には、複数の基地局２００が図示しない基
地局制御装置と接続され、複数の基地局制御装置が通信制御装置３００に接続される階層
構造を有する。基地局２００は、移動体通信端末１００と無線通信をするための無線通信
部や、通信制御装置３００と通信するための通信部を備える。　
【００２７】
　通信制御装置３００は、典型的には、図示しない関門交換機を介して電話網に接続され
る。通信制御装置３００は、発信側の移動体通信端末１００から発信要求を受信すると、
着信側の移動体通信端末１００の加入する通信業者および、該移動体通信端末１００の存
在するエリアを管理する通信制御装置３００を特定する所定の処理を行う。そして、特定
した通信制御装置３００に対して着信側の移動体通信端末１００を呼び出すよう呼出要求
を送信するなどの所定の処理を実行する。また、他の通信制御装置３００から呼出要求を
受信すると、通信制御装置３００は基地局２００を介して、受信した呼出要求に指定され
ている移動体通信端末１００との接続処理も行う。
【００２８】
　このような機能を有する通信制御装置３００は、図３（Ａ）に示すように、制御部３１
０と、通信部３２０と、を備える。
【００２９】
　制御部３１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）（図示せず）、ＲＯＭ（Read On
ly Memory）（図示せず）、ＲＡＭ（Random Access Memory）（図示せず）などを備え、
通信制御装置３００全体の制御を行う。具体的には、ＣＰＵがＲＯＭなどに記憶されてい
る制御プログラムを実行することによって、制御・演算処理を行う。この制御・演算処理
の際、ＣＰＵはＲＡＭを作業領域として使用し、ＲＡＭに各種データを一時的に記憶する
。
【００３０】
　通信部３２０は、通信インタフェース等を備え、情報提供サーバ４００と通信する。
【００３１】
　なお、本実施の形態においては、通信部３２０が、呼出要求受信部として機能する。ま
た、制御部３１０が、判定部、および、呼出処理実行部、として機能する。
【００３２】
　情報提供サーバ４００は、データ通信網を介してアクセス可能なアプリケーションを、
データ通信網に接続可能な端末装置（移動体通信端末１００を含む）に提供するサーバで
あり、図３（Ｂ）に示すように、制御部４１０、通信部４２０、記憶部４３０、などを備
える。
【００３３】
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　制御部４１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）（図示せず）、ＲＯＭ（Read On
ly Memory）（図示せず）、ＲＡＭ（Random Access Memory）（図示せず）などを備え、
構成されており、情報提供サーバ４００全体の制御を行う。具体的には、ＣＰＵがＲＯＭ
や後述の記憶部４３０に記憶されているプログラムを実行することによって、制御・演算
処理を行う。この制御・演算処理の際、ＣＰＵはＲＡＭを作業領域として使用し、ＲＡＭ
に各種データを一時的に記憶する。
【００３４】
　通信部４２０は、通信インタフェース等を備え、例えばＴＣＰ／ＩＰなどのプロトコル
に基づき、データ通信網を介して、様々な情報を移動体通信端末１００と通信する。
【００３５】
　記憶部４３０は、ハードディスクなどの大容量記憶装置などから構成されており、アプ
リケーションサーバプログラムなどを記憶する。制御部４１０は、アプリケーションサー
バプログラムにしたがって、データ通信網を介してアクセス可能なアプリケーションを提
供する。
【００３６】
　なお、本実施の形態においては、制御部４１０と通信部４２０とが協働して、評価情報
受信部、評価情報送信部、などとして機能する。
【００３７】
　図１に示す、記憶装置５００は、いわゆるホームロケーションレジスタなどのデータベ
ースサーバである。記憶装置５００は、通信事業者の提供する移動体通信サービスに加入
している加入者に、サービスを提供する上で必要なすべての情報を記憶する。また、記憶
装置５００は、通信事業者の運営するすべての通信制御装置３００と、通信部（図示せず
）を介して接続されており、通信に必要な情報を通信制御装置３００に提供する。さらに
、記憶装置５００は通信部を介して、情報提供サーバ４００とも接続されており、情報提
供サーバ４００の収集した情報を記憶して、通信制御装置３００に提供する。
【００３８】
　典型的には、図示しない制御部が、図示しない記憶部に記憶されるプログラムを実行す
ることにより、記憶装置５００は、データベースサーバとして機能する。このとき、記憶
装置５００は、加入者電話番号、移動体通信端末の固体番号、移動体通信端末の位置情報
、課金情報などを対応付けて記憶する。また、記憶装置５００は、図４に示すように、通
信事業者が扱うすべての加入者電話番号について、総合評価情報を記憶する評価情報ＤＢ
５３０として機能する。
【００３９】
　ここで、総合評価情報とは、加入者が発信した通話について、当該加入者が指定した要
件の重要度が妥当であったか否かを、評価する情報である。総合評価は、通話を受けた着
信者からのそれぞれの評価を反映した情報である。例えば、着信者は重要度を、「妥当で
ある」、「妥当でない」、などとして評価する。そして、例えば、「妥当である」とする
評価を＋１点、「妥当でない」とする評価を－１点として、総合評価は、それぞれの着信
者による評価結果を表す点数の合計点数によって表される。
【００４０】
　無線アクセスポイント６００は、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１などの無線ＬＡＮ規格
に準拠した無線通信装置から構成され、移動体通信端末１００と無線接続する。無線ＬＡ
Ｎアクセスポイント６００は、例えば、基地局制御装置、パケットアクセス制御ノード、
およびパケットゲートウェイノード（いずれも図示せず）などを経由して、データ通信網
と接続され、移動体通信端末１００と、インターネットに接続される機器とのデータ通信
を実現する。
【００４１】
　上記構成を備える通信システム１０の動作処理を以下に説明する。
【００４２】
　（発信処理）
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　発信側の移動体通信端末１００が、着信側の移動体通信端末１００を呼び出す処理を、
図５を参照して説明する。
【００４３】
　発信者は、移動体通信端末１００の入力部１３０を操作して、発信に必要な情報を入力
する（ステップＳ１００）。発信者が接続先の電話番号を入力すると、制御部１１０が、
通話用件の重要度を入力可能な画面を表示部１４０に表示する（ステップＳ１０１）。発
信者は、重要度を指定したい場合は、画面指示にしたがって重要度を入力する（ステップ
Ｓ１０２）。次いで発信者は入力部１３０を操作して発信を指示すると（ステップＳ１０
３）、移動体通信端末１００の制御部１１０は、自己の電話番号（典型的には図示しない
着脱可能な記憶部（ＲＯＭカード）などに記憶されている）と、指定された着信側の電話
番号および重要度情報と、を備える呼出要求を最寄りの基地局２００へ送信する（ステッ
プＳ１０４）。
【００４４】
　基地局２００は、受信した呼出要求を中継して、通信制御装置３００へ送信する（ステ
ップＳ１０５）。続いて、呼出要求を受信すると、通信制御装置３００の制御部３１０は
、発信側の移動体通信端末１００が所定の条件を満たすか否かを判定する（ステップＳ１
０６）。所定の条件、および、処理の詳細については、下記の「総合評価情報に基づく発
信処理」にて説明する。
【００４５】
　通信制御装置３００は、条件が満たされないと判定すると（ステップＳ１０６；Ｎ）処
理を終了する。このとき、通信制御装置３００は、発信ができない旨を発信側の移動体通
信端末１００に知らせるなどの処理を行うようにしてもよい。一方、条件が満たされると
判定すると（ステップＳ１０６；Ｙ）、着信側の移動体通信端末１００が存在するエリア
に配置される通信制御装置３００を特定する（ステップＳ１０７）。そして、当該特定し
た通信制御装置３００に、発信側の電話番号、重要度情報、着信側の電話番号を指定して
、呼出要求を送信する（ステップＳ１０７）。
【００４６】
　着信側の通信制御装置３００の制御部３１０は、受信した呼出要求に応じて、基地局２
００を介して、着信側の移動体通信端末１００を呼び出す（ステップＳ１０８）。このと
き、通信制御装置３００は、移動体通信端末１００に、発信側の電話番号と、通話用件の
重要度情報も送信する。呼び出された移動体通信端末１００は、受信した発信側の電話番
号と、通話用件の重要度情報と、を表示部１０４に表示する(ステップＳ１０９）。この
状態で、着信者が呼び出しに応答する指示を入力し、着信を受けると、発信側および着信
側の移動体通信端末１００の間で通話が可能となる。なお、着信側の移動体通信端末１０
０の制御部１１０は、受信した発信側の電話番号を、以降の処理に利用するためにＲＡＭ
などに一時記憶する。
【００４７】
　（評価情報の登録処理）
　次に、評価情報の登録処理を、図６を参照して説明する。通話が終了し、接続が切断さ
れると、着信側の移動体通信端末１００の制御部１１０は、情報提供サーバ４００の提供
する所定のアドレス（例えばＵＲＬ）に、無線ＬＡＮアクセスポイント６００、およびデ
ータ通信網を介してアクセスする（ステップＳ２０１）。情報提供サーバ４００は、アク
セスに応答して、通話に指定された重要度が妥当であったか否かを評価する評価情報を入
力可能な所定の画面情報を生成し、着信側の移動体通信端末１００に返信する（ステップ
Ｓ２０２）。移動体通信端末１００の表示部１０４は、受信した評価情報入力用の画面を
表示する（ステップＳ２０３）。
【００４８】
　着信者は、表示された画面情報に従って、評価情報（例えば「妥当である」、「妥当で
ない」など）を入力して、送信指示を行うと（ステップＳ２０４）、着信側の移動体通信
端末１００は、情報提供サーバ４００へ、入力された評価情報と、ＲＡＭに記憶された発
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信側の電話番号と、を送信する（ステップＳ２０５）。情報提供サーバ４００は、受信し
た評価情報と発信側の電話番号とをＲＡＭなどに一時的に記憶しておき、所定のタイミン
グで（例えば、所定の時間間隔で、あるいは所定の時間に）、当該一時記憶した情報を記
憶装置５００へ送信する（ステップＳ２０６）。
【００４９】
　記憶装置５００は、評価情報ＤＢ５３０において、受信した電話番号に対応付けられる
総合評価情報に、受信した評価情報を表す点数（例えば、「妥当である」：＋１点、「妥
当でない」：－１点）を加算して登録する（ステップＳ２０７）。これにより、点数が高
いほど（即ち、「妥当である」とする評価が「妥当でない」とする評価の件数を上回るほ
ど）総合評価は「良い」とみなされる。以上で、評価情報の登録処理が終了する。
【００５０】
　なお、本実施の形態では、所定の値によって表される評価情報を加算して、総合評価情
報としたが、総合評価情報の求め方はこれに限らない。例えば、所定の重みを、「妥当で
ない」、あるいは、「妥当である」とする評価に乗じてから加算してもよい。あるいは、
「妥当でない」（または「妥当である」）とする評価情報の件数を集計し、件数が少ない
ほど（または多いほど）総合評価が良いとしてもよい。
【００５１】
　（総合評価情報に基づく発信処理）
　図５のステップＳ１０６において、通信制御装置３００は、発信側の移動体通信端末１
００が所定の条件を満たすか否かを判定する。そして、判定結果に応じて、ステップＳ１
０７以降の処理を実行するかどうかが決定される。以下に、ステップＳ１０６の判定処理
の詳細を図７を参照して説明する。
【００５２】
　発信側の通信制御装置３００の制御部３１０は、まず、評価情報ＤＢ５３０を参照し、
発信側の電話番号に対応付けられる総合評価情報を取得する（ステップＳ４００）。そし
て、発信側の移動体通信端末１００が総合評価情報に基づく所定の条件を満たすか否かを
判定する（ステップＳ４０１）。
【００５３】
　例えば、評価情報ＤＢ５３０に記憶される総合評価が所定の閾点数以上（例えば－２点
以上）である場合、所定の条件は満たされ（ステップＳ４０１；Ｙ）、処理はステップＳ
１０７へと進められる。一方、総合評価が所定の閾点数より低い場合、所定の条件は満た
されず（ステップＳ４０１；Ｎ）、発信処理は終了する。
【００５４】
　なお、評価情報ＤＢ５３０において、ある加入者電話番号に対して、総合評価が、所定
の閾点数より低くなり、発信が出来なくなった移動体通信端末１００について、所定のタ
イミングで（例えば月末毎）、当該総合評価をリセット（例えば０に設定）するようにし
てもよい。これにより、一度発信が出来なくなった移動体通信端末１００であっても、次
の月から再度利用可能となる。ただし、次の月は、例えば、当該移動体通信端末１００か
らの発信について、所定の閾点数をより低く設定したり、割高な通話料を課すなどのペナ
ルティを与えるようにしてもよい。
【００５５】
　以上の処理を行うことで、重要度設定についての評価が悪い移動体通信端末からの発信
が制限される。これにより、発信者による通話用件の重要度指定の悪用を抑制することが
可能となる。
【００５６】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上述した実施形態に限定さ
れず、種々の変形および応用が可能である。また、上述した実施形態の各構成要素を自由
に組み合わせることも可能である。
【００５７】
　例えば、上記実施の形態では、総合評価の点数が所定の閾値未満にならないと、発信が
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制限されない。そうではなく、総合評価の点数に応じて、発信可能な回数を変化させるよ
うにしてもよい。即ち、評価が悪いほど（総合評価の点数が低いほど）発信可能な回数を
少なく設定すれば、重要度指定の悪用に対する抑制力となることが期待される。
【００５８】
　例えば、図８（Ａ）に示すような総合評価に応じる発信可能回数を定義する発信可能回
数テーブル５３１を、記憶装置５００に記憶させるようにする。また、評価情報ＤＢ５３
０には、発信者の電話番号に対応付けて、所定の期間（例えば最新の月）における発信回
数を記憶させる。例えば、通信制御装置３００が、発信があるごとに、評価ＤＢ５３０に
おいて発信者の電話番号に対応付けられる発信回数の値を１つ増加することで発信回数を
管理する。
【００５９】
　そして、ステップＳ１０６において、発信側の通信制御装置３００の制御部３１０は、
まず、発信者の電話番号に対応付けられる発信回数と総合評価情報とを評価情報ＤＢ５３
０を参照して取得する。さらに、発信可能回数テーブル５３１を参照して、当該取得した
総合評価情報の内容に応じた発信可能回数を取得する。取得した発信回数が、テーブル５
３１を参照して取得した発信可能回数未満であれば、発信側の移動体通信装置１００は所
定の条件を満たすものとして、処理をステップＳ１０７に進める。一方、発信側の発信回
数が、発信可能回数以上であれば、発信側の移動体通信装置１００は所定の条件を満たさ
ないものとして、発信処理を終了する。
【００６０】
　例えば、図８の例では、総合評価が－１点であった場合、発信可能回数テーブル５３１
より、発信可能回数は４回となる。したがって、発信側の現在の発信回数が３件か、それ
より少なければ、所定の条件が満たされる。
【００６１】
　なお、上記実施の形態同様に、所定の期間が経過すると（例えば１ヶ月毎に）、発信可
能回数をデフォルト（例えば、総合評価０点に対応する発信可能回数）にリセットするよ
うにしてもよい。あるいは、前の月の発信可能回数を次の月に持ち越せるようにしても良
い。
【００６２】
　また、発信側の移動体通信端末１００が所定の条件を満たすと判定され、発信処理が行
われる場合、発信側の通話料金を総合評価情報に基づいて決定しても良い。例えば、通信
制御装置３００の制御部３１０は、図８（Ｂ）に示す通話料金テーブル５３２を参照して
、通話料金を定めるようにしてもよい。図８（Ｂ）では、総合評価が－１点の場合、通話
料金が毎分７円となる。評価が良いほど（即ち、総合評価の点数が高いほど）通話料金が
安くなり、評価が悪いほど通話料金が高くなるため、重要度指定の悪用に対する抑制力と
なることが期待される。
【００６３】
　また、上記実施の形態では、異なる通信事業者に加入している移動体通信端末同士が通
信を行う例について説明したが、同一通信事業者に加入する移動体通信端末１００同士の
通話は、通信事業者内の通信制御装置同士がやりとりすることで処理される。
【００６４】
　また、上記実施の形態は、移動体通信端末システムを例に説明したが、重要度指定が可
能な固定電話についても、本発明を適用することが可能である。
【００６５】
　また、上記実施の形態においては、発信者は、すべての通話について、重要度を指定す
るものとして説明した。そうではなく、発信者は、重要度を指定可能としてもよい（即ち
、重要度を指定しても、指定しなくてもよい）。この場合、通信制御装置３００が制限対
象とするのは、重要度が指定される発信のみであってもよい。
【００６６】
　また、上記実施の形態では、種々の動作プログラムが通信制御装置、情報提供サーバ、
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および記憶装置に予め記憶されているものとして説明した。しかし、上述の処理動作を実
行させるためのプログラムを、フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disk Rea
d-Only Memory）、ＭＯ（Magneto-Optical disk）等のコンピュータ読み取り可能な記録
媒体に格納して配布し、当該プログラムをコンピュータにインストールすることにより、
上述の処理動作を実行をする装置を構成してもよい。
【００６７】
　また、プログラムをインターネット等の通信ネットワーク上の所定のサーバ装置が有す
るディスク装置等に格納しておき、例えば、搬送波に重畳させて、それぞれの通信部を介
してコンピュータにダウンロード等するようにしてもよい。さらに、通信ネットワークを
介してプログラムを転送しながら起動実行することによっても、上述の処理を達成するこ
とができる。
【００６８】
　また、上述の機能を、ＯＳが分担して実現する場合、又はＯＳとアプリケーションとの
協働により実現する場合等には、ＯＳ以外の部分のみを媒体に格納して配布してもよく、
また、コンピュータにダウンロード等してもよい。
【００６９】
　また、上記実施の形態に係る通信制御装置、情報提供サーバ、および記憶装置は、専用
のハードウェアによっても実現してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本実施の形態に係る移動体通信システムの概要構成例を示すブロック図である。
【図２】本実施の形態に係る移動体通信端末の概要構成例を示す図である。
【図３】（Ａ）は本実施の形態に係る通信制御装置の概要構成例、（Ｂ）は、本実施の形
態に係る情報提供サーバの概要構成例を示す図である。
【図４】記憶装置の備える評価情報ＤＢの構成例を示す図である。
【図５】発信処理の流れを示すフロー図である。
【図６】評価情報の登録処理を示すフロー図である。
【図７】通信制御装置による判定処理を説明するフロー図である。
【図８】（Ａ）は通信制御装置により参照される発信可能回数テーブルの構成例、（Ｂ）
は通信制御装置により参照される通話料金テーブルの構成例を示す図である。
【符号の説明】
【００７１】
１０　　通信システム
１００　移動体通信端末
１１０　制御部
１２０　無線通信部
１３０　入力部
１４０　表示部
２００　基地局
３００　通信制御装置
３１０　制御部
３２０　通信部
４００　情報提供サーバ
４１０　制御部
４２０　通信部
４３０　記憶部
５００　記憶装置
５３０　評価情報ＤＢ
５３１　発信可能回数テーブル
５３２　通話料金テーブル
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