
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ワイヤレス固有のディジタルフレームを無線ネットワークにおける第１の無線通信装置か
らデータ指向ネットワークにルーティングし、第２の通信装置に情報配信を行う遠隔通信
システムにおいて、多数参加者会議開催を実施する方法であって、
前記データ指向ネットワークを介して通信するために、前記第１の無線通信装置と前記第
２の通信装置の間にワイヤレス固有のディジタルフレーム通信モードを利用して第１の呼
を確立するステップと、
前記データ指向ネットワークを介して通信するために、前記第１の無線通信装置と第３の
通信装置の間にＰＣＭフレーム通信モードを利用して第２の呼を確立するステップと、
会議回路を通して前記第１および第２の呼をルーティングするステップと、
前記会議回路を通して通信を行うように、前記第１の呼を前記ワイヤレス固有のフレーム
通信モードから前記ＰＣＭフレーム通信モードに変換するステップと、
会議開催を実行する目的で、前記会議回路において前記第１の呼と前記第２の呼を組み合
わせるステップと、
を含む方法。
【請求項２】
前記組み合わせるステップは、前記会議回路およびＧ．７１１規格を用いて、前記第１、
第２および第３の通信装置をブリッジするステップを含む、請求項１記載の方法。
【請求項３】
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ワイヤレス固有のディジタルフレームを無線ネットワークにおける第１の無線通信装置か
らデータ指向ネットワークにルーティングし、第２の通信装置に情報配信を行うことによ
り、多数参加者会議開催を実施するシステムであって、
前記データ指向ネットワークを介して通信するために、前記第１の無線通信装置と前記第
２の通信装置の間にワイヤレス固有のディジタルフレーム通信モードを利用して第１の呼
を確立する手段と、
前記データ指向ネットワークを介して通信するために、前記第１の無線通信装置と第３の
通信装置の間にＰＣＭフレーム通信モードを利用して第２の呼を確立する手段と、
会議回路と、
会議回路を通して前記第１および第２の呼をルーティングする手段と、
前記会議回路を通して通信を行うように、前記第１の呼を前記ワイヤレス固有のフレーム
通信モードから前記ＰＣＭフレーム通信モードに変換する手段と、
会議開催を実行する目的で、前記会議回路において前記第１の呼と前記第２の呼を組み合
わせる手段と、
を備えるシステム。
【請求項４】
ワイヤレス固有のディジタルフレームを無線ネットワークにおける第１の無線通信装置か
らデータ指向ネットワークにルーティングし、第２の通信装置に情報配信を行う遠隔通信
システムにおいて、前記第１の無線通信装置に代わってトーン生成機能性を実施する方法
であって、
前記第１の無線通信装置においてトーン生成入力を検出するステップと、
前記トーン生成イベントに応じてトーン生成信号を生成するステップと、
前記第２の通信装置に配信するために、前記データ指向ネットワークを介して前記トーン
生成信号を送るステップと、
前記送るステップの後に、前記トーン生成信号に応答して、前記トーン生成イベントに対
応するトーンを生成するステップと、
前記生成されたトーンを前記第２の通信装置に提供するステップと、
を含む方法。
【請求項５】
前記トーン生成ステップは、前記ワイヤレス固有のディジタルフレームを前記データ指向
ネットワークから受信し、前記フレームをＰＣＭ音声フレームに変換し、前記変換された
フレームを前記第２の通信装置に送信する着側ゲートウェイコンポーネントにおいてトー
ンを生成するステップを含む、請求項４記載の方法。
【請求項６】
ワイヤレス固有のディジタルフレームを無線ネットワークにおける第１の無線通信装置か
らデータ指向ネットワークにルーティングし、第２の通信装置に情報配信を行い、前記第
１の無線通信装置に代わってトーン生成機能性を実施するシステムであって、
前記第１の無線通信装置においてトーン生成入力を検出する手段と、
前記トーン生成イベントに応じてトーン生成信号を生成する手段と、
前記第２の通信装置に配信するために、前記データ指向ネットワークを介して前記トーン
生成信号を送る手段と、
前記送る手段により前記トーン生成信号を送った後に、前記トーン生成信号に応答して、
前記トーン生成イベントに対応するトーンを生成する手段と、
前記生成されたトーンを前記第２の通信装置に提供する手段と、
を備えるシステム。
【請求項７】
ワイヤレス固有のディジタルフレームを無線ネットワークにおける第１の無線通信装置か
らデータ指向ネットワークにルーティングし、第２の通信装置に情報配信を行う遠隔通信
システムにおいて、トーンおよび通知を前記第１の無線通信装置に提供する方法であって
、
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前記第１の無線通信装置に送信されるトーンまたは通知を要求する信号を受信するステッ
プと、
前記信号に応答してワイヤレス固有のトーンまたは通知フレームを生成するステップと、
前記ワイヤレス固有のトーンまたは通知フレームを前記第１の無線通信装置に送るステッ
プと、
前記トーンまたは通知フレームに応答して、前記第１の無線通信装置においてトーンまた
は通知を作成するステップと、
を含む方法。
【請求項８】
ワイヤレス固有のトーンまたは通知フレームを生成する前記ステップは、ローカルパケッ
トベースのリソースサーバにおけるデータベースから前記トーンまたは通知のワイヤレス
符号化されたものを検索するステップを含む、請求項７記載の方法。
【請求項９】
ワイヤレス固有のディジタルフレームを無線ネットワークにおける第１の無線通信装置か
らデータ指向ネットワークにルーティングし、第２の通信装置に情報配信を行い、トーン
および通知を前記第１の無線通信装置に提供するシステムであって、
前記第１の無線通信装置に送信されるトーンまたは通知を要求する信号を受信する手段と
、
前記信号に応答してワイヤレス固有のトーンまたは通知フレームを生成する手段と、
前記ワイヤレス固有のトーンまたは通知フレームを前記第１の無線通信装置に送る手段と
、
前記トーンまたは通知フレームに応答して、前記第１の無線通信装置においてトーンまた
は通知を作成する手段と、
を備えるシステム。
【請求項１０】
ワイヤレスの固有のトーンまたは通知フレームを生成する前記手段は、ローカルパケット
ベースのリソースサーバにおけるデータベースから前記トーンまたは通知のワイヤレス符
号化されたものを検索する手段を含む、請求項９記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、音声指向の無線通信ネットワーク（たとえば、携帯電話システム）とデータ指
向ネットワーク（たとえば、インターネットプロトコル（ＩＰ）および非転送モード（Ａ
ＴＭ）ネットワーク）の統合に関する。より詳細には、本発明は、ワイヤレス固有の通信
領域の文脈において、第１の無線通信装置からリアルタイム通信を送り、第２の通信装置
に情報配信を行うためのデータ指向ネットワークの用途において、この第１の無線通信装
置から情報配信を行うデータ指向ネットワークに、そしてこれを介して第２の通信装置に
ワイヤレス固有のディジタルフレームを送ってボコード関連のトラフィック遅延を最小限
に抑えることに関する。また、本発明は、ワイヤレス固有の通信領域において通常に動作
しながら多数参加者会議開催およびトーン／通知を作成する機能性を提供するシステムお
よび方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
（関連出願の相互参照）
本願は、１９９９年８月１０日付けで出願された、「複数の相互接続ネットワークを介し
てルーティングされた移動無線通信を最適化する方法（ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＯＰＴＩ
ＭＩＺＩＮＧ　ＭＯＢＩＬＥ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＲＯ
ＵＴＥＤ　ＡＣＲＯＳＳ　ＰＬＵＲＡＬ　ＩＮＴＥＲＣＯＮＮＥＣＴＥＤ　ＮＥＴＷＯＲ
ＫＳ（以下、‘３８５出願）」と題する本願の先願である出願番号第０９／３７１，３８
５号に関連し、その内容をすべてこの言及をもって本明細書に組み込む。
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（米国連邦協賛の研究または開発に関する記載）
該当なし
【０００３】
上述の‘３８５出願において、第１の無線通信装置（たとえば、携帯電話）と第２の通信
装置（たとえば、携帯または有線電話）の間で、ＩＰまたはＡＴＭネットワーク等のデー
タ指向ネットワークを介して通信トラフィックをルーティングするシステムおよび方法を
開示している。第１の無線通信装置は、発側ゲートウェイを介してデータ指向ネットワー
クに接続される無線ネットワークにおいて動作する。着側ゲートウェイでは、第２の通信
装置に代わってデータ指向ネットワークにアクセスする。開示のシステムおよび方法にお
いて、通常無線ネットワークの基地局（ＢＳ）／移動切換局（ＭＳＣ）および発側ゲート
ウェイにおいて実行されるボコード工程は、呼スループット効率を高め、送信遅延を最小
にするために省略される。第１の無線通信装置におけるボコード回路により生成されるワ
イヤレス固有のディジタルフレームは、それ自体ＢＳ／ＭＳＣを通り、発側ゲートウェイ
を通り、データ指向ネットワークを介して着側ゲートウェイに、変換することなく送られ
る。このように、第１の無線通信装置において発信する通信トラフィックは、少なくとも
着側ゲートウェイを通りワイヤレス固有の通信領域に残る。
【０００４】
ワイヤレス固有の通信領域において動作する場合に生じる‘３８５出願において開示され
ていない配慮が２つある。第１は、多数参加者の会議開催をどのように提供するかの問題
に関し、第２は、第１の無線通信装置に代わって（すなわち、第１の無線通信装置により
受け送りされる）トーンおよび通知作成機能性をどのように提供するかの課題に関する。
ディジタルパルス符号変調（ＰＣＭ）トラフィックを搬送する従来の電話システムにおい
てこれらの機能を実施することは、ＰＣＭフレームを組み合わせることによってなされ、
会議開催を提供するとともに、音声チャネルを通ってトーンおよび通知を作成および送出
する。この技術は、トラフィックがワイヤレス固有のディジタルフレームとして搬送され
る場合に使用できない。会議開催において、ＰＣＭトラフィックフレームを組み合わせる
ために使用されるのと同じようにワイヤレス固有のディジタルフレームを組み合わせるこ
とはできない。第１の無線通信装置により受け送りされるトーンおよび通知作成および送
出についても同様の問題が生じる。デュアルトーンマルチフリーケンシ（ＤＴＭＦ）パタ
ーン等、第１の無線通信装置により生成されるトーンについて、これらのトーンは、ワイ
ヤレスボコーダを用いて符号化され、低ビットレートの音声形式で着側ゲートウェイのボ
コーダに送信される。このように低ビットレート形式で送信されるトーンはＰＣＭトラフ
ィックとして送信されるものほど的確にレンダリングされないため、その対象とされる受
信機（すなわち、ボイスメールシステム、自動メニュー等）は、これらを確実に認識しな
いことがある。呼待機、ボイスメール通知、サービス領域の制限等の特徴を実施するため
に第１の無線通信装置に再生されるトーンおよび通知について、かかる音声情報の唯一使
用可能な発信源は、ＰＣＭ符号化されたフレームのデータベースである。これらのＰＣＭ
フレームは、第１の無線通信装置に対する再生が必要とされる場合ワイヤレス固有のディ
ジタルフレーム列に挿入されることがない。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、無線ネットワークとデータ指向ネットワークとを含む、ワイヤレス固有の通
信領域において動作する通信システムにおいて、会議開催およびトーン／通知作成機能性
を実施するシステムおよび方法の必要がある。要求されることは、多数参加者の会議開催
を実施し、かつトーンおよび通知を作成してこれらを無線通信装置に対して伝送すること
を可能としつつ、ワイヤレス固有の領域において通信を十分に実行させることが可能なシ
ステムおよび方法である。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上述の問題および当該技術における進歩は、ワイヤレスネットワークとデータ指向ネット
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ワークとを含む、ワイヤレス固有の通信領域において動作する通信システムにおいて、会
議開催およびトーン／通知作成機能性を実施する新規システムおよび方法により解決され
る。このワイヤレス固有の通信領域において、ワイヤレス固有のディジタルフレームは、
無線ネットワークにおいて動作する第１の無線通信装置により生成され、ボコードされず
にデータ指向ネットワークを介して搬送され、第２の通信装置に情報配信される。
【０００７】
本発明のシステムおよび方法のトーン生成および通知機能は、無線ネットワークおよびデ
ータ指向ネットワークを介して搬送されるトラフィックについてワイヤレス固有のディジ
タルフレーム形式を保持した状態で提供される。トーンまたは通知は、第１の無線通信装
置により生成されるトーンと、第１の無線通信装置に配信されるトーンおよび通知とを含
む。第１の無線通信装置により生成されるトーンの場合、信号方式メッセージは着側ゲー
トウェイボコーダに直接送信され、着側ネットワークにおいてフルレートのＤＴＭＦトー
ンが生成される。第１の無線通信装置に送信されるトーンおよび通知の場合、各トーンお
よび通知のワイヤレス符号化したものがフィーチャサーバと協働するリソースサーバによ
り生成され、これらはともに無線ネットワークにとってローカルである。トーンおよび通
知のワイヤレス符号化したものは第１の無線通信装置に送信され、そこで対応する可聴ト
ーンまたは通知が作成される。
【０００８】
本発明のシステムおよび方法の会議開催機能によれば、会議開催を行う複合トラフィック
列が実施可能となる前に、ワイヤレス固有のディジタルフレームトラフィックを使用する
呼が無線ネットワークにおける第１の無線通信装置と、着側ゲートウェイを介してデータ
指向ネットワークに接続される第１の着側ネットワークに配置されるとした第２の通信装
置との間に確立される。第１の無線通信装置から、第２の着側ネットワークにおける（同
様にデータ指向ネットワークに接続される）第３の通信装置に対する第２の呼は、ディジ
タル有線（たとえば、ＰＣＭ）トラフィックにより確立される。第２および第３の通信装
置は、同一または異なる着側ネットワークにより供給されるようにしてもよい（すなわち
、第１および第２の着側ネットワークは同一であっても異なっていてもよい）。第１の呼
についてボコード処理が行われ、該トラフィックが第２の呼により使用される同一のディ
ジタル有線形式（たとえば、ＰＣＭ）に変換される。そして会議呼は、第１の無線通信装
置を供給する無線ネットワークにおいて配置される会議回路において２つの呼を組み合わ
せることによって実施され、複合ディジタル有線トラフィック列を形成する。
【０００９】
本発明の好ましい実施形態において、無線ネットワークは、第１の無線通信装置を供給す
るＭＳＣまたはＭＳＣ／ＢＳ結合（ボコードがＢＳにおいて実施される場合）を含む。無
線ネットワークは、発側ゲートウェイと呼ばれるゲートウェイを通してデータ指向ネット
ワークに接続するが、該ゲートウェイが発側ゲートウェイと呼ばれることは、第１の無線
通信装置が本明細書に記載する発呼状況において発呼者であるとされていることによる。
データ指向ネットワークは、ＩＰ等のネットワークレイヤデータグラムプロトコル、ＡＴ
Ｍ等の低レベルプロトコルまたは両方を使用して情報をルーティングするコンピュータデ
ータネットワークである。有線通信装置を供給する場合、着側ネットワークは着側の端局
（ＥＯ）を含むことが可能であり、無線通信装置を供給する場合、着側ネットワークはセ
ルラネットワークＭＳＣまたはＭＳＣ／ＢＳ結合を含むことが可能である。第１の無線通
信装置の代わりのトーン／通知作成は、１）ＭＳＣ内のワイヤレスフィーチャサーバおよ
びパケットリソースサーバ、または２）ＭＳＣ外部（すなわち、発側ゲートウェイ内部）
に配置されるローカルデータネットワークフィーチャサーバおよびパケットリソースサー
バのいずれかにより対応可能である。第２の通信装置に対するトーン生成は、着側ゲート
ウェイに対する改良によりさらに提供され、これにより、第１の無線通信装置からのトー
ン生成信号に応答して第２の通信装置に代わってトーンが局部的に（すなわち、着側ゲー
トウェイにおいて）生成される。会議開催は、二方向呼のワイヤレス固有の通信が可能で
あるが三方向呼の通常のＰＣＭボコードを実施するＰＣＭドメイン会議回路およびボコー
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ダ（または、ディジタルワイヤレスフレームを内部変換する会議回路）によって支援され
る。
【００１０】
フィーチャサーバは、第１の無線通信装置により生成されるトーンを支援するとともに、
第１の無線通信装置に送信されるトーンおよび通知を支援する。本発明のフィーチャサー
バ機能は、移動性および無線アクセスサーバ機能も実行されるアクセスマネージャ（たと
えば、ルーセントテクノロジー社製のＥｘｅｃｕｔｉｖｅ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ　Ｐｒｏｃ
ｅｓｓｏｒ（商標）（ＥＣＰ））において、または発側ゲートウェイにおいて配置される
ローカルデータネットワーク（たとえば、Ｈ．３２３またはシステム初期化プロトコル（
ＳＩＰ））フィーチャサーバとして実施可能である。フィーチャサーバがＥＣＰにある場
合、フィーチャサーバは、ＭＳＣ配置のパケットベースのリソースサーバを使用して、（
ＰＣＭではなく）ワイヤレス符号化音声形式でトーンおよび通知を作成する。また、ロー
カルワイヤレス／データ信号方式ゲートウェイ（発側ゲートウェイ内に配置）をさらに使
用して、ＥＣＰフィーチャサーバと信号方式メッセージをやり取りする。この信号方式ゲ
ートウェイは、通常ＥＣＰにより送信される特徴コマンドをディジタルセルラスイッチ（
ＤＣＳ）にＥＣＰ－ＤＣＳメッセージとして解読し、パケットドメインにおいて切り換え
機能を実行するようにローカルＩＰスイッチを制御するように構成される。また、ローカ
ルワイヤレス／データ信号方式ゲートウェイは、ＥＣＰフィーチャサーバにより使用され
るワイヤレスルーティングおよび信号プロトコルと、データ指向ネットワークにおいて使
用されるデータネットワーク固有の信号方式（たとえば、Ｈ．３２３またはＳＩＰ）の間
で相互作用させ、信号方式メッセージがＥＣＰフィーチャサーバとデータ指向ネットワー
クの信号方式資源との間でやり取りできるようにしている。発側ゲートウェイ内に配置さ
れるローカルデータネットワークフィーチャサーバを含むアーキテクチャにおいて、フィ
ーチャサーバは、ローカルデータネットワークリソースサーバ（同様に発側ゲートウェイ
内に配置される）と協働し、トーンおよび通知を第１の無線通信装置に提供する。この構
成において、ＥＣＰ／ＭＳＣは、ワイヤレス移動性および無線アクセス機能を管理するが
、特徴制御は管理しない。特徴制御は、ローカルデータネットワークフィーチャサーバに
より提供される。また、ローカルデータネットワークフィーチャサーバは、データ指向ネ
ットワークにおいて信号方式メッセージを信号方式資源と通信させる。ＥＣＰとローカル
ＩＰスイッチの間の信号方式は、データと無線ネットワーク信号方式フォーマットの間で
ワイヤレス／データ信号方式トランスレータにより解釈される。
【００１１】
ＤＴＭＦトーンが、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）通信システムで動作する第１の無線通信装置において生成され
る場合、第１の無線通信装置は、トーンを認識してトーン生成信号を作成するように構成
される。トーンが、非ＧＳＭシステム（たとえば、ＴＤＭＡまたはＣＤＭＡ）で動作する
第１の無線通信装置において生成される場合、無線制御により第１の無線通信装置にリン
クされる基地局は、トーンを認識してトーン生成信号を作成する。ＧＳＭおよび非ＧＳＭ
の両システムにおいて、トーン生成信号は、信号方式メッセージとして着側ゲートウェイ
に送信され、そこでゲートウェイボコーダによりフルレートのＤＴＭＦトーンが着側ネッ
トワークに対して生成される。
【００１２】
第１の無線通信装置に送信されるトーンおよび通知について、対応するトーンおよび通知
のワイヤレス固有のフレームのものがローカルリソースサーバにあるデータベースに格納
される。ワイヤレス符号化されたトーンまたは通知が第１の無線通信装置に送信される場
合、可聴トーンまたは通知が該装置のボコーダにおいて作成される。
【００１３】
会議呼を実施している間、ＰＣＭは、第２の呼を確立する好ましい形式である。変換後の
第１の呼の形式もＰＣＭであることが好ましい。第２の呼の確立、第１の呼の変換、そし
てこれら３つの装置をブリッジして会議開催を実施することは、Ｈ．３２３およびＧ．７
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１１　ＩＴＵ規格にしたがって実行されることが好ましい。会議ブリッジが完成した後、
第２の通信装置から会議回路への発呼経路におけるワイヤレス－ＰＣＭのボコードは、Ｍ
ＳＣ内部のＤＣＳまたは発側ゲートウェイのいずれか一方、あるいはその両方において行
われる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
本発明の上記およびその他の特徴および利点については、添付図面において説明される以
下の発明の好ましい実施形態のさらに詳細な記載から明らかであろう。
【００１５】
次に図を参照するが、いくつかの図面を通して同様の参照符号は同様の要素を表し、図１
は、ワイヤレス音声指向ネットワーク６にある第１の無線通信装置４と同一または異なる
ネットワークにある第２の（無線または有線）通信装置８との間に、ＩＰ等のネットワー
クレイヤプロトコルまたはＡＴＭ等の低レベルプロトコルまたは両方を実施する中間のデ
ータ指向ネットワーク１０を介してリアルタイム情報（たとえば、音声トラフィック）を
ルーティングする例示の遠隔通信システム２を示す。
【００１６】
第１の無線通信装置４および第２の通信装置８に代わってＶｏＩＰ（またはＶｏＡＴＭ）
に対応するように使用可能なアーキテクチャは多数存在する。図１は、端局（ＥＯ）１４
がＴ１またはＥ１トランクグループ２０を介してデータネットワークゲートウェイ２２に
接続され、かつ移動切換局（ＭＳＣ）２４がトランク２６を介してデータネットワークゲ
ートウェイ２８に接続されるようなアーキテクチャを示す。ゲートウェイ２２および２８
は、ホストとしてデータ指向ネットワーク１０上にある。これらは、第１の無線通信装置
４および第２の通信装置８のユーザ、またはデータ指向ネットワーク１０を介して通信す
る他の有線または無線ユーザ（図示せず）に代わってＶｏＩＰ（またはＶｏＡＴＭ）サー
ビスを提供する。
【００１７】
第１の無線通信装置４と第２の通信装置８の間のＶｏＩＰ（またはＶｏＡＴＭ）通信にお
いて、ＥＯ１４から、そしてＭＳＣ２４からそれぞれのゲートウェイ２２および２８にＰ
ＣＭトラフィックがルーティングされ、データ指向ネットワーク１０を介してルーティン
グする。呼が第１の無線通信装置４および第２の通信装置８により発信されると、通常の
公衆電話交換網（ＰＳＴＮ）のインテリジェントネットワークデータベース資源を利用し
て、それぞれのゲートウェイ２２および２８に対する呼のルーティングを決定し、データ
指向ネットワーク１０を介して送ることが可能である。
【００１８】
ルーセントテクノロジー社のＡｓｃｅｎｄ　ＭｕｌｔｉＶｏｉｃｅ（商標）および７Ｒ／
Ｅ　Ｔｏｌｌ－Ｔａｎｄｅｍ（商標）ゲートウェイシステムは、ゲートウェイ２２および
２８を実施するために使用可能な２つの典型的な製品を表している。Ａｓｃｅｎｄ　Ｍｕ
ｌｔｉＶｏｉｃｅ（商標）および７Ｒ／Ｅ　Ｔｏｌｌ－ＴａｎｄｅｍＴ Ｍ ゲートウェイは
、ＬＡＮ／ＷＡＮ、インターネットまたはその他ＩＰ／ＡＴＭ通信に対応しているあらゆ
るトポロジ等の既存のインフラストラクチャによるリアルタイムマルチメディア通信およ
び会議開催のための推奨国際電気通信連合（ＩＴＵ）プロトコル規格であるＨ．３２３仕
様に準拠して構成される。
【００１９】
第１の無線通信装置４は、携帯電話またはパーソナル通信システム（ＰＣＳ）装置とされ
、セル基地局３０と通信を行う。さらに、第１の無線通信装置４は、アナログ音声入力を
ディジタルワイヤレスフレームに変換するワイヤレス固有のボコーダを備えるディジタル
装置と仮定される。例として、入力情報は、ＡＣＥＬＰ（Ａｌｇｅｂｒａｉｃ　Ｃｏｄｅ
　Ｅｘｃｉｔｅｄ　Ｌｉｎｅａｒ　Ｐｒｅｄｉｃｔｉｖｅ）アルゴリズム等のＴＤＭＡ専
用ボコード規格またはＥＶＲＣ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｒａｔｅ　Ｃｏ
ｄｅｃ）アルゴリズム等のＣＤＭＡ専用規格によりディジタルワイヤレスフレームに変換
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可能である。ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎ）ボコードアルゴリズムも使用してもよい。
【００２０】
上記のディジタルワイヤレスフレームは、通常、一定の長さの音声サンプル（たとえば、
２０ｍｓの音声サンプル）に対応するスピーチコーダビット（ベクトルまたはコードワー
ドとしても知られる）を含む情報フィールドを含むことが一般に知られている。スピーチ
コーダビットの後に、誤り訂正ビットを含む誤り訂正フィールドを続けることができる。
これらのフィールドは、通常、追加の物理フレーミングビットに添付および／または付随
（ｐｒｅｐｅｎｄ）されて合成フレームを形成する。当業者であれば、「フレーム」とい
う用語が、それぞれの論理チャネル（またはチャネルペア）が特定の移動機器の上記ビッ
トフィールドを含む、多数の移動機器に割り当てられる論理チャネル（たとえば、タイム
スロット）の繰り返しシーケンスをいう際に、いくらか異なる感じで使用されることがあ
ることが理解されよう。不明瞭を避けるために、「ディジタルワイヤレスフレーム」とい
う用語は、スピーチコーダビット（または、マルチメディア等のリアルタイム情報入力の
他の形式を符号化するビット）を含む上記の情報フィールドを少なくとも含み、かつ上記
の誤り訂正ビットおよび物理フレーミングビット等のオーバヘッドビットをさらに含むこ
とができる情報ユニットを表すことが理解されよう。
【００２１】
第１の無線通信装置４により生成されるディジタルワイヤレスフレームは、基地局３０に
おいて受信され、（多数の無線通信装置のディジタルワイヤレスフレームを搬送する）ブ
ロードバンドパイプ３２等の適宜接続を介してＭＳＣ２４にルーティングされる。ＭＳＣ
２４（または基地局３０）において第２のワイヤレス固有のボコード動作を実行してディ
ジタルワイヤレスフレームを復号し、ＰＣＭトラフィックとして搬送される音声情報を再
生（ｒｅｃｏｖｅｒ）する代わりに、受信された情報は、通常のＰＣＭディジタルワイヤ
レス形式に変換されずにワイヤレス固有のドメインにおいて第１のゲートウェイ２８に供
給される。したがって、‘３８５出願のように、通常ＭＳＣ２４（または基地局３０）に
おいてなされ、第１の無線通信装置４から受信されたディジタルワイヤレスフレームをＰ
ＣＭトラフィックに変換するためのワイヤレス固有のボコードはなくなる。代わりに、デ
ィジタルワイヤレスフレームは、トランク２６に直接配置され（必要に応じて適当なセグ
メンテーションおよび多重通信を行って多数のユーザに適応する）、ＭＳＣ２４からゲー
トウェイ２８にルーティングされる。以下、ゲートウェイ２８を発側ゲートウェイと呼ぶ
。
【００２２】
発側ゲートウェイ２８において、ディジタルワイヤレスフレームはトランク２６から受信
される。しかしながら、ここでも、通常発側ゲートウェイ２８においてなされるボコード
圧縮動作はなくなり、ディジタルワイヤレスフレームはネットワークパケット（たとえば
、ＩＰおよび／またはＡＴＭプロトコルデータユニット）に収納され（ｅｎｃａｐｕｓｕ
ｌａｔｅ）、データ指向ネットワーク１０を介して送られる。発側ゲートウェイ２８は、
データネットワークフィーチャサーバ３４と通信を行って適切なＩＰ／ＡＴＭ宛先を入手
することが当分野では知られている。ネットワークパケット収納されたディジタルワイヤ
レスフレームは、次にデータ指向ネットワーク１０を介して発側ゲートウェイ２８からゲ
ートウェイ２２にルーティングされ、このゲートウェイ２２を着側ゲートウェイと呼ぶ。
着側ゲートウェイ２２において、ディジタルワイヤレスフレームは、ネットワークパケッ
トからパケット解除される。そして、（好ましくはゲートウェイ２２により）第２のワイ
ヤレス固有のボコード動作が行われ、ディジタルワイヤレスフレームをＰＣＭトラフィッ
クに変換する。
【００２３】
着側ゲートウェイ２２により出力されたＰＣＭトラフィックは、トランク２０を介してＥ
Ｏ１４にルーティングされ、第２の通信装置８に代わって着呼ユニットを表す終端ＥＯと
して機能する。ＥＯ１４において、ＰＣＭトラフィックは、第２の通信装置８がディジタ
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ル装置の場合に、ディジタル形式で第２の通信装置８にルーティングされるか、あるいは
、電話等のアナログ装置の場合には、アナログ形式に変換されてもよい。あるいは、第２
の通信装置８が無線通信装置の場合、ＭＳＣ（図示せず）は、ＥＯ１４の代用とされる。
【００２４】
ＭＳＣ２４内部のコンポーネントとしては、Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｏｒ（商標）（ＥＣＰ）４０およびＤＣＳ４２がある。ＤＣＳ４２は、ルー
セントテクノロジー社から５ＥＳＳ－２０００（商標）ディジタルスイッチ（５ＥＳＳ）
等の代表的な製品により実施可能である。ＥＣＰ４０は、呼処理、移動性管理および無線
アクセスを確実に行い、さらに特徴制御（たとえば、呼転送、呼待機および多重方式呼）
を行うこともできる。既存のＰＳＴＮネットワーク（図示せず）がデータ指向ネットワー
ク１０と共存する場合、ＥＣＰ４０は（単独でまたはインテリジェントネットワーク資源
と組み合わせて）、加入者またはシステム供給データ、あるいは現在のネットワーク容量
に応じて呼ルーティングにどのネットワークを使用すべきかを決定できる。スイッチ４２
は、有線、無線、音声、データおよびビデオサービスの組み合わせを同時に配信すること
が可能である。図１において、スイッチ４２は、分配器として作用し、これにより音声関
連のサービスおよび音声トラフィックを無線音声ネットワーク６からデータ指向ネットワ
ーク１０に移動させることができる。
【００２５】
データネットワークフィーチャサーバ３４は、ゲートキーパ（たとえば、Ｈ．３２３また
はＳＩＰ）と、データネットワークリソースサーバとを含む。データネットワークフィー
チャサーバ３４は、トール（ｔｏｌｌ）／タンデム（ｔａｎｄｅｍ）特徴（たとえば、ネ
ットワークルーティングサポート）をもたらす。データネットワークフィーチャサーバ３
４におけるゲートキーパは、データ指向ネットワーク終点に呼制御サービスを提供する。
これらのサービスとして、アドレス解釈、許可制御、帯域幅制御、ゾーン管理がある。ま
た、ゲートキーパのサービスに、呼制御信号方式、呼認証、帯域幅管理、呼管理をさらに
含むこともできる。
【００２６】
第１の無線通信装置４において発呼されると、ダイヤルされた番号は従来の電話番号（た
とえば、Ｅ．１６４プロトコルに準拠する）である。Ｅ．１６４番号は、ＭＳＣ２４によ
りインテリジェントネットワーク資源（図示せず）に送信され、たとえば、呼をルーティ
ングするためのルーティング情報を発側ゲートウェイ２８に返送する。呼をデータ指向ネ
ットワーク１０のどこにルーティングするかを決定するために、発側ゲートウェイ２８は
、Ｅ．１６４番号をデータネットワークフィーチャサーバ３４に転送する。そして、デー
タネットワークフィーチャサーバ３４のゲートキーパデータベース内にあるＥ．１６４ゲ
ートウェイマッピングテーブルにおいて、番号検索が実行される。呼をたとえば着側ゲー
トウェイ２２にルーティングするためのルーティング情報は、発側ゲートウェイ２８に返
送される。
【００２７】
次に図２において、ローカルフィーチャサーバ機能をワイヤレスＶｏＩＰ（またはＶｏＡ
ＴＭ）アプリケーションに設けるとともに既存の無線ネットワークとのバックワード互換
性を確保する本発明の第１の詳細な実施形態が図示される。ＥＣＰ４０は、移動性、無線
アクセスおよび特徴制御機能を有し、ＤＣＳ４２は、従来のトラフィック処理ユニット（
ＴＰＵ）を含む。その他の中で、ＥＣＰ４０は、制御メッセージをローカルパケットベー
スのリソースサーバ４４に伝達し、信号方式メッセージをワイヤレス／データ信号方式ゲ
ートウェイ４６とやり取りする。ワイヤレス／データ信号方式ゲートウェイ４６は、ＥＣ
Ｐ４０のワイヤレスネットワーク特徴コマンド（通常、ＥＣＰ４０によりＤＣＳ４２にＥ
ＣＰ－ＤＣＳメッセージとして送信される）を解釈し、ＩＰスイッチ４８にパケットドメ
インにおいて切換機能を実行するよう指令する。信号方式情報は、ＥＣＰ４０、ワイヤレ
ス／データ信号方式ゲートウェイ４６、そしてデータ指向ネットワーク１０における信号
方式資源の間でさらに供給可能である。ワイヤレス／データ信号方式ゲートウェイ４６は
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、ＥＣＰ４０のワイヤレスネットワークルーティングおよび信号方式情報とデータ指向ネ
ットワーク１０において使用される信号方式（たとえば、Ｈ．３２３またはＳＩＰ）の間
に相互作用する。また、ワイヤレス／データ信号方式ゲートウェイ４６は、データ指向ネ
ットワーク１０におけるネットワークゲートキーパ３４と通信するためにローカルゲート
キーパ機能を支援する。図２の構成は、ワイヤレス／データ信号方式ゲートウェイ４６が
ワイヤレスおよびデータ信号方式（たとえば、Ｈ．３２３またはＳＩＰ）形式の間で相互
作用する直接信号方式を使用するとともに、追加のボコード処理がないワイヤレス音声パ
ケットを直接転送する点で有線ＰＳＴＮ／Ｈ．３２３ゲートウェイと異なる。
【００２８】
図１について上述したように、第１の無線通信装置４により生成されるディジタルワイヤ
レスフレームは、ＢＳ３０に送信され、ＭＳＣ２４、発側ゲートウェイ２８、データ指向
ネットワーク１０、着側ゲートウェイ２２、ＥＯ１４、そして第２の通信装置８に連続し
てルーティングされる。ディジタルワイヤレストラフィックはＰＣＭでなく符号化された
音声であるため、ローカルパケットベースのリソースサーバ４４は、着側ゲートウェイ２
２とともにトーンおよび通知を必要とする機能を支援するように改善される。第１の無線
通信装置４から送信されるＤＴＭＦトーンの場合、信号方式メッセージが（第１の無線通
信装置４がＧＳＭ系で動作している場合には第１の無線通信装置４により、または第１の
無線通信装置４が非ＧＳＭ系で動作している場合にはＢＳ３０により）生成される。図２
に示すアーキテクチャにおいて、これらの信号は、ＥＣＰ４０およびワイヤレス／データ
信号方式ゲートウェイ４６を介してＩＰスイッチ４８に送信される。ＩＰスイッチ４８は
、データ指向ネットワーク１０を介して信号方式トラフィックを着側ゲートウェイ２２に
ルーティングする。着側ゲートウェイ２２において、フルレートのＤＴＭＦトーンがその
ユニットのボコーダにより生成され、第２の通信装置８に送信される。その間に第１の無
線通信装置４がトーン生成を開始する例示の呼については以下の実施形態１において後述
する。
【００２９】
トーンが、呼待機、ボイスメール通知、サービス領域の制限等の特徴を実施するために第
１の無線通信装置４に送信される必要がある場合、ローカルパケットベースのリソースサ
ーバ４４は、トーンおよびリズム（ｃａｄｅｎｃｅ）のワイヤレス符号化されたものをそ
のデータベースに格納し、これらをディジタルワイヤレスフレームトラフィック列に配置
して、ＥＣＰ４０によりそのような指令があると第１の無線通信装置４に送信される。第
１の無線通信装置４は、次に、そのボコーダにおいて適当な可聴トーンを生成する。その
間にトーンパターンが第１の無線通信装置４に送信された例示の呼については、以下の実
施形態２において後述する。
【００３０】
モバイルユーザに送信される通知も同様に管理される。ローカルパケットベースのリソー
スサーバ４４は、該通知のワイヤレス符号化されたものをそのデータベースに格納し、Ｅ
ＣＰ４０からの指令があるとこれらを第１の無線通信装置４に送信する。通知のワイヤレ
ス符号化されたものが第１の無線通信装置４において受信されると、通常のボコードが実
行され、該装置が可聴通知を作成する。
【００３１】
次に図３において、フィーチャサーバ機能をワイヤレスＶｏＩＰ（またはＶｏＡＴＭ）ユ
ーザにＥＣＰベースの特徴制御を使用することなく提供する本発明の第２の実施形態が図
示される。代わりに、ローカルデータネットワークフィーチャサーバ６０は、ローカルデ
ータネットワークリソースサーバ６２およびＩＰスイッチ４８と関連する特徴制御を提供
する。ワイヤレスメッセージ形式を使用するＥＣＰ４０と、Ｈ．３２３またはＳＩＰ等の
データ指向ネットワークメッセージ形式を使用するＩＰスイッチ４８との間に流れるメッ
セージトラフィックの解釈を行うために、ＭＳＣ２４内に配置されたワイヤレス／データ
信号方式トランスレータ６４が設けられる。図２について上述した構成のように、第１の
無線通信装置４により生成されるディジタルワイヤレスフレームは、ＢＳ３０、ＭＳＣ２
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４、発側ゲートウェイ２８、データ指向ネットワーク１０、着側ゲートウェイ２２、ＥＯ
１４、そして最後に第２の通信装置８に連続して送信される。
【００３２】
図２について上述したように、ＤＴＭＦトーンが第１の無線通信装置４から送信される場
合、信号方式メッセージを用いることで、低ビットレートで送信されたトーンに内在する
不精確性を回避できる。上記のように、これらの信号方式メッセージは、（ＧＳＭ系で動
作している場合）第１の無線通信装置４により生成され、または（非ＧＳＭ系で動作して
いる場合）ＢＳ３０により生成される。図３に示すアーキテクチャにおいて、これらの信
号は、ＥＣＰ４０およびワイヤレス／データ信号方式トランスレータ６４を介してＩＰス
イッチ４８に送信される。ＩＰスイッチ４８から、信号方式トラフィックはデータ指向ネ
ットワーク１０を介して着側ゲートウェイ２２にルーティングされ、フルレートのＤＴＭ
Ｆトーンがそのボコーダにより生成され、第２の通信装置８に送信される。かかる発呼経
路については以下の実施形態１において後述する。
【００３３】
ローカルデータネットワークリソースサーバ６２は、ローカルデータネットワークフィー
チャサーバ６０と協働して、図２について上述したようにトーンおよび通知を第１の無線
通信装置４に提供する。したがって、第１の無線通信装置４に送信されたトーンおよび通
知を管理するためには、ローカルデータネットワークリソースサーバ６２は、トーンおよ
び通知のワイヤレス符号化されたものをデータベースに格納する。トーンまたは通知が必
要とされる場合、ローカルデータネットワークリソースサーバ６２は、そのデータベース
からこれらの格納されているトーンまたは通知のワイヤレス符号化されたものの１つを検
索し、これをディジタルワイヤレスフレームトラフィック列に配置して第１の無線通信装
置４に送信する。第１の無線通信装置４は、次に対応する可聴トーンまたは通知を該装置
のボコーダにおいて作成する。以下の実施形態２は、トーンパターンを第１の無線通信装
置４に送信する発呼の経路を示す。
【００３４】
以下は、本発明のトーンおよび通知作成機能をさらに説明する実施形態である。
【００３５】
実施形態１
第１の無線通信装置４のユーザが、コールセンタにある第２の通信装置８に発呼したとす
る。コールセンタと接続すると、発呼者には自動メニューシステムが提示され、その選択
では、イベントを開始する（たとえば、情報メッセージの再生、呼をボイスメールシステ
ムにルーティングする、別のレベルのメニューオプションを提示する等）よう要求するた
めのＤＴＭＦトーンが必要とされる。必要とされるＤＴＭＦトーンは、第１の無線通信装
置４のキーパッドのキーに対応する。メニューシステムからオプションを選択するために
、ユーザは、まず第１の無線通信装置４の適当なキーを押下し、トーンを生成する。ＧＳ
Ｍ系で動作している場合、第１の無線通信装置４はトーンを認識し、トーンを識別する信
号方式メッセージを生成する。そして、この信号方式メッセージは、無線インタフェース
を介してＢＳ３０に送信される。第１の無線通信装置４が非ＧＳＭ系で動作している場合
、第１の無線通信装置４において生成されたトーンは音声トラフィックとして無線インタ
フェースを介してＢＳ３０に送信される。ここで、トーンは認識され、トーンを識別する
信号方式メッセージが生成される。ＧＳＭおよび非ＧＳＭ構成の両方において、信号方式
メッセージは、ＢＳ３０からＥＣＰ４０に送信される。図２に示す構成において、ＥＣＰ
４０は、信号方式メッセージをワイヤレス／データ信号方式ゲートウェイ４６に送信し、
この信号をワイヤレスネットワーク形式からデータ指向ネットワークに互換性のある形式
に解釈する。次に、ワイヤレス／データ信号方式ゲートウェイ４６は、この信号を、ＩＰ
スイッチ４８を介してデータ指向ネットワーク１０に配置する。図３に示す構成において
、ＥＣＰ４０は、信号方式メッセージをＩＰスイッチ４８にワイヤレス／データ信号方式
トランスレータ６４（信号をワイヤレスメッセージ形式からデータ指向ネットワーク形式
に解釈する）を介して送信する。そしてＩＰスイッチ４８は、解釈された信号を信号方式
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パケットとしてデータ指向ネットワーク１０に送る。両方のアーキテクチャ（図２および
図３に示す）において、データ指向ネットワーク１０は、信号方式メッセージを着側ゲー
トウェイに送り、ボコード動作により該信号に対応するフルレートのＤＴＭＦトーンが生
成される。着側ゲートウェイからは、ＤＴＭＦトーンがＥＯ１４に送信される。そしてＥ
Ｏ１４は、ＤＴＭＦトーンを第２の通信装置８に送信し、トーンが認識されて関連するメ
ニューに固有のイベントが開始される。
【００３６】
実施形態２
第１の無線通信装置４は、呼待機特徴がアクティブにされ、呼において第２の通信装置８
以外の装置につながれるとする。第２の通信装置８のユーザは、呼を第１の無線通信装置
４にデータ指向ネットワーク１０を通して発信する。ＩＰスイッチ４８に対する呼設定の
間、該スイッチは、呼をどのように処理するかについて、着呼特徴要求のクエリを行う。
図２に示すアーキテクチャにおいて、このクエリは、ワイヤレス／データ信号方式ゲート
ウェイ４６に送信される信号方式メッセージであり、解釈を行った後、この信号方式メッ
セージをＥＣＰ４０に転送して特徴制御処理を行う。この構成において、ＥＣＰ４０は、
第１の無線通信装置４が呼待機をアクティブにされ、信号を送信し、トーンパターンパケ
ットをディジタルワイヤレスフレームトラフィック列に挿入するようローカルパケットベ
ースのリソースサーバ４４に指令する。ローカルパケットベースのリソースサーバ４４は
、トーンパターンの正しくワイヤレス符号化されたものをそのデータベースから検索し、
これをＤＣＳ４２に転送してトラフィック列に挿入する。図３に示す構成の場合、ゲート
ウェイ２８は、ＩＰスイッチ４８と対話を行うローカルデータネットワークフィーチャサ
ーバ６０と、ローカルデータネットワークリソースサーバ６２とを（ワイヤレス／データ
信号方式ゲートウェイに代わって）含む。図３の構成によるＩＰスイッチ４８が呼特徴サ
ポートを要求する信号を生成すると、メッセージがローカルデータネットワークフィーチ
ャサーバ６０に送信され、処理される。そして、ローカルデータネットワークフィーチャ
サーバ６０は、ＩＰスイッチ４８を通してコマンドを送信し、ローカルデータネットワー
クリソースサーバ６２にトーンパターンをトラフィック列に挿入させる。ローカルデータ
ネットワークリソースサーバ６２は、呼待機トーンパターンの正しく符号化されたものを
そのデータベースから検索し、これをＩＰスイッチ４８のトラフィック列に挿入する。Ｉ
Ｐスイッチ４８から、符号化されたトーンパターンによるトラフィックはＤＣＳ４２に送
信される。図２および図３の両方のアーキテクチャによれば、符号化されたトーンパター
ンはＤＣＳ４２からＢＳ３０に送信される。ＢＳ３０は、符号化されたトーンパターンを
空気インタフェースを介して第１の無線通信装置４に送信し、ここでボコード動作により
可聴呼待機トーンパターンが生成される。
【００３７】
次に図４において、データ指向ネットワークワイヤレスフレーム送信を会議開催中に使用
することなくワイヤレスＶｏＩＰ（またはＶｏＡＴＭ）ユーザに会議ブリッジを実施する
本発明の第３の実施形態が図示される。図１について上述したプロセスと同様に、多重方
式会議における最初の呼は、第１の無線通信装置４において発呼され、ボコーダバイパス
とともにディジタルワイヤレスフレームを使用することで確立される。二者の呼は、第１
の無線通信装置４からＢＳ３０、ＭＳＣ２４、発側ゲートウェイ２８（図２のワイヤレス
／データ信号方式ゲートウェイ４６およびＩＰスイッチ４８を含む）、データ指向ネット
ワーク１０（ネットワークルーティングは、データネットワークリソースサーバ３４によ
りサポートされる）、そして着側ゲートウェイ２２にルーティングされる。第２の通信装
置８において着呼される。多重方式会議呼における発呼経路は、ＤＣＳ／リソースサーバ
７２の中にある会議回路７０を用いる。会議呼を実施するために、第１の無線通信装置４
のユーザは、ボコーダバイパスによりＶｏＩＰを介して第１の参加者に第１の呼を行う。
第１の参加者は、ゲートウェイ２２を介してデータ指向ネットワーク１０にリンクされる
第２の通信装置８を使用する。第１の参加者は、第１の無線通信装置４のユーザが、第３
の通信装置７４を使用している第２の参加者に第２の呼を行うと、保留状態になる。第３
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の通信装置７４は、データ指向ネットワーク１０にゲートウェイ７６を介してリンクされ
る。第１の呼と異なり、第２の参加者に対する接続は、ＤＣＳ４２におけるＰＣＭボコー
ド処理およびＭＳＣ２４内の会議回路７０における、Ｈ．３２３およびＧ．７１１（ＩＰ
を通して６４ｋｂｐｓ符号化を行う）規格を用いたＰＣＭ会議ブリッジを介して確立され
る。第１の呼が依然として保留中であると、第１の参加者に対する接続は、Ｈ．３２３処
理を使用してＧ．７１１音声コーディングに再折衝される。第２の参加者が追加されてお
り、かつ第１の呼接続が再折衝されている場合、会議回路７０は、Ｇ．７１１を介してこ
の３者とブリッジする。会議ブリッジの後、ワイヤレス－ＰＣＭボコード処理がＤＣＳ４
２において行われ、両方向でのトラフィックができるように第１の参加者の通信装置８と
会議回路７０の間に発呼経路を取る。
【００３８】
次に図５において、データ指向ネットワークワイヤレスフレーム送信を会議開催中に続行
させた状態でワイヤレスＶｏＩＰ（またはＶｏＡＴＭ）ユーザに会議ブリッジを実施する
本発明の第４の実施形態が図示される。図５に示すアーキテクチャおよび会議ブリッジプ
ロセスは、会議ブリッジ後に、第２の通信装置８と会議回路７０の間の発呼経路のＰＣＭ
－ワイヤレスボコード処理およびワイヤレス－ＰＣＭボコード処理をボコーダ７８（ゲー
トウェイ２２またはＭＳＣ２４のいずれか一方にある）において行うことを除いて、図４
に示すシステムに一致する。したがって、会議回路７０から第２の通信装置８に向けて出
発したトラフィックは、ＰＣＭからワイヤレス形式に変換される。逆に、会議回路７０に
向けて第２の通信装置８から出たトラフィックは、ワイヤレスからＰＣＭ形式に変換され
る。
【００３９】
次に図６において、ワイヤレスＶｏＩＰ（またはＶｏＡＴＭ）ユーザに会議ブリッジを実
施する本発明の第５の実施形態が図示される。図６に示すコンポーネントおよび会議ブリ
ッジプロセスは、会議回路７０が、ディジタルワイヤレスフレームのボコード処理を内部
で行うことを除いて、図４に示すシステムに一致する。さらに、会議回路７０は、図４に
示すようにＤＣＳ／リソースサーバ７２ではなく、マルチメディアリソースサーバ（ＭＭ
ＲＳ）８０にある。あるいは、ＭＭＲＳ８０にある会議回路８０は、図５に示す対をなす
ボコーダを内在化してもよい。
【００４０】
このように、ワイヤレス固有の領域において動作する通信システムにおいて多数参加者会
議開催およびトーン／通知作成機能性を実行する方法およびシステムを説明してきた。各
種の実施形態を開示してきたが、多数の変形および代替の実施形態を本発明にしたがって
実施することが可能であることは明らかであろう。したがって、本発明は、特許請求の範
囲およびその等価物の精神によることを除いていずれにおいても制限されないことが理解
される。
【図面の簡単な説明】
【図１】ＰＳＴＮにおいてワイヤレス加入者からワイヤレスまたは有線加入者に、相互接
続されたデータ指向ネットワークを介して電話呼をルーティングするとともに、ＭＳＣ／
ＢＳおよび発側ゲートウェイにおいてボコード処理をバイパスする第１の例示の遠隔通信
システムの関連部分を示すブロック図である。
【図２】ローカルパケットベースのリソースサーバおよびＥＣＰを特徴制御と併用するこ
とによって、トーンおよび通知作成および送出機能を提供する本発明の方法およびシステ
ムを具体化する第２の例示の遠隔通信システムを示すブロック図である。
【図３】ローカルデータネットワークフィーチャサーバおよびローカルデータネットワー
クリソースサーバを使用することによって、トーンおよび通知作成および送出機能を提供
する本発明の方法およびシステムを具体化する第３の例示の遠隔通信システムを示すブロ
ック図である。
【図４】ディジタルセルラスイッチにおいて実行されるボコード処理を使用することによ
って、会議ブリッジを提供する本発明の方法およびシステムを具体化する第４の例示の遠
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隔通信システムを示すブロック図である。
【図５】ディジタルセルラスイッチおよびゲートウェイにおいて実行されるボコード処理
を使用することによって、会議ブリッジを提供する本発明の方法およびシステムを具体化
する第５の例示の遠隔通信システムを示すブロック図である。
【図６】会議回路内で実行されるボコード処理を使用することによって、会議ブリッジを
提供する本発明の方法およびシステムを具体化する第６の例示の遠隔通信システムを示す
ブロック図である。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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