
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の端末（Ｔ１，…，Ｔ１０）を含み、これら端末の少なくともいくつかは、アベイラ
ビリティ・サービスへの加入者の端末である、少なくとも１つのプレゼンス・システム（
１１）を有する既存の電話システム（１０）を相互接続する通信システム（１）において
、アベイラビリティ・サービスを実施する方法であって、
（ａ）呼ありから呼なしへの、前記加入者端末の呼状態の変化に対して、各加入者端末を
連続的に監視するステップと、
（ｂ）前記加入者端末の呼状態が、前記呼ありから前記呼なしへ変化すると、“ハイ・ア
ベイラビリティ”信号を発生するステップと、
（ｃ）前記“ハイ・アベイラビリティ”信号の開始からの期間を監視するステップと、
（ｄ）前記期間内の所定の期間τの後に、“アベイラビリティ不明”信号を発生するステ
ップと、
（ｅ）前記“ハイ・アベイラビリティ”信号および前記“アベイラビリティ不明”信号を
、相互接続されたプレゼンス・システムに対して、アクセス可能にするステップと、
を含む方法。
【請求項２】
前記既存の電話システムが、ゲートウェイ（１２）によって、前記少なくとも１つのプレ
ゼンス・システムと接続されている請求項１に記載の方法であって、
（ｆ）前記ゲートウェイが、前記加入者端末から電話呼を受取るステップと、
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（ｇ）前記加入者端末からの電話呼を受取ると、前記“ハイ・アベイラビリティ”信号を
発生するステップと、
をさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項３】
前記既存の電話システムが、ゲートウェイ（１２）によって、前記少なくとも１つのプレ
ゼンス・システムと接続されている請求項１に記載の方法であって、
（ｈ）前記ゲートウェイは、前記加入者端末から、電話呼を受取り、ＤＴＭＦ信号を受信
するステップと、
（ｉ）前記加入者端末から電話呼と、ＤＴＭＦ信号の形で加入者識別コードとを受取ると
、前記“ハイ・アベイラビリティ”信号を発生するステップと、
をさらに含む方法。
【請求項４】
前記既存の電話システムが、ゲートウェイ（１２）によって、前記少なくとも１つのプレ
ゼンス・システムと接続されている請求項１に記載の方法であって、
（ｊ）前記ゲートウェイは、前記加入者端末から、ＳＭＳメッセージを受取るステップと
、
（ｋ）前記加入者端末から、ＳＭＳメッセージを受取ると、前記“ハイ・アベイラビリテ
ィ”信号を発生するステップと、
を含む方法。
【請求項５】
複数の端末（Ｔ１，…，Ｔ１０）を含み、これら端末の少なくともいくつかは、アベイラ
ビリティ・サービスへの加入者の端末である、少なくとも１つのプレゼンス・システム（
１１）を有する既存の電話システム（１０）を相互接続する通信システム（１）において
、アベイラビリティ・サービスを実施するシステムであって、
（Ａ）呼ありから呼なしへの、前記加入者端末の呼状態の変化に対して、各加入者端末を
連続的に監視する第１の手段と、
（Ｂ）前記加入者端末の呼状態が、前記呼ありから前記呼なしへ変化すると、“ハイ・ア
ベイラビリティ”信号を発生する第２の手段と、
（Ｃ）前記“ハイ・アベイラビリティ”信号の開始からの期間を監視する第３の手段と、
（Ｄ）前記期間内の所定の期間τの後に、“アベイラビリティ不明”信号を発生する第４
の手段と、
（Ｅ）前記“ハイ・アベイラビリティ”信号および前記“アベイラビリティ不明”信号を
、相互接続されたプレゼンス・システムに対して、アクセス可能にする第５の手段と、
を備えるシステム。
【請求項６】
請求項５に記載のシステムであって、前記既存の電話システム（１０）を、相互接続され
たプレゼンス・システム（１１）に相互接続する、少なくとも１つのゲートウェイ（１２
）を備えるシステム。
【請求項７】
請求項６に記載のシステムであって、前記ゲートウェイ（１２）が、前記アベイラビリテ
ィ・サービスを実施するプログラムを含むシステム。
【請求項８】
複数の端末（Ｔ１，…，Ｔ１０）を含み、これら端末の少なくともいくつかは、アベイラ
ビリティ・サービスへの加入者の端末である、少なくとも１つのプレゼンス・システム（
１１）を有する既存の電話システム（１０）を相互接続する通信システムにおいて、アベ
イラビリティ・サービスの実施を実現するアベイラビリティ・サービス・プログラムであ
って、各加入者端末についての呼の有無を連続して監視して、呼が終了すると、“ハイ・
アベイラビリティ”信号を発生し、所定の期間τの終わりに“アベイラビリティ不明”信
号を発生するように設計されているアベイラビリティ・サービス・プログラム。
【請求項９】
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複数の端末（Ｔ１，…，Ｔ１０）を含み、これら端末の少なくともいくつかは、アベイラ
ビリティ・サービスへの加入者の端末である、少なくとも１つのプレゼンス・システム（
１１）を有する既存の電話システム（１０）を相互接続する通信システム（１）において
、アベイラビリティ・サービスを実施するモジュールであって、
（Ａ）呼ありから呼なしへの、前記加入者端末の呼状態の変化に対して、各加入者端末を
連続的に監視する第１の手段と、
（Ｂ）前記加入者端末の呼状態が、前記呼ありから前記呼なしへ変化すると、“ハイ・ア
ベイラビリティ”信号を発生する第２の手段と、
（Ｃ）前記“ハイ・アベイラビリティ”信号の開始からの期間を監視する第３の手段と、
（Ｄ）前記期間内の所定の期間τの後に、“アベイラビリティ不明”信号を発生する第４
の手段と、
を備えるモジュール。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、既存の電話システム、すなわち公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、サービス総合
デジタル網（ＩＳＤＮ）または移動体電話システム（ＭＴＳ）のユーザが、相互接続され
たプレゼンス・システムにおけるユーザのプレゼンスまたはアベイラビリティについての
情報を、例えばインターネット・プレゼンス・サービスに発行することを可能にする方法
およびシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
電話環境においては、ユーザの立場（ユーザは、他のユーザと通信することを望む）から
だけでなく、サービス・プロバイダの立場からも、呼を成功させることについて大きな利
益が存在する、すなわち収益をあげる必要性が存在する。また、呼の不成功を防止するこ
とについても利益がある。発呼ユーザに電話番号を何度もリダイアルさせる（発呼された
ユーザが話中であるか、あるいはユーザが応答しないので）ことは、非効率である。とい
うのは、不成功な呼を試みることは、多くのネットワーク・リソースを消費するが、通常
は、課金されないからである。
【０００３】
特に、話中加入者への呼の終了（ＣＣＢＳ）、無応答時の呼の終了（ＣＣＮＲ）、コール
バックなどのような、いくつかの補助サービスは、上述したケースの場合に、発呼ユーザ
を補助するのに利用することができる。
【０００４】
これらのサービスを実現するためには、システムは、通常、着呼ユーザの状態を監視し、
着呼ユーザがもはや話中でないとき（ＣＣＢＳの場合）、または着呼ユーザが応答できる
ようになったとき（ＣＣＮＲの場合）、呼を自動的に再試行する。
【０００５】
しかし、公衆電話網におけるこのような補助サービスについては、あまり発展していない
。というのは、これらサービスは、ユーザと交換機との間、および交換機間に、複雑な対
話を要求するからである。最近の構内交換機（ＰＢＸ）環境においても、このようなサー
ビスが、同じ交換機に接続されるユーザのみに提供されている。
【０００６】
“プレゼンス”は、インターネットにおいて、最近、一般的になっている通信モードであ
る。ユーザＡが、他のユーザＢのプレゼンスまたはアベイラビリティ情報に興味を持って
いることを宣言することを可能にするサービスである。この場合、ユーザＡは、ユーザＢ
の“プレゼンス情報”を予約する（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ）と言われている。ユーザＢの端
末は、ユーザＢについての“プレゼンス情報”を発行する。サービスは、ユーザＢの“プ
レゼンス情報”が変更される毎に、ユーザＡに通知を送る。
【０００７】
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例えば、インターネットに関連して、ユーザについての“プレゼンス情報”は、ユーザの
プレゼンスについての情報、あるいはより厳密な意味では、通信システムとの対話につい
てのアベイラビリティのユーザの程度についての情報である。例えば、このような情報は
、インターネットでユーザがアクティブであるか否かを含むことができる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
出願人の知る限りでは、現在のところ、インターネット・プレゼンス・サービスのユーザ
は、既存の電話システムのユーザについての類似または同等のプレゼンス情報を得ること
はできない。
【０００９】
したがって、この発明の目的は、相互接続されたプレゼンス・サービス、例えばインター
ネット・プレゼンス・システムのユーザに、既存の電話システムのユーザのアベイラビリ
ティを示す方法およびシステムを提供することにある。
【００１０】
特に、この発明の目的は、既存の電話システムのユーザが、相互接続されたプレゼンス・
システムの他のユーザとの通信のために、自分のアベイラビリティについての情報を発行
して、例えば、既存の電話システムのアベイラビリティ情報を予約したインターネット・
ユーザが、既存の電話システムのユーザのアベイラビリティについて通知を受けることが
できるようにすることを可能にする方法およびシステムを提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記および他の目的は、この発明の第１の実施の形態によれば、請求項１に記載のアベイ
ラビリティ・サービスを実施する方法によって達成される。この発明の方法の好適な実施
の形態は、請求項２～４に記載されている。
【００１２】
第２の実施の形態によれば、この発明は、請求項５に記載されるアベイラビリティ・サー
ビスを実施するシステムを提供する。この発明のシステムの好適な実施の形態は、請求項
６～７に記載されている。
【００１３】
第３の実施の形態によれば、この発明は、請求項８に記載されるアベイラビリティ・サー
ビスの実施を実現するアベイラビリティ・サービス・プログラムを提供する。
【００１４】
第４の実施の形態によれば、この発明は、請求項９に記載されるアベイラビリティ・サー
ビスを実施するモジュールを提供する。
【００１５】
【発明の実施の形態】
一般に、既存の電話システムは、内部目的のためにユーザについてのプレゼンス情報を集
めるが、ユーザにプレゼンス情報を提供することはない。例えばＰＳＴＮは、加入者の電
話線の状態を監視して、ユーザが話中であるか否かを決定することができる。電話線が話
中状態から空き状態になる事象は、この発明によれば、使用についての１つのプレゼンス
情報である。このプレゼンス情報は重要である。というのは、次の期間、例えば次の数秒
または数分の間、ユーザが呼に応答できる高い可能性があることを示しているからである
。
【００１６】
さらに、移動体電話用のネットワークは、移動体電話が発呼または着呼する前に、基地局
に移動体電話を登録する手続を与える。ネットワークは、登録情報を追跡する。移動体電
話が登録され、呼に含まれないという事実は、また、この発明によれば、使用についての
他の１つの情報である。この情報は重要である。というのは、ユーザが呼に応答できる高
い可能性があることを示しているからである。
【００１７】
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一般的に言えば、ＰＳＴＮユーザは、話中あるいは非話中のいずれかである。この発明に
対しては、話中から非話中への遷移を示す信号は、次の期間τの間、ユーザが着呼に応答
し、およびこの発明の意味では、ユーザが存在する比較的高い可能性があることを示して
いる。しかし、用語“ユーザのプレゼンス”は、必ずしも、物理的な存在を意味せず、む
しろユーザの“アベイラビリティ”の表示を意味していることに留意すべきである。この
区別は重要である。というのは、“プレゼンス”は、ユーザが存在するかあるいは存在し
ないかという点で、“デジタル”的な概念である。他方、“アベイラビリティ”は、ユー
ザのアベイラビリティの程度を、例えば、“高い”、“中間”、または“低い”程度と定
めることができるように、“等級付けできる”。この理由により、用語“アベイラビリテ
ィ信号”および“プレゼンス信号”が、同義語的に用いることはできるが、ここでは“プ
レゼンス信号”よりはむしろ“アベイラビリティ信号”を用いる。
【００１８】
ＰＳＴＮのプレゼンスまたはアベイラビリティの状態を定義するために、以下の用語およ
び概念を用いる。
【００１９】
“話中”：ユーザが、現在、呼に関係していることを示す信号。
【００２０】
“プロバブリ・アベイラブル”：ユーザが呼に関係していたが、今は空きであること、お
よびユーザが着呼に応答しそうであることを示す信号である。これは、“ハイ・アベイラ
ビリティ”状態または信号と呼ばれ、以下に定義する所定の期間“τ”の後に、“アベイ
ラビリティ不明”に変化する。したがって、“アベイラビリティ不明”は、ユーザがτ以
上の期間にわたって、話中でなかったことを示す状態または信号である。
【００２１】
期間τは、この発明のシステムの設定可能な変数であり、数分から数時間にわたって変化
しうる。ユーザが話中でない期間が長ければ長いほど、ユーザが着呼に応答する可能性が
小さくなる。
【００２２】
さらに、システムまたはユーザは、ユーザの状態を“不明”に“リセット”する手段を備
えることができる。例えば、その目的のために予約される特定のコードをダイアルするこ
とができる。
【００２３】
この発明のシステムまたは方法によって発行することのできるプレゼンスまたはアベイラ
ビリティの状態の重要な利点は、ユーザが非常に簡単なインタフェースにより自身の状態
に影響を与えることができる、すなわちユーザは受話器を持ち上げることによって、簡単
に、自身の状態を“プロバブリ・アベイラブル”の状態にすることができることである。
複雑で憶えにくいアクセス・コードをタイプする必要はない。
【００２４】
移動体電話システムのユーザにとって、追加の状態“未登録”が、移動体ユーザの登録の
状態を示すために導入される。好ましくは、移動体電話システムのユーザが、ＰＳＴＮの
ユーザよりも長い期間τの値をセットできなければならない。
【００２５】
既存の電話システムのユーザのプレゼンスまたはアベイラビリティを、インターネット・
プレゼンス・サービスに発行するこの発明のシステム（プレゼンス発行システム：ＰＰＳ
）を、図面を参照して詳細に説明する。
【００２６】
図１は、既存の電話システム１０を備えるこの発明のシステム１の概略図である。複数の
端末（Ｔ１，…，Ｔ１０）が、既存の電話システムに接続されている。これら端末の少な
くともいくつかが、例えばＴ１、Ｔ２は、この発明によって与えられるアベイラビリティ
・サービスへの加入者である。既存の電話システム１０は、ゲートウェイ１２を経て、少
なくとも１つのプレゼンス・システム、例えばインターネットのプレゼンス・サービスに
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接続されている。
【００２７】
ゲートウェイ１２は、この発明のアベイラビリティ・サービスの実施を実現するアベイラ
ビリティ・サービス・プログラムを実行させるために用いることができる。この特別のプ
ログラムは、次のように設計されている。すなわち、加入者端末の接続状態の“ハイ・ア
ベイラビリティ”から“アベイラビリティ不明”への変化について、およびこのような変
化が生じたときに状態変化信号の送信の生成について、各加入者端末Ｔ１、Ｔ２を連続的
に監視する。さらに、プログラムは、アベイラビリティ信号を終了させるために、所定の
期間τを登録するように設計されている。
【００２８】
図２は、ＰＳＴＮユーザのプレゼンス状態の遷移図であり、図３は、移動体電話ユーザの
プレゼンス状態を示す。新しい状態“未登録”は、移動体電話ユーザの登録の状態を示す
ために、導入される。他の相違は、ＰＳＴＮユーザの値よりも長い値に設定できるτの値
である。
【００２９】
このように定義されたプレゼンスまたはアベイラビリティの状態の利点は、ユーザが、非
常に簡単なインタフェースによって、自身の状態に影響を与えることができる、すなわち
ユーザは受話器を持ち上げることによって簡単に、ユーザの状態を状態“ハイ・アベイラ
ビリティ”にすることができ、複雑で憶えにくいアクセスコードをタイプする必要はない
。
【００３０】
図４は、インターネット・プレゼンス・サービスに対して、電話ユーザのプレゼンス情報
を発行するのに必要とされるコンポーネントを示す。プレゼンス情報の記憶および配布の
ための複数のプレゼンス・サーバと、サーバへプレゼンス情報を発行し、サーバからプレ
ゼンス情報をアクセスする複数のプレゼンス・クライアントとよりなるインターネット・
プレゼンス・サービスが存在するものと仮定する。特に、必要なクライアント／サーバ・
プロトコルおよびサーバ／クライアント・プロトコルの、このようなプレゼンス・サービ
スの仕様は、当業者には既知であり、さらなる説明は不要である。このようなプレゼンス
・サービスに対する一般的に重要な要件は、プレゼンス・サービスが、ここで定義された
プレゼンスまたはアベイラビリティの情報をサポートできなければならないことである。
【００３１】
さらに、市内交換局（加入者電話ユーザが接続される）は、接続された電話ユーザの状態
を連続して監視する機能と、事象“非話中（非アクティブ）”および“話中（アクティブ
）”を“ゲートウェイ”に示す機能とを含む。
【００３２】
市内交換局から受取った事象に基づいて、電話ユーザのプレゼンス状態を、ゲートウェイ
は、図２に示すように構成する。市内交換局の機能を簡単にするために、ゲートウェイに
はタイマが実装されている。しかし、このことは重要な要件ではなく、タイマはシステム
の他の部分、例えば前述したモジュールに実装することもできる。
【００３３】
さらに、ゲートウェイは、例えば、特定のインターネット・プレゼンス・サービスのプロ
トコルを用いることによって、インターネット・プレゼンス・サーバにプレゼンス状態を
発行する。
【００３４】
インターネット・ユーザは、プレゼンス・クライアントを用いて、プレゼンス・サーバに
格納された既存の電話システムのユーザのプレゼンスまたはアベイラビリティの状態をア
クセスすることができる。この情報に基づいて、例えば電話ユーザが“ハイ・アベイラビ
リティ”の状態であるときのみ、インターネット・ユーザは、電話ユーザにいつ発呼する
かを決定する。
【００３５】
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さらに、既存の電話ユーザは、自身のプレゼンスまたはアベイラビリティの情報が、どこ
で、誰によって（すなわちどの端末によって）観察されるかを、制御し決定することがで
きることに留意すべきである。例えば、観察は、適切なインターネット・プレゼンス・ク
ライアントによって行うことができる。しかし、この特定の目標を達成する的確な方法は
、この発明の本質的な特徴ではない。
【００３６】
図４に示され上述されたシステムに類似のシステムを、また、移動体電話ユーザに対して
定義することができ、このシステムは、以下の相違／特徴を含むことができる。すなわち
、
市内交換局を、基地局を含む移動体交換機によって置き換える、
移動体電話ユーザのプレゼンス情報は、図３に示されているものである、
移動体交換機は、さらに、事象“登録”および“登録取消”をゲートウェイに通知する。
【００３７】
この発明によるシステムおよび方法は、市内交換局が含まれず、すなわち市内交換局は、
この発明のシステムに対してはトランスペアレントであるように、実施することもできる
。
【００３８】
必要とされるシステム・コンポーネントは、市内交換局が、事象“非アクティブ”（“非
話中”に同じ）および“アクティブ”（“話中”に同じ）を、ゲートウェイに与えないこ
とが相違するが、図４のシステム・コンポーネントと同じである。これら２つの情報なし
に、電話ユーザのプレゼンス情報は、例えば図５に示す状態に減少させる必要がある。
【００３９】
さらに、電話ユーザ自身は、自身の状態の変化を、ゲートウェイに知らせる。当業者には
種々の手段が知られており、以下の実施例は、限定されない選択を表している。
【００４０】
実施例１
ユーザは、ゲートウェイにダイアルし、数回リンギング・トーンを聞き、ハングアップす
る。ゲートウェイは、呼に応答しないが、到来セットアップ・メッセージに含まれる発信
者番号から、誰が発呼しているかを知ることができ、対応するユーザを、“プロバブリ・
アベイラブル”であるとマークする。“不明”への遷移が、タイムアウトまたはユーザに
よってダイアルされた特殊コードによって、トリガされる。
【００４１】
実施例２
ユーザは、ゲートウェイにダイアルし、ゲートウェイが呼に応答するまで待ち、特定の識
別コードをダイアルする（例えば、ＤＴＭＦによって）。受取った識別コードに基づいて
、ゲートウェイは、どのユーザが“プロバブリ・アベイラブル”であるとマークされてい
るかを決定することができる。状態“不明”への遷移は、タイムアウトまたはユーザによ
ってダイアルされた特殊コードによってトリガすることができる。さらに、セットアップ
・メッセージに含まれる発呼番号から、ゲートウェイは、インターネット・プレゼンス・
サービスに、ユーザが実際に着呼できる電話番号を発行することができる。このように、
この発明の方法は、インターネット・プレゼンス・サービスに対して、特定の“移動性”
要素を付加する。
【００４２】
実施例３
この実施例では、実施例１および２の方法を、以下のように組み合わせる。すなわち、ユ
ーザは、在宅しているときには、実施例１の方法を採用し、ユーザの自宅の電話番号が、
ゲートウェイにデフォルトとして登録される。他方、ユーザが他の電話番号のもとで着呼
しうることを欲するとき、ユーザは実施例２の方法を採用する。
【００４３】
実施例４
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ＩＳＤＮまたは移動体電話のユーザは、実施例２で説明した“不便な”ＤＴＭＦ法を用い
る代わりに、ＳＭＳサービスを用いて、ゲートウェイと通信することができる。この場合
、自身の識別コードに加えて、ユーザは、プレゼンス・サーバに短いメッセージを送るこ
ともできる。これは、この機能がサポートされている場合である（最近のプレゼンス・サ
ーバは、この機能をサポートしない）。
【００４４】
次に、そのメッセージは、電話ユーザのプレゼンス情報を予約したすべてのユーザに配布
される。このようなメッセージの一例は、“私は、１０時３０分までは、着呼可能である
”である。
【００４５】
図４で説明した減少されたプレゼンス情報は、前述した第１の実施例によるシステムによ
って実現することもできる。
【００４６】
この場合、
ゲートウェイの機能は、市内交換局に統合され、ユーザは、状態遷移を強制する特殊コー
ドをダイアルすることのみ必要となる、
または、
市内交換局は、ゲートウェイへのユーザ入力を、リレーするだけである。
【００４７】
この発明を、特定の実施例の形態によって説明したが、この発明の範囲は、このような実
施の形態に限定されるものではなく、およびこの発明の範囲は、特許請求の範囲の記載に
基づいて解釈されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明のシステムを示す図である。
【図２】ＰＳＴＮユーザのプレゼンス状態を示す遷移図である。
【図３】移動体電話ユーザのプレゼンス状態を示す図である。
【図４】この発明のＰＰＳのコンポーネントを説明する図である。
【図５】アベイラビリティ状態のシフトを説明する図である。
【符号の説明】
１　この発明のシステム
１０　既存の電話システム
１１　プレゼンス・システム
１２　ゲートウェイ
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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