
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有線回線機構上のユーザ回線に関連する 機能を呼出す方法であって、
　ａ）ＩＰ端末からの、

機能を示す機能コードをサーバで受信するステップと、
　ｂ）受信した上記機能コードに応答して、上記サーバが、上記 機能を呼出
すのに必要なユーザ関連情報、ならびにそのユーザ関連情報が送られるべき宛先およびど
のような態様で上記ユーザ関連情報を送るかを含むアクセス情報を決定するステップと、
　ｃ）上記ステップｂ）で決定された態様で、上記ユーザ関連情報を上記宛先へ送り、上
記 機能を呼出すステップとを含む方法。
【請求項２】
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遠隔自動転送
上記有線回線機構上のユーザ回線宛ての呼出をユーザの無線局セ

ットへ転送する遠隔自動転送
遠隔自動転送

遠隔自動転送

　有線回線機構上のユーザ回線に関連する遠隔自動転送取り消し機能を呼出す方法であっ
て、
　ａ）ＩＰ端末からの、上記有線回線機構上のユーザ回線宛ての呼出をユーザの無線局セ
ットへ転送する使用中の遠隔自動転送機能を使用しないようにする遠隔自動転送取り消し
機能を示す機能コードをサーバで受信するステップと、
　ｂ）受信した上記機能コードに応答して、上記サーバが、上記遠隔自動転送取り消し機
能を呼出すのに必要なユーザ関連情報、ならびにそのユーザ関連情報が送られるべき宛先
およびどのような態様で上記ユーザ関連情報を送るかを含むアクセス情報を決定するステ
ップと、



【請求項３】
　上記ユーザ関連情報が、安全な伝送手段を通じて、上記ステップｃ）において送られる
請求項１ に記載の方法。
【請求項４】
　上記安全な伝送手段は、無線データネットワークである請求項 に記載の方法。
【請求項５】
　上記安全な伝送手段は、パケットコンピュータネットワークである請求項 に記載の方
法。
【請求項６】
　上記無線局セットは、携帯電話である請求項 に記載の方法。
【請求項７】

　前記有線回線機構上のユーザ回線は、ＰＢＸに関連しており、上記宛先は、上記ＰＢＸ
の上記ユーザ回線上で上記遠隔自動転送機能を呼出すための上記ＰＢＸである請求項 に
記載の方法。
【請求項８】

　上記有線回線機構上のユーザ回線は、中央オフィススイッチに関連しており、上記宛先
は、上記中央オフィススイッチの電話加入者の回線上で上記遠隔自動転送機能を呼出す上
記中央オフィススイッチである請求項 に記載の方法。
【請求項９】
　有線回線機構上のユーザ回線に関連する 機能を呼出すシステムであって、
　ＩＰ端末からの、

機能を示す機能コードを受信するサーバと、
　上記サーバによってアクセス可能な第１データベースであって、ＩＰ端末データならび
にサービス制御点およびどのように情報をそのサービス制御点へ送るかを識別する情報を
有する第１データベースと、
　上記サービス制御点およびそれに関連する第２データベースであって、上記サービス制
御点は、 無線局セットに関連する識別子および受信した上記機能コードを受信し、上
記第１および第２データベースから、上記 機能を呼出すのに必要なユーザ関
連情報、ならびにそのユーザ関連情報を送るべき宛先およびどのようにその宛先に上記ユ
ーザ関連情報を送るかを含むアクセス情報を検索するものである第２データベースとを備
えたシステム。
【請求項１０】
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　ｃ）上記ステップｂ）で決定された態様で、上記ユーザ関連情報を上記宛先へ送り、上
記遠隔自動転送取り消し機能を呼出すステップとを含む方法。

または２

３

３

１または２

　上記無線局セットは、携帯電話であり、

１

　上記無線局セットは、携帯電話であり、

１

遠隔自動転送
上記有線回線機構上のユーザ回線宛ての呼出をユーザの無線局セット

へ転送する遠隔自動転送

上記
遠隔自動転送

　有線回線機構上のユーザ回線に関連する遠隔自動転送取り消し機能を呼出すシステムで
あって、
　ＩＰ端末からの、上記有線回線機構上のユーザ回線宛ての呼出をユーザの無線局セット
へ転送する使用中の遠隔自動転送機能を使用しないようにする遠隔自動転送取り消し機能
を示す機能コードを受信するサーバと、
　上記サーバによってアクセス可能な第１データベースであって、ＩＰ端末データならび
にサービス制御点およびどのように情報をそのサービス制御点へ送るかを識別する情報を
有する第１データベースと、
　上記サービス制御点およびそれに関連する第２データベースであって、上記サービス制
御点は、上記無線局セットに関連する識別子および受信した上記機能コードを受信し、上
記第１および第２データベースから、上記遠隔自動転送取り消し機能を呼出すのに必要な
ユーザ関連情報、ならびにそのユーザ関連情報を送るべき宛先およびどのようにその宛先
に上記ユーザ関連情報を送るかを含むアクセス情報を検索するものである第２データベー
スとを備えたシステム。



【請求項１１】
　上記サーバおよび上記サービス制御点が、安全な伝送機構を通じて接続される請求項

１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　上記無線局セットは、携帯電話である請求項 １０に記載のシステム。
【請求項１３】
　上記有線回線機構上のユーザ回線は、ＰＢＸに関連しており、上記情報は、上記遠隔自
動転送機能を上記ＰＢＸのユーザ回線上で呼出すための上記ＰＢＸにどのようにアクセス
するかを含む請求項 に記載のシステム。
【請求項１４】
　上記有線回線機構上のユーザ回線は、中央オフィススイッチに関連しており、上記情報
は、どのように上記スイッチにアクセスして上記遠隔自動転送機能を上記中央オフィスス
イッチのユーザ回線上で呼出すかを含む請求項 に記載のシステム。
【請求項１５】
　有線回線機構上のユーザの電話回線に関連する遠隔自動転送機能を呼出す方法であって
、
　ａ）ＩＰ端末からの、呼出されるべき上記有線回線機構上のユーザの電話回線に関連す
る遠隔自動転送機能を示す機能コードをサーバで受信するステップと、
　ｂ）受信した上記機能コードに応答して、上記サーバが、上記遠隔自動転送機能を上記
有線回線機構上のユーザ電話回線上で呼出すのに必要なユーザ関連情報、ならびにそのユ
ーザ関連情報が送られるべき宛先およびどのようにそのユーザ関連情報を送るかを含むア
クセス情報を決定するステップと、
　ｃ）上記ユーザ関連情報を、上記ステップｂ）で決定された態様で上記宛先に送り、上
記遠隔自動転送機能を上記有線回線機構上のユーザ電話回線上で呼出すステップとを含む
方法。
【請求項１６】
　上記有線回線機構上のユーザ回線は、ＰＢＸに関連しており、上記宛先が上記ＰＢＸで
ある請求項 に記載の方法。
【請求項１７】
　上記有線回線機構上のユーザ回線は、中央オフィススイッチに関連しており、上記宛先
が上記中央オフィススイッチである請求項 に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
　この発明は遠隔通信に関するものであり、より特定的には、ユーザの家庭または会社の
電話回線から、例えばユーザに割り当てられた携帯電話へ呼出が自動的 転送されるよう
に、例えばユーザのＥメールアドレスからネットワークまでがＩＰ（インターネットプロ
トコル）接続経由であるユーザの家庭または会社の電話回線に関連する自動転送機能を遠
隔起動 するための方法およびシステムに関するもので
ある。
【０００２】
【発明の背景】
　１９９７年３月２５日に出願されかつ１９９８年１０月２１日にＥＰ０８７２９９８Ａ
１として公表された米国特許出願番号０８／８２３，９４４

は、用語「ユーザ」および「電話加入者」を、遠隔通信環境においてそれぞれ呼出
される者および呼出す者に直接関係があるものとして定義し、かつＵＳ６，０５５，５１
０においても参照される、使用中ユーザレジストリ（ＡＵＲ）を説明している。一部には
ＥＰ０８７２９９８Ａ１から引用され、かつこの発明に従って補充された図２Ｂを参照し
て、使用中ユーザレジストリ（ＡＵＲ）の一例が示され、ユーザ、典型的には呼出される
者は、呼出す者に連絡しようとする電話加入者、すなわち呼出す者による使用のために、
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９
または

９または

９

９

１５

１５

に

したり、それを遠隔に取り消したり

（以下「 '９４４出願」とい
う。）



パーソナル遠隔通信パラメータの詳細なリストを入力しかつ記憶する。パーソナル遠隔通
信パラメータの詳細なリストは、ユーザの名前および別名２１５、その家庭の電話、職場
の電話、携帯電話２２０、Ｅメールアドレス２４０、ＵＲＬ２７０ならびに連絡番号２９
０を含むが、それらに限定されない。使用中ユーザレジストリは、例えば、Ｅメールによ
って、職場または家庭の電話によって、職場または家庭のファクシミリによって、ポケッ
トベルによって、携帯電話によって、パーソナル表示装置（ＰＤＡ）等によって、電話加
入者がユーザに連絡する可能な方法の全てを識別するユーザのためのディレクトリ情報を
提供するネットワークディレクトリ機能の一例である。
【０００３】
　ユーザは、ＡＵＲにアクセスし、電話加入者がＡＵＲにアクセスするユーザのロケーシ
ョンを決めることができるように現在の連絡アドレスを提供してもよい。しかしながら、
それによってユーザがそのセル方式移動体識別番号―電子シリアル番号（ＭＩＮ－ＥＳＮ
）もしくは他の携帯電話サービス関連情報を入力したり（または知ったり）またはユーザ
が、その家庭またはＰＢＸ（構内交換機構）の会社の電話からその携帯電話までの遠隔自
動転送を、その携帯電話から使用するとされている共通に譲渡された米国親特許出願番号
０９／０１０，６１６ に開示されているステップに従
うことができるいかなる手段も開示され ない。便宜上、ここでは、用語「ユーザ」お
よび「電話加入者」を、 '９４４出願によって提案される態様で一貫して使用する。
【０００４】
　自動転送は、多くの電話会社を介して一般に使用可能な機能であり、それによって、ち
ょうど規定されたユーザは、その電話呼出を、呼出が最初送られる電話回線から他の電話
番号まで自動的に転送してもらうことができる。遠隔自動転送とは、簡単に言えば、遠隔
的に、すなわち、機能に関連していない他の電話から自動転送にアクセスすることができ
るという意味である。例えば、遠隔自動転送が使用されると、そのＰＢＸのユーザをダイ
ヤルする電話加入者は、一旦ユーザが、その機能を、その機能をもたない携帯電話から遠
隔的に使用すると 行 '６１６出願によれば、その携帯電話のユーザに連絡することに
なるだろう。
【０００５】
その基本の実施では、ユーザは、申し込んだサービスに関連する電話から機能コードをダ
イヤルすることによって遠隔自動転送を実施し、ユーザが次の呼出を送ってもらいたいと
思う転送電話番号を入力する。中央オフィススイッチは、機能コードおよびユーザがダイ
ヤルした電話回線を認識し、その中央オフィススイッチは、その後、ユーザの電話回線か
ら転送電話番号まで呼出をリダイレクト (転送 )する。遠隔自動転送のためには、電話加入
者は、再度、その機能に関連する電話をかけることはない。
【０００６】
遠隔自動転送のための二つの方法が一般に使用可能である。ネットワークサービスまたは
電話加入者の電話回線に接続される専用加入者機器を用いることである。ネットワークサ
ービスとしては、電話加入者の現在のロケーションの電話への自動転送を呼出すために、
電話加入者は、その加入者線交換機に関連する指定した特別な電話番号へ実際に電話をか
け、その加入者線交換機に関連する番号を提供し、申し込んだ機能に関連する番号を提供
し、ＰＩＮ (個人識別情報 )を入力して、許可されていない自動転送を防ぎ、そして自動転
送のために指定された機能コードを入力する。電話加入者が手続を開始する電話番号は、
ネットワークによって認識され、電話加入者の中央オフィススイッチは、その後、電話加
入者の電話回線から、そこから遠隔自動転送機能が呼出された電話回線まで呼出を送る。
【０００７】
専用電話加入者機器を用いて、遠隔自動転送を呼出すために、電話加入者は、その専用機
器に電話をし、ＰＩＮを入力して、許可されていない自動転送を防ぎ、次に呼出が転送さ
れるべき電話番号を入力する。次に、専用機器は、基本の自動転送と同じ手続に従って、
電話加入者の電話番号に接続する。中央オフィススイッチは、機能コードおよびそこから
電話加入者の専用機器がダイヤルする電話回線を認識する。そして、中央オフィススイッ
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（以下「 '６１６出願」という。）
てい

、先



チは、その後、電話加入者の電話回線から転送電話番号まで電話呼出をリダイレクトする
。
【０００８】
基本自動転送および遠隔自動転送のいずれも、呼出が市内交換オフィスにおける電話加入
者のスイッチによってリダイレクトされる電話加入者の家庭の電話に関連しうる機能であ
る。基本の自動転送および遠隔自動転送は、共同的な環境では、ＰＢＸに接続される電話
に関連しうる機能でもある。上で述べたように、基本自動転送のために、ユーザは、その
電話から、呼出が送られるべき電話番号と共に、機能コードを入力する。遠隔自動転送の
ために、ユーザは、ＰＢＸ上の特定の内線番号をダイヤルし、自身の内線番号およびＰＩ
Ｎを入力しなければならない。一旦自動転送が呼出されると、ＰＢＸは、その後、転送者
の電話番号宛ての呼出に応答して、転送電話番号まで電話をし、入ってくる電話と出て行
く電話の橋渡しをする。
【０００９】
移動携帯電話のユーザは、上で説明した態様で、その家庭または会社の電話から自分の携
帯電話へ遠隔自動転送することができる。したがって、上で述べたように、ユーザは、特
別な電話番号をダイヤルしなければならず、その番号は、その加入者線交換機またはＰＢ
Ｘのいずれかに関連しており、次に、その電話番号およびＰＩＮを入力する。不利なこと
には、無線セルラーネットワークを通じてのそのような手続は、安全な有線回線電話シス
テム上の電話から自動転送機能を遠隔に呼出すときには存在しないセキュリティ問題を露
呈することがある。特に、携帯電話上のユーザの押ボタン式入力がおそらく傍受されうる
ので、盗聴者は、ユーザの電話番号およびパスワードを不正に得て、次に自動転送機能を
遠隔に呼出して、ある所望の電話番号へ呼出を転送することができるだろう。
【００１０】
１９９８年１月２２日に出願された、共通に譲渡された米国親特許出願番号０９／０１０
，６１６では、電話加入者の家庭または職場の電話回線宛ての呼出を、電話加入者の携帯
電話へ、その携帯電話から遠隔自動転送するための方法およびシステムを説明している。
この発明の目的は、加入者の有線回線電話についての、電話加入者の家庭または職場の電
話から電話加入者の携帯電話までの遠隔自動転送機能をＩＰ接続から安全に呼出すことで
ある。
【００１１】
【発明の概要】
この発明に従って、遠隔自動転送機能のユーザは、その有線電話回線上のその機能を、イ
ンターネットまたは他のサーバにアクセスし、サーバへＩＰ接続経由で機能コードを入力
することによって使用可能にする。特に、電話加入者は、例えば、そのパーソナルコンピ
ュータまたは他のインターネットワークステーションから、遠隔自動転送作動データおよ
び入力フィールドを表示している表示されたウエブページ上へ機能コードを入力するが、
その機能コードはサーバによって受信される。ＥＰ０８７２９９８Ａ１に開示されている
ものに類似であるが、サービス制御点（ＳＣＰ）アクセスのためのフィールドを含むよう
に修正された使用中ユーザレジストリ（ＡＵＲ）または関連ディレクトリは、ユーザによ
って要求される遠隔自動転送サービスをセットアップするためのサーバによって利用され
る。ＡＵＲは、一実施例ではＳＣＰに関連していてもよく、他の実施例ではＴＣＰ／ＩＰ
（伝送制御プロトコル／インターネットプロトコル）ネットワークの特別なサーバに関連
していてもよく、またはさらに他の実施例ではユーザのＩＳＰ（インターネット接続サー
ビス業者）のサーバまたは他のサーバに関連していてもよい。ＡＵＲがＳＣＰに関連する
実施例では、通常ＳＣＰに関連するデータベースは、さらなる実施例では、ＡＵＲデータ
ベースと結合されて、共通のデータベースの形にされてもよい。次にサーバは、このディ
レクトリ（ＳＣＰデータベースと結合されるか単独であるかのいずれかであるＡＵＲ）に
アクセスし、ユーザは、識別され、かつユーザの他の遠隔通信できるもの、この例では、
その職場の電話番号および携帯電話番号に関連付けられる。機能コードならびに例えば携
帯および職場の電話番号によるユーザの識別等の十分な情報は、ユーザのＳＣＰへ渡され
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、そこで携帯電話の電子シリアル番号（ＥＳＮ）および移動体識別番号（ＭＩＮ） (携帯
電話の電話番号 )は、ＳＣＰ関連データベースに記憶され、ＭＩＮ－ＥＳＮは共に、携帯
サービスの目的のために、一意に電話加入者を識別する。ＳＣＰは、機能コードを、遠隔
自動転送機能を電話加入者の会社または家庭の有線電話回線上で呼出す要求として認識し
、その有線電話回線上で、遠隔自動転送機能は、ユーザによって申し込まれるかまたはユ
ーザが利用できる。ＳＣＰで、ＭＩＮおよびＥＳＮおよび／または職場の電話番号によっ
て決定されるような、そのユーザに関連するデータベースルックアップ（探索）を行なう
ことによって、その上で自動転送されるべきＰＢＸ電話回線または家庭の電話回線および
そのサービスを呼出す方法が決定される。さらなる情報は、その上で自動転送されるべき
特定の機器 (例えば、ＰＢＸまたは加入者線交換機 )に関する情報、ＰＢＸ上のユーザの電
話番号または内線番号、ＰＢＸまたは加入者線交換機がその機能を呼出すためにＰＩＮを
必要とする実施例では、ユーザのＰＩＮ、およびそれを介して加入者線交換機またはＰＢ
Ｘに連絡されうるネットワークアドレスまたは電話番号を含むユーザの一致に関連して検
索される。この情報は、ＭＩＮと共に、そのようなネットワークアドレスまたは電話番号
への安全な伝送手段を通じて、ＰＢＸまたは加入者線交換機へ送られ、次にＰＢＸまたは
加入者交換機は、それに応答して、ユーザ回線のための遠隔自動転送機能を呼出し、識別
されたＭＩＮへ呼出を転送する。有利なことには、携帯電話への遠隔自動転送は、ユーザ
がＰＩＮを入力する必要なしに安全に達成されてもよい。さらに、この発明を、ユーザの
会社または家庭の有線電話回線に関連する他の機能を、ユーザのＩＰ接続を介して遠隔呼
出しするために用いることができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
図１を参照して、ユーザの会社の電話について、ＩＰ接続から遠隔自動転送する例を論じ
る一方、家庭の電話から遠隔自動転送する例を、図４を参照して引き続き論じることにす
る。図１では、ＰＢＸ１０１に接続される電話、例えば電話１０２のユーザは、彼らの内
線電話番号宛ての呼出を遠隔自動転送することができるものと仮定している。ＰＢＸ１０
１は、従来のように、有線電話１０２を有していてもよく、固定無線ＰＢＸを備えていて
もよい。図４の実施形態では、電話４０１は、固定無線電話または有線電話を備えている
。
【００１３】
特定のＰＢＸ機器によると、そのような自動転送は、ＰＢＸに直接接続された他の電話か
らのみ実施される。そのようなＰＢＸの一例は、ルーセントテクノロジー (株 )から入手で
きるデフィニティ（登録商標）Ｇ３ＰＢＸであってもよい。その他のＰＢＸにより、ＰＢ
Ｘに直接接続されていない電話が、特別な内線番号をダイヤルすることができ、ユーザと
の対話を介して、識別したＰＢＸ回線についての遠隔自動転送機能を呼出してもよく、そ
のためＰＢＸ環境内または外から発せられる呼出を、ユーザの呼出電話番号へ転送するこ
とができるが、後者はＰＢＸ環境内または外のいずれかからのものである。
【００１４】
　この発明によれば、電話１０２に関連するユーザは、その関連するＰＢＸ１０１上の遠
隔自動転送機能を、ＩＰ端末１１２のＩＰ接続から遠隔サーバへ、機能コードを入力する
ことによって呼出す。遠隔サーバは ６１ 願に従って、ＴＣＰ／ＩＰネットワーク
１０９のどこにあってもよく、またはユーザが、その移動携帯電話１０３から機能コード
をダイヤルするのと同じもしくは類似の態様でそのようなネットワークによってアクセス
可能であってもよく、そのためＰＢＸ１０１上のその内線電話番号宛ての呼出は、その携
帯電話１０３へ自動的に転送される。
【００１５】
特に、ＩＰ接続からの自動転送を呼出すこの発明の機能の一例として説明する目的のため
に提供された例では、ユーザは、そのＩＰサービスプロバイダーまたは他の遠隔サーバに
、ＩＰ端末１１２からＩＰ接続経由でアクセスすることができ、かつその会社または家庭
の電話１０２の、その携帯電話１０３への遠隔自動転送機能を実施する。遠隔サーバは、
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ＳＣＰ１０６に関連するＡＵＲデータベース１１３ａ、または他の実施形態では、ＴＣＰ
／ＩＰネットワーク１０９に関連するＡＵＲデータベース１１３ｂ、またはさらに他の実
施形態では、ＰＢＸ１０１に結合される端末サーバ１１０に関連するＡＵＲデータベース
１１３ｃにアクセスできる。この発明のさらに他の実施形態では、ＳＣＰデータベース１
０８およびＡＵＲデータベース１１３ａが結合されて、同じデータベースとなってもよい
。
【００１６】
遠隔サーバは、次に、ＳＣＰデータベース１０８（または結合されたデータベース１０８
／１１３ａ）に、ユーザのＭＩＮ／ＥＳＮデータを有するＳＣＰ１０６経由でアクセスす
る。ユーザの携帯電話１０３を、その携帯電話の電子シリアル番号（ＥＳＮ）および移動
体識別番号（ＭＩＮ）を介して、セルタワー１０４を経由して最も近い移動体交換局（Ｍ
ＳＣ）１０５に登録すると、この発明によれば、ユーザは、そのＩＰ接続から遠隔自動転
送を呼出した後、その家庭またはＰＢＸのユーザにダイヤルしようとする電話加入者から
遠隔自動転送された呼出を受信するだろう。先行技術で公知のように、ＥＳＮとＭＩＮと
の組み合わせは、携帯電話１０３からＭＳＣ１０５までに関連するユーザを一意に識別す
る。
【００１７】
ユーザのＰＢＸ関連電話１０２への呼出の、その携帯電話１０３へのＩＰ端末１１２経由
の遠隔自動転送を呼出すために、ユーザは、ＩＰ端末１１２から、遠隔自動転送を使用す
るためのユーザ画面へ機能コードを入力する。ユーザ画面は、好ましい実施形態では、ユ
ーザのＩＰサービスプロバイダーまたは他の関連エンティティ、例えば、ＰＢＸ１０１の
ための端末サーバ１１０のウェブサイトからアクセス可能なウエブページを備えていても
よい。その代わりに、遠隔サーバおよび関連ＡＵＲ１１３は、ＴＣＰ／ＩＰまたはＷＡＮ
ネットワーク (広域ネットワーク )のどこにあってもよく、またはネットワーク１０９から
アクセス可能であってもよい（例えば、ＡＵＲデータベース１１３ａまたは代わりのＡＵ
Ｒデータベース１１３ｂもしくはサーバ１１０／ＡＵＲデータベース１１３ｃを参照され
たい）。ＡＵＲデータベース１１３ａ、１１３ｂおよび１１３ｃを、ここでは一括してＡ
ＵＲデータベース１１３と呼ぶ。
【００１８】
ユーザは、例えば、ウエブページ／ユーザ画面経由で機能コードを入力してもよく、その
機能コードは、ユーザが、その携帯電話１０３からダイヤルするのと同じ機能コード、例
えば我々の先行発明を実施するとすれば、＊３７であってもよい。我々の先行発明によれ
ば、そのような機能コードは、そのユーザのＰＢＸ関連電話回線への呼出の、呼出された
携帯電話への遠隔自動転送する機能コードとして、携帯プロバイダーによって指定される
だろう。
【００１９】
端末１１２のＩＰ接続経由で入力された機能コード＊３７を受信すると、遠隔サーバは、
遠隔自動転送を実施しなければならないことを認め、ユーザに関連する情報のＡＵＲデー
タベース１１３ａ、１１３ｂまたは１１３ｃ (図２Ｂ )ルックアップを行なう。そのような
情報は、少なくとも、会社の電話番号および携帯電話番号またはＭＩＮを含む。サーバは
、この発明によれば、ＡＵＲデータベース１１３のフィールド２９５からのＳＣＰアクセ
ス情報をさらに得る。フィールド２９５には、どのようにＳＣＰデータベース１０８ (図
２Ａ )にＳＣＰ１０６経由で安全にアクセスするかが記述されている。そのような情報を
用いて、ＡＵＲデータベース１１３機能を有する遠隔サーバは、携帯セット１０３のＭＩ
ＮおよびＥＳＮの両方を含む安全な態様で、ＳＣＰデータベース１０８にアクセスする。
そのようにするために、サーバは、さらなる処理のための安全なネットワークを通じて、
ＳＣＰ１０６へのＡＵＲデータベース１１３ (図２Ｂ )のフィールド２９５によって決定さ
れる態様で、ユーザの認証ならびにそのＰＢＸおよび携帯電話番号とともに、機能コード
を送る。安全なネットワークは、ネットワーク１０９とＳＣＰ１０６との間の図１に示さ
れるようないかなる安全データ経路でもありうる。ＳＣＰ１０６への接続は、無線データ
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ネットワーク等のいかなる安全なネットワーク上、または安全なインターネットネットワ
ーク上でなされる。さらに、上で提案したように、ＳＣＰデータベース１０８およびＡＵ
Ｒデータベース１１３は、単一の位置でＳＣＰ１０６と一体化されていてもよく、それゆ
えにその間になんらかのネットワークが介挿されている必要はない。この実施形態では、
ＡＵＲデータベース１１３ｂは、データベース１０８からの知識を必要としなくてもよく
、内蔵されていてもよい。さらなる実施形態では、ＭＩＮ／ＥＳＮデータを含むＳＣＰデ
ータベース１０８は、ＡＵＲデータベース１１３ａ、１１３ｂまたは１１３ｃと一体化さ
れていてもよい。
【００２０】
ＳＣＰ１０６は、機能コードを受信すると、受信した機能コードを、特別な機能、具体的
には遠隔自動転送機能の呼出要求として認識する。ＳＣＰ１０６では、ＳＣＰデータベー
ス１０８は、ＩＰ端末１１２のユーザによって要求される特別な機能に応答して、必要に
応じてアクセスされ、携帯電話１０３に関連するユーザ固有のＭＩＮ／ＥＳＮの一致が学
習される。ＳＣＰデータベース１０８は、各ユーザのＭＩＮおよびＥＳＮの両方に関連す
る記録を含み、その記録は、そのユーザのＰＢＸにアクセスして遠隔自動転送機能を呼出
して、呼出を携帯電話１０３へ転送するのに必要な情報を含む。その記録は、ＡＵＲデー
タベース１１３ａないし１１３ｃ (図２Ｂ )の一つのフィールド２２０からの、セルラーホ
ン１（ＭＩＮ）とワークホンとの番号の組み合わせによって確実に識別されうる。
【００２１】
　図２Ａは、ＳＣＰデータベース１０８およびＡＵＲデータベース１１３ａ／１１３ｂ／
１１３ｃのフィールドに、ユーザの関連ＰＢＸでの、携帯電話１０３への遠隔自動転送を
呼出すのに必要とされる組み合わせで記憶される情報の種類の一例である。共通に譲渡さ
れた先行 '６１６出願は、ＩＰ端末１１２を、そのＩＰアドレス、インターネットサービ
スプロバイダーデータ２１１ａ、またはそれにＩＰ接続を通じて接続されるユーザを照合
するための他のユーザ認証データ２１１ｂに関連させるためのフィールド２１１等のいか
なる手段も示していない 行 '６１６出願は、フィールド２０１ないし２０９を開示し
ているが、それらのフィールド２０１ないし２０９は、ユーザが、ＩＰ端末１１２からの
遠隔自動転送を実施するのに十分な情報を提供しない。より具体的には、フィールド２０
１ないし２０９は、遠隔自動転送するためにＰＢＸ１０１によって必要とされる特定の情
報、どのようなフォーマットで情報が送られるべきか、その情報がどこへ送られるべきか
、そしてその情報が、ユーザの携帯電話の携帯電話番号（ＭＩＮ）およびＥＳＮを提供す
るフィールド２０１に関してどのように送られるべきかを含む。
【００２２】
他の先行特許に開示されているような使用中ユーザレジストリ（図２Ｂ）は、これらのフ
ィールドへの共通のフィールド２２０を含むが、ＭＩＮ－ＥＳＮデータフィールド２０１
を含まない。この発明に従って、ＡＵＲデータベース (図２Ｂ )は、どのようにＳＣＰ１０
６および関連するＳＣＰデータベース１０８に安全に連絡するかという方法に関する情報
を含むフィールド２９５を含むように修正される。図２Ｂは、Ｎ人のユーザ２２１、２２
２、２２３の各々について、次の付加的な情報フィールド：ユーザの名前および別名２１
５、メッセージ容量２３０、 Eメールアドレス２４０、ファクシミリアドレス２５０、Ｉ
Ｐデータ２６０、ＵＲＬデータ２７０、マルチメディアデータ２８０ならびに現在の連絡
番号２９０を含む。
【００２３】
図２Ａで注目されうるように、ＭＩＮ－ＥＳＮについての入力データのためのデータ入力
フィールド２１０が、ＳＣＰデータベース１０８の電話加入者のＭＩＮ－ＥＳＮフィール
ド対２０１に関連している。また、同じユーザのためには、フィールド２０１は、そのユ
ーザのためのさらなるフィールドに関連しており、それらのフィールドは、ＡＵＲのワー
クホン入力２２０ (図２Ｂ )に共通であるユーザのためのＰＢＸに関するユーザの内線番号
２０３に関連するＰＢＸ電話番号フィールド２０２を含む。さらに、ＭＩＮフィールド２
０１ (図２Ａ )は、セルラーホン１入力２２０ (図２Ｂ )と共有される。従って、ユーザの記
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録は、一意に識別されうる。フィールド２０２ (図２Ａ )は、ＡＵＲデータベース１１３ (
図２Ｂ )のワークホンデータ入力に関して、同様に求められるかまたはそれと共有されて
もよい。一方、フィールド２０４ (図２Ａ )は、ＡＵＲデータベース１１３のいかなるフィ
ールドとも実際同程度であり、かつそのユーザに関連する特定の種類のＰＢＸ機器、およ
びそのＰＢＸによって遠隔自動転送機能を呼出すのに必要とされる手続および／または信
号を示している。フィールド２０４のＰＢＸの種類が、特定の内線番号についての遠隔自
動転送機能を呼出すパスワードの入力を必要とする場合には、フィールド２０５ (図２Ａ )
は、ユーザのパスワードを示す。フィールド２０６は、どのようにＰＢＸにアクセスする
かという方法に関する情報を含む。具体的には、以下で説明するように、安全な伝送手段
は、それを通じてＰＢＸによって必要とされるそのような情報を、ＳＣＰ１０６によって
ＰＢＸへ伝送すべきであるが、例えば、インターネットもしくは会社のイントラネット、
無線データネットワーク、またはＳＳ７シグナリングネットワーク等のパケットコンピュ
ータネットワークを経由している。
【００２４】
図２ＡのＳＣＰデータベース１０８の情報フィールドを引き続き論じるが、フィールド２
０７は、情報が伝送されるべきフィールド２０６の伝送媒体に関連するアドレスを含む。
したがって、例えば、以下で説明するように、安全な伝送媒体が、ＴＣＰ／ＩＰＷＡＮ接
続を通じて、イントラネットを経由しているなら、情報が送られるべき端末サーバ１１０
のＩＰアドレスは、別個の記録フィールド２１１のこのフィールドに示されてもよい。他
の情報、例えば、ＰＢＸに接続されるかもしれない機器によって必要とされる翻訳指令お
よび特別なプロトコル等は、別々のフィールド２０８および２０９にありうるし、上で説
明したフィールドの１つに組み込まれうる。
【００２５】
この発明にとって新規の記録２１１は、例えば、入力フィールド２１１ａのいくつかのＩ
Ｐ端末データを示しており、それらは、例えば、他のユーザ認証データについては、共通
のまたは遠隔データベースの特定のＭＩＮ／ＥＳＮに関連されうるユーザＥメールアドレ
スおよびインターネットサービスプロバイダーおよび入力フィールド２１１ｂを識別する
。一方、使用中ユーザレジストリデータベース１１３は、フィールド２１１のようなフィ
ールド（図２Ｂのフィールド２４０、２７０に対応する）と共に、携帯電話番号 (例えば
、セルラーホン１ )、会社の電話番号（ワークホン）を含んでもよいが、そのように設計
されなければ、おそらくＭＩＮ／ＥＳＮデータを含まなくてもよい。この発明によれば、
ＡＵＲデータベース１１３は、ＭＩＮ－ＥＳＮ情報およびＩＰ端末１１２から遠隔に遠隔
自動転送を実施するのに必要とされるＰＢＸ詳細情報を決定するのに必要とされるような
ＳＣＰデータベース１０８にアクセスするために十分な情報をフィールド２９５に有して
いる。
【００２６】
図１を再び参照し、ここで説明した特定の実施形態では、電話加入者の携帯電話のＭＩＮ
を含むＳＣＰデータベース１０８からＳＣＰ１０６によって検索された情報は、メッセー
ジに包み込まれ、安全な会社のイントラネット、ＴＣＰ／ＩＰＷＡＮ１０９を通じて、フ
ィールド２０７で特定されたＩＰアドレスの端末サーバ１１０へ伝送される。端末サーバ
１１０は、メッセージを受信し、ＰＢＸ１０１へ入力されなければならない指令信号への
プロトコル変換を行ない、そして必要な翻訳指令とともに、ＰＢＸ１０１に実際に接続さ
れているモデム１１１へこれらの指令を送る。モデム１１１は、ＰＢＸ１０１にＰＢＸ上
の局セットとして現れ、ダイヤルコードを含む指令情報、電話加入者の内線番号、呼出が
転送されるべきＭＩＮ，もし必要なら電話加入者のパスワード等が、ＰＢＸ１０１が自動
転送能力を果たすようにＰＢＸ１０１へ入力される。この実施形態は、端末サーバ１１０
およびＰＢＸ１０１を相互接続するモデム１１１を示しているが、代わりの好ましい実施
形態では、ＰＢＸ１０１は、端末サーバを接続できるそれ自体の内部モデムを有していて
もよく、または直接ＴＣＰ／ＩＰＷＡＮ１０９から情報を受信するインターネット固有の
能力を有していてもよい。さらに、端末サーバ１１０－モデム１１１の組み合わせは、Ｐ

10

20

30

40

50

(9) JP 3940078 B2 2007.7.4



ＢＸ１０１をより緻密に制御できるインテリジェントプラットフォームとなりうるだろう
。このよりインテリジェントな制御は、ＰＢＸの管理端末の制御を含むこともありうるが
、そのＰＢＸから、より緻密なかつ複雑な指令が入力されうる。
【００２７】
上で説明した実施例では、ＰＢＸ１０１で遠隔自動転送機能を呼出すのに必要な情報は、
安全でないネットワークが用いられてもよいが、好ましくは、安全なイントラネットＴＣ
Ｐ／ＩＰＷＡＮ接続１０９経由で、ＳＣＰ１０６から伝送される。ＴＣＰ／ＩＰＷＡＮ接
続１０９以外の、他の安全な伝送手段、例えば無線データネットワーク、安全なインター
ネット接続、またはいかなる他の安全なネットワークも使用することができる。
【００２８】
有利なことには、この発明によって、機能変化を、端末１１２のユーザによる機能コード
の入力を介して、ＩＰ端末１１２経由で起動される電話加入者のＰＢＸ１０１へ通信する
ことができる。さらに、携帯電話１０３とＭＳＣ１０５との間の、携帯セットの登録ユー
ザを一意にかつ明白に認識する無線ハンドシェークを介して、ユーザのロケーションは自
動的に決められ、かつ元来ＰＢＸ１０１宛てであった呼出は、携帯電話１０３に遠隔転送
されうる。
【００２９】
図３は、この発明のステップを示している。ステップ３０１では、ユーザは、ＩＰ端末１
１２から、機能コード (例えば＊３７ )を入力し、そのＰＢＸ内線番号宛ての呼出を、ユー
ザの携帯電話への遠隔自動転送する。遠隔サーバは、好ましくは、インターネットサービ
スプロバイダーの遠隔サーバ、またはサーバ１１０等のＰＢＸ１０１に関連する遠隔サー
バである。遠隔サーバは、コードの受信に応答して、この発明によるＡＵＲデータベース
にアクセスし、ＭＩＮ－ＥＳＮデータを得る方法を決定する。次に、遠隔サーバは、ＳＣ
Ｐデータベース１０８への問い合わせを開始し、機能コード、携帯電話番号（ＭＩＮ）お
よび／もしくはＰＢＸ内線番号、または所与のユーザのためのその固有の組み合わせ等の
一般に公知の情報を用いてデータを得る。ステップ３０２では、ＩＰサーバは、機能コー
ドを受信しかつ認識する。次に、ＩＰサーバは、ユーザのＩＰの認証、例えば、携帯電話
番号ならびに／またはＰＢＸ電話および内線番号等の一般に共有されるデータベース情報
等と共に、機能コードをＳＣＰ１０６およびＳＣＰデータベース１０８へ転送する。ＳＣ
Ｐ１０６は、その機能コードを、電話加入者のＰＢＸ呼出の遠隔自動転送要求として認識
する。ステップ３０３では、ＭＩＮ／ＥＳＮの一致を用いて、ＳＣＰ１０６は、呼出をＭ
ＳＣ１０５へ遠隔自動転送することを将来知り、かつＭＩＮ／ＥＳＮに関連するＰＢＸ１
０１、および識別されたＰＢＸについては、そのＰＢＸによって、呼出の携帯電話ＭＩＮ
への遠隔自動転送を呼出すのに必要とされる情報の種類およびフォーマットを識別する。
ステップ３０４では、必要とされるフォーマットのその情報は、安全な伝送手段を通じて
、ＰＢＸ１０１へ送られる。ステップ３０５では、ＰＢＸは、その情報を受信し、遠隔自
動転送機能を呼出す。
【００３０】
　上記の説明では、ユーザが、ＰＢＸに関連しているその会社の番号からの呼出の自動転
送を遠隔呼出しすることを望んでいると仮定した。遠隔自動転送は、ルーセントテクノロ
ジー（株）によって製造されている製品番号５ＥＳＳのような電子加入者線交換機を介す
る地域電話会社からの家庭または中小企業の電話加入者に役立つ機能でもある。非ＰＢＸ
型の呼出の遠隔自動転送に関連する機能コード（例えば＊３８）をダイヤルすることによ
って、ユーザの非ＰＢＸ電話回線からの呼出のユーザの携帯電話への自動転送は、ユーザ
のＰＢＸ回線についての上記と類似の態様で呼出されうる。図４を参照して、有線もしく
はコードレスまたは固定無線電話であってもよい電話４０１のユーザは、従来の加入回線
を通じて、その地域電話会社（ＬＥＣ）の加入者線交換機４０２に接続される。その加入
者線交換機４０２が電子スイッチであり、かつ電話４０１のユーザが自動転送機能の申込
者であれば、ユーザは、従来の態様で機能コードおよび転送番号を入力することによって
、局セット４０１からの呼出を、加入者線交換機４０２または他のスイッチに関連する他
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の電話番号まで自動転送することができる。ユーザはまた、遠隔自動 機能を申し込み
、それによってユーザは、呼出がリダイレクトされることを望む遠隔電話から、自動転送
機能を呼出すことができ、そのユーザは、遠隔電話からその加入者線交換機に関連する特
別な電話番号をダイヤルし、次にもし必要ならＰＩＮおよび機能コードを従来の態様で入
力してもよい。ユーザの加入者線交換機は、ネットワークから遠隔電話番号を受信し、か
つ次にユーザの番号へされた電話を遠隔電話へ転送する。
【００３１】
この発明に従って、ＩＰ端末４１２の電話加入者は、特別の機能コード (例えば＊３８ )を
入力して、遠隔自動転送する。この遠隔自動転送は、ＳＣＰ４０６およびＭＩＮ／ＥＳＮ
データを有する関連ＳＣＰデータベース４０８へ制御を問い合わせたり転送するのに十分
な情報を得るための関連ＡＵＲデータベース（ＡＵＲデータベース４１３ａ、４１３ｂま
たはおよび４１３ｃの一つ）を有するサーバで受信される。ＩＰサーバは、携帯電話およ
び家庭の電話データ（ホームホン１またはホームホン２。どちらが遠隔自動転送を有して
いようとも。）と共に、その機能コードを送り、先行技術で公知のいかなる保護されたネ
ットワーク接続であってもよい上述の安全なネットワーク経由で、ＳＣＰ４０６に至る携
帯電話４０３のＭＩＮ／ＥＳＮの一致を決定する。ＳＣＰ４０６は、その機能コードを、
加入者線交換機での自動転送機能の遠隔呼出要求として認識する。ＳＣＰ４０６では、Ｓ
ＣＰデータベース４０８は、ＭＩＮ／ＥＳＮを識別するユーザに関連する記録を検索する
ためにアクセスされる。図２Ａですでに説明したデータベースに類似のそのデータベース
は、付加的なデータフィールド（図示せず）を含み、それらのフィールドは、加入者線交
換機４０２にアクセスするのに必要な情報、および比較の目的で遠隔自動転送が呼出され
るべき家庭の電話番号を提供する。連絡情報は、スイッチ４０２と対話するのに必要であ
る他の情報に加えて、ユーザに関連する加入者線交換機の種類（ＰＢＸフィールド２０４
に類似）を含み、遠隔自動転送機能を呼出して、呼出を電話加入者の携帯電話４０３へ転
送するだろう。これは、もし必要なら、電話加入者のＰＩＮ (パスワード２０５に類似 )、
およびスイッチ４０２に接続されかつそれにＳＣＰ１０６がインターネットＴＣＰ／ＩＰ
ＷＡＮ４０９経由で接続される端末サーバ４１０のＩＰアドレス  (フィールド２０７に類
似 )を含んでもよい。
【００３２】
この発明の好ましい実施形態では、遠隔サーバとＳＣＰ４０６との間に流れる必要なデー
タ量を制限して、ＩＰ端末４１２が、端末サーバ４１０へのＩＰ接続および関連ＡＵＲデ
ータベース４１３ｃを起動してもよい。例えば、ユーザは、その職場に確立された、勤務
地のＰＢＸ１０１に結合される端末サーバ１１０に安全なウェブサイトを有するＡＵＲデ
ータベースを有していてもよい。
ＴＣＰ／ＩＰＷＡＮ４０９は、安全なネットワークの特定の実施形態であり、それを通じ
て自動転送情報が、必要に応じて伝送されてもよい。図１の実施形態におけるように、他
の安全な伝送手段は、ＳＣＰ４０６と加入者線交換機４０２との間で用いられる。端末サ
ーバ４１０は、ＳＣＰ４０６からＴＣＰ／ＩＰフォーマットで伝送される情報についてプ
ロトコル変換を行ない、加入者線交換機４０２は、それに応答して、電話加入者の大陸回
線電話４０１から電話加入者の携帯電話４０３へその呼出を自動転送する。
【００３３】
　上で説明した実施形態では、ユーザが自動転送機能を、その機能を有する職場または家
庭の電話についてＩＰ接続から携帯電話まで遠隔に呼出す方法を説明しているが、この発
明を、ＩＰ接続から 機能を遠隔呼出しするた
めに用いることもできる のような機能は、現在使用可能であろうが将来いつでも使用
可能にされようが、ＰＢＸを介して設けられる。さらに、音声電話に関連して説明したが
、この発明は、いかなる種類の呼出、データやその他の、ＩＰ接続を経由するいかなる種
類の有線回線局セットから、いかなる種類の無線局セットまでの自動転送を遠隔呼出しす
るためにも用いられうる。さらに、携帯電話に関連して説明したが、この発明を、時分割
多元アクセスまたは符号分割多元アクセス技術および／または他の技術を用いるディジタ
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転送

、携帯電話への遠隔自動転送を取り消しする
。そ



ルおよび／またはアナログ無線電話を含むがそれに限定されない、いかなる種類の無線電
話に関連しても用いることができる。
【００３４】
上述の実施形態は、この発明の原理を説明するためのものである。当業者は、この発明の
精神および範囲から逸脱することなく他の実施形態を考案することができる。ここで参照
された全ての米国特許出願および発行特許の要旨および内容のすべては、参照によって組
み込まれるものとする。
【図面の簡単な説明】
【図１】　ユーザの携帯電話が示されているこの発明の一実施形態に係るブロック図であ
り、この携帯電話は、その会社のＰＢＸ電話局に関連する遠隔自動転送機能をＩＰ接続を
介して呼出すものである。
【図２Ａ】　ユーザのＰＢＸに連絡するのに必要な情報を記憶しＭＩＮ／ＥＳＮをさらに
含む、サービス制御点（ＳＣＰ）に関連するＳＣＰデータベースの一例を示す図である。
【図２Ｂ】　　図２ＡのＳＣＰデータベースに記憶された情報と突き合わせるに十分なデ
ィレクトリ情報を提供して、携帯電話への遠隔自動転送のためのＭＩＮ／ＥＳＮ検索を可
能にするためのサーバに関連する使用中ユーザレジストリ（ＡＵＲ）データベースの一例
を示す図であり、そのＡＵＲデータベースは、図２ＡのＳＣＰデータベースにアクセスす
る方法に関する情報を記憶している。
【図３】　この発明のステップを詳細に示すフローチャートである。
【図４】　ユーザの携帯電話が示されているこの発明の他の実施形態に係るブロック図で
あり、この携帯電話は、その家庭の電話回線に関連する遠隔自動転送機能をＩＰ接続を介
して呼出すものである。
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【 図 ４ 】
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