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(57)【要約】
　電話システムは、セルラー無線ネットワーク及びイン
ターネットプロトコル（ＩＰ）ネットワークの双方を介
して、ユーザ装置との通信をサポートし、また、セルラ
ードメインとＩＰドメイン間におけるローミング及びア
クティブな呼のハンドオフを可能とする。適切なＩＰネ
ットワーク付近におけるユーザの存在を検出する手法は
、ドメイン間の遷移制御に用いられる。本システムの構
成要素は、例えば、制御構成要素の振舞いをエミュレー
トすること、従来の構成要素にプロキシサービスを提供
すること、ＩＰ接続を介してセルラー電話制御通信を移
送することによって、又はドメインで動作するユーザ装
置のセルラー動作特性をシミュレートすることによって
、従来のセルラー電話システムと対話を行う。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電話システムの移動ユニットの位置を検出する位置検出工程と、
　検出した移動ユニットの位置を用いて、電話システムへ接続されているデータ通信シス
テムを介してユーザが呼を受信することを選択的に可能とする受信可能化工程と、からな
る方法。
【請求項２】
　検出した移動ユニットの位置を用いて、電話システムの無線システムを介して移動ユニ
ットへの呼を受信することを選択的に不能とする工程を含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　電話システムを制御して、電話システムの無線システムと、電話システムへ接続されて
いるデータ通信システムとを介してユーザが呼を受信することを選択的に可能とする工程
を含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　電話システムはセルラー電話システムを含む請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　データ通信システムはデータネットワークを含む請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　データネットワークはインターネットプロトコル（ＩＰ）ネットワークを含む請求項５
に記載の方法。
【請求項７】
　データネットワークは無線ローカルエリアネットワークを含む請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　位置検出工程は自動的に位置を検出する工程を含む請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　位置検出工程は移動ユニットにて実行される請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　位置検出工程は位置検出システムから情報を受信する工程を含む請求項９に記載の方法
。
【請求項１１】
　位置検出システムから情報を受信する工程は全地球測位システムから情報を受信する工
程を含む請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　位置検出工程は電話システムの無線システムを介して情報を受信する無線システム情報
受信工程を含む請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　無線システム情報受信工程はセルラー無線システムを介してセル関連情報を受信する工
程を含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　セルラー無線システムを介してセル関連情報を受信する工程は無線システム上で通信を
行うための候補チャネルリストを受信する工程を含む請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　無線システム情報受信工程は無線システムを介して受信される信号の信号特性を判定す
る工程を含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　位置検出工程は移動ユニットにて位置関連情報にアクセスする工程を含む請求項９に記
載の方法。
【請求項１７】
　移動ユニットにて位置関連情報にアクセスする工程は移動ユニットの記憶装置から位置
関連情報を読み出す工程を含む請求項１６に記載の方法。
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【請求項１８】
　位置関連情報を移動ユニットがその位置に存在していた過去の時間において関連付けて
記憶する位置関連情報記憶工程を含む請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　位置関連情報記憶工程は移動ユニットの位置を表す命令をユーザから受信する工程を含
む請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　位置検出工程は固定された装置を用いて実行される請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　位置検出工程は固定された装置に対する移動ユニットの接近を検出する移動ユニット接
近検出工程を含む請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　移動ユニット接近検出工程は移動体装置の電子装置の接近を検出する電子装置接近検出
工程を含む請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　電子装置接近検出工程は無線周波数識別装置の接近を検出する工程を含む請求項２２に
記載の方法。
【請求項２４】
　電子装置接近検出工程は電子装置から無線送信を使用する無線送信使用工程を含む請求
項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　無線送信使用工程はブルートゥース標準規格によって電子装置から通信を受信する工程
を含む請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　無線送信使用工程はジグビー標準規格によって電子装置から通信を受信する工程を含む
請求項２４に記載の方法。
【請求項２７】
　移動ユニット接近検出工程は電話システムの無線システムにおける無線送信に用いられ
る周波数帯において移動ユニットから無線送信を受信する無線送信受信工程を含む請求項
２１に記載の方法。
【請求項２８】
　移動ユニット接近検出工程は固定された装置にてセルラー無線局をシミュレートする工
程を含むことと、無線送信受信工程は登録要求を受信する工程を含むことと、を含む請求
項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　位置検出工程は固定された装置に関連付けられている所定の位置における移動ユニット
の配置を検出する工程を含む請求項２０に記載の方法。
【請求項３０】
　固定された装置は感圧装置を含む請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　感圧装置は感圧パッドを含む請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　固定された装置は移動ユニットと組み合わせるためのクレードルを含む請求項２９に記
載の方法。
【請求項３３】
　位置検出工程は、固定された装置をデータ通信システムへ接続されているコンピュータ
へ接続する工程と、装置の配置を表す信号を固定された装置からコンピュータにて受信す
る工程と、を含む請求項２９に記載の方法。
【請求項３４】
　位置検出工程はデータ通信システムとの通信を試行する通信試行工程を含む請求項１に
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記載の方法。
【請求項３５】
　通信試行工程はデータ通信システムの無線システムを介して通信を試行する無線通信試
行工程を含む請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　無線通信試行工程は無線アクセスポイントを用いて通信を試行する工程を含む請求項３
５に記載の方法。
【請求項３７】
　位置検出工程はデータ通信システムとの通信の成功によって移動ユニットの位置を検出
する工程を含む請求項３４に記載の方法。
【請求項３８】
　電話システムを制御して、電話システムの無線システムと、電話システムへ接続されて
いるデータ通信システムとのうちの一方又は両方を介してユーザが呼を受信することを選
択的に可能とする工程は、
　データ通信システムを介して電話システムとの通信を確立させる通信確立工程と、
　データ通信システムを介して移動ユニットの登録情報を電話システムへ渡す工程と、を
含む請求項１に記載の方法。
【請求項３９】
　通信確立工程は移動ユニットと電話システムとの間に通信を確立させる工程を含む請求
項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　通信確立工程は移動ユニットから独立している装置と電話システムとの間に通信を確立
させる工程を含むことと、受信可能化工程は移動ユニットから独立している装置にてユー
ザが呼を受信することを可能とする工程を含むことと、を含む請求項３８に記載の方法。
【請求項４１】
　移動ユニットから独立している装置は移動ユニットに接近した状態にあるコンピュータ
を含む請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　電話システムを制御して、データ通信システムを介してユーザが呼を開始することを可
能とする工程を含む請求項１に記載の方法。
【請求項４３】
　電話システムを制御して、検出した移動ユニットの位置によって電話システムの無線シ
ステムとデータ通信システムとの間でアクティブな電話呼をハンドオフすることを可能と
する工程を含む請求項１に記載の方法。
【請求項４４】
　一組の音声端末を移動体装置を有するユーザと関連付ける関連付け工程と、
　移動体装置によって音声端末に対するユーザの接近を判定する接近判定工程と、
　ユーザが同音声端末に接近した状態にあると判定されるとき、ユーザへの呼を一組の音
声端末に通知する呼通知工程と、からなる方法。
【請求項４５】
　ユーザが同音声端末に接近した状態にあると判定されるとき、移動体装置にユーザへの
呼が通知される請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　一組の音声端末は無線ローカルエリアネットワークにおいて通信を行う請求項４４に記
載の方法。
【請求項４７】
　一組の音声端末はサブネットインターネットプロトコルアドレスに関連付けられている
請求項４６に記載の方法。
【請求項４８】
　一組の音声端末は宛先の電話番号に関連付けられている請求項４６に記載の方法。
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【請求項４９】
　移動体装置は無線セルラーネットワークにおいて通信を行う請求項４４に記載の方法。
【請求項５０】
　ユーザに対する呼は無線セルラーネットワークにおいて受信される請求項４９に記載の
方法。
【請求項５１】
　移動体装置は無線ローカルエリアネットワークにおいて通信を確立させる請求項４４に
記載の方法。
【請求項５２】
　接近判定工程は無線ローカルエリアネットワークにおいて移動体装置の通信を確立させ
る移動体装置通信確立工程を含む請求項５１に記載の方法。
【請求項５３】
　移動体装置通信確立工程は移動体装置をＶｏＩＰサービスに登録する工程を含む請求項
５１に記載の方法。
【請求項５４】
　ネットワーク間信号送信の方法であって、
　第２の無線ネットワークにおける第１の移動体装置の存在を判定する存在判定工程と、
第１の移動体装置は第１の無線ネットワークにおいて登録されていることと、第１の無線
ネットワークは第１のサービスプロバイダを有し、かつ、第２の無線ネットワークは第２
のサービスプロバイダを有することと、
　第２の無線ネットワークにおける第１の移動体装置を第２のサービスプロバイダに登録
する装置登録工程と、
　第１の移動体装置を複数の電話と関連付ける関連付け工程と、複数の電話のうちの少な
くとも一部は第２の無線ネットワークにおいて通信を行うことと、からなる方法。
【請求項５５】
　第１の無線ネットワークにおいて受信される第１の移動体装置への呼を複数の電話に通
知する通知工程を含む請求項５４に記載の方法。
【請求項５６】
　第１の移動体装置が第２の無線ネットワークにおいて通信を確立させるとき、第２の無
線ネットワークにおける第１の移動体装置の存在が判定される請求項５４に記載の方法。
【請求項５７】
　装置登録工程は第２のサービスプロバイダへ位置情報を提供する工程を含む請求項５４
に記載の方法。
【請求項５８】
　位置情報はルーティング可能なインターネットプロトコルアドレス、ホスト名及びテキ
スト情報のうちの１つ以上を含む請求項５７に記載の方法。
【請求項５９】
　関連付け工程は第２の無線ネットワークにおいて第１の移動体装置を登録するときに提
供される情報によって判定される請求項５４に記載の方法。
【請求項６０】
　関連付け工程は第２のサービスプロバイダによって判定される請求項５４に記載の方法
。
【請求項６１】
　関連付け工程は第２の無線ネットワークにおいてＩＰパケットの送信元ＩＰアドレスを
観察することによって判定される請求項６０に記載の方法。
【請求項６２】
　複数の電話のうちの一部は第３のサービスプロバイダを有する第３のネットワークにお
いて通信を行う請求項５４に記載の方法。
【請求項６３】
　第３のネットワークはＰＳＴＮを含む請求項６２に記載の方法。



(6) JP 2008-507217 A 2008.3.6

10

20

30

40

50

【請求項６４】
　通知工程は全ての関連付けられている電話に警報する工程を含む請求項５４に記載の方
法。
【請求項６５】
　通知工程は第２のサービスプロバイダから電話に警報する工程を含む請求項５４に記載
の方法。
【請求項６６】
　通知工程は第３のサービスプロバイダから電話に警報する工程を含む請求項５４に記載
の方法。
【請求項６７】
　第１のサービスプロバイダ及び第２のサービスプロバイダは同じサービスプロバイダを
含む請求項５４に記載の方法。
【請求項６８】
　通知工程は移動体装置が話中のとき、関連付けられている電話に警報する工程を含む請
求項５４に記載の方法。
【請求項６９】
　通知工程は独特なトーンによって関連付けられている電話に警報する工程を含む請求項
５４に記載の方法。
【請求項７０】
　通知工程は第１のサービスプロバイダによって実行される請求項５４に記載の方法。
【請求項７１】
　通知工程は第２のサービスプロバイダによって実行される請求項５４に記載の方法。
【請求項７２】
　第１のアクセスネットワーク及び別の第２のアクセスネットワークを含む複数のアクセ
スネットワークの各々から加入者端末からの登録要求を受容する登録要求受容工程と、
　第１のアクセスネットワーク及び第２のアクセスネットワークにおいて加入者端末の同
時登録を維持する同時登録維持工程と、
　要求を処理して、第１のアクセスネットワーク上の加入者端末との通信を確立させる要
求処理工程と、要求処理工程は複数のアクセスネットワークのうちの１つ以上において加
入者端末との通信を選択的に確立させる工程を含むことと、からなる方法。
【請求項７３】
　第１のアクセスネットワークはセルラー電話ネットワークを含む請求項７２に記載の方
法。
【請求項７４】
　第２のアクセスネットワークはデータネットワークを含む請求項７２に記載の方法。
【請求項７５】
　アクセスネットワークは、セルラー電話ネットワーク、データネットワーク、インター
ネットプロトコルネットワーク、ボイス・オーバＩＰネットワーク、セルラーデータネッ
トワーク、無線データネットワーク、有線データネットワーク及び短距離無線ネットワー
クからなるグループによる１つ以上のアクセスネットワークを含む請求項７２に記載の方
法。
【請求項７６】
　登録要求受容工程は、第１のアクセスネットワーク上の加入者端末から登録要求を受信
する登録要求受信工程と、第１のアクセスネットワークの登録装置へ加入者端末に対する
修正した登録要求を送信する登録装置送信工程と、を含む請求項７２に記載の方法。
【請求項７７】
　第１のアクセスネットワークに対するプロキシ登録装置は登録要求を受容し、かつ、修
正した要求を登録装置へ送信する請求項７６に記載の方法。
【請求項７８】
　登録要求受信工程はホーム登録装置への登録の登録要求を受信する工程を含む請求項７
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６に記載の方法。
【請求項７９】
　ホーム登録装置はホームロケーションレジスタを含む請求項７８に記載の方法。
【請求項８０】
　プロキシホームロケーションレジスタは登録要求を受容し、かつ、修正した要求をホー
ムロケーションレジスタへ送信する請求項７９に記載の方法。
【請求項８１】
　第１のアクセスネットワーク上の加入者端末及び第２のアクセスネットワーク上の加入
者端末は異なる端末である請求項７２に記載の方法。
【請求項８２】
　第１のアクセスネットワーク上の加入者端末及び第２のアクセスネットワーク上の加入
者端末は同じマルチネットワーク端末である請求項７２に記載の方法。
【請求項８３】
　第１のアクセスネットワーク及び異なる第２のアクセスネットワークの各々において加
入者端末の同時登録を維持する工程と、
　第１のアクセスネットワーク上の加入者端末との通信を確立させる要求に応答して、第
１のアクセスネットワーク及び第２のアクセスネットワークのうちの一方若しくは他方又
は両方の上で通信を選択的に確立させる工程と、からなる方法。
【請求項８４】
　第１のアクセスネットワーク及び異なる第２のアクセスネットワークを含む複数のアク
セスネットワークの各々から加入者端末からの登録要求を受容するためのインタフェース
を備え、かつ、第１のアクセスネットワーク及び第２のアクセスネットワークの加入者端
末の同時登録を維持する登録装置を含む電気通信システム。
【請求項８５】
　電話セッションのハンドオフのための方法であって、
　データ通信システムを介して移動ユニットと電話システムとの間のアクティブな電話セ
ッションを維持するデータ通信セッション維持工程と、
　データ通信システムを介して同セッションを維持しているときに、電話システムに関連
付けられている無線システムに関連付けられている情報を判定する情報判定工程と、
　判定した情報によってデータ通信システムから無線システムへアクティブな電話セッシ
ョンをハンドオフするハンドオフ工程と、からなる方法。
【請求項８６】
　無線システムに関連付けられている情報は無線システム上の信号特性を含む請求項４４
に記載の方法。
【請求項８７】
　無線システムに関連付けられている情報は無線システムの無線チャネル情報を含む請求
項４４に記載の方法。
【請求項８８】
　電話システムはセルラー電話システムを含む請求項４４に記載の方法。
【請求項８９】
　データ通信システムはデータネットワークを含む請求項４４に記載の方法。
【請求項９０】
　データネットワークはインターネットプロトコル（ＩＰ）ネットワークを含む請求項８
９に記載の方法。
【請求項９１】
　データネットワークは無線ローカルエリアネットワークを含む請求項８９に記載の方法
。
【請求項９２】
　データ通信ネットワークを介してセッションを維持する工程の前に、
　電話システムの無線システムを介して移動ユニットの間のアクティブな電話セッション
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を維持する無線セッション維持工程と、無線セッション維持工程は無線システムを介して
移動ユニットにて無線チャネル情報を受信する無線受信工程を含むことと、
　データ通信システムを介して移動ユニットと電話システムとの間の通信を確立させる通
信確立工程と、
　電話システムの無線システムからデータ通信システムへアクティブな電話セッションを
ハンドオフする工程と、を含む請求項４４に記載の方法。
【請求項９３】
　無線受信工程はセルラー電話システムの候補チャネルリストを受信する工程を含む請求
項９２に記載の方法。
【請求項９４】
　信号特性を測定する工程は候補チャネルリストの各チャネルの信号強度特性を測定する
工程を含む請求項９３に記載の方法。
【請求項９５】
　通信確立工程の後に電話システムへ候補チャネルリストを提供する工程と、
　データネットワークから無線システムへセッションをハンドオフする工程の前に電話シ
ステムから候補リストを受信する工程と、を含む請求項９４に記載の方法。
【請求項９６】
　移動体電話システムの無線ネットワークを介して通信可能な移動ユニットを、データネ
ットワークを介して第１の装置と接続する工程と、
　無線ネットワーク上で移動ユニットの存在をシミュレートする電話システムへ第１の装
置から制御情報を提供する工程と、からなる方法。
【請求項９７】
　制御情報は信号特性を含む請求項９６に記載の方法。
【請求項９８】
　制御情報は無線チャネル情報を含む請求項９６に記載の方法。
【請求項９９】
　制御情報は認証情報を含む請求項９６に記載の方法。
【請求項１００】
　データネットワークに対するインタフェースと、
　電話ネットワークに対するインタフェースと、
　データネットワークに対するインタフェースを介して移動ユニットと通信し、かつ、電
話システムに対するインタフェースを介して電話システムの無線ネットワーク上で移動ユ
ニットの存在をシミュレートするように構成されていることと、からなる電気通信装置。
【請求項１０１】
　電話システムの無線システムと、電話システムへ接続されているデータ通信システムと
を介して、移動ユニットと電話システムとの間の通信を同時に維持する通信維持工程と、
　無線システムを通じる移動ユニットとの通信に基づき信号特性を測定する信号特性測定
工程と、
　データ通信システムを通じる移動ユニットとの通信に関連してシミュレートされる信号
特性を算出する信号特性算出工程と、
　シミュレートされる信号特性を電話システムへ提供する信号特性提供工程と、からなる
方法。
【請求項１０２】
　シミュレートされる信号特性と共に、測定した信号特性を提供する工程を含む請求項１
０１に記載の方法。
【請求項１０３】
　提供した信号特性によって移動ユニットと無線システム及びデータ通信システムのうち
の一方との関連を制御する工程を含む請求項１０１に記載の方法。
【請求項１０４】
　信号特性算出工程はシミュレートされる特性を算出して移動ユニットと無線システム及
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びデータ通信システムのうちの一方との関連に影響を与える工程を含む請求項１０３に記
載の方法。
【請求項１０５】
　信号特性算出工程は測定した信号特性より優れているシミュレートされる信号特性を算
出して移動ユニットとデータ通信システムとの関連を制御する工程を含む請求項１０４に
記載の方法。
【請求項１０６】
　デュアルモード装置と電話システムとの間で電話システム制御情報の通信を行う制御情
報通信工程と、制御情報通信工程はデータネットワーク通信プロトコルによりカプセル化
されているデータネットワークを介して電話制御情報を渡す工程を含むことと、
　カプセル化されている電話制御情報を用いて電話システムとデータネットワークとの間
のデュアルモード装置のハンドオフを実行するハンドオフ実行工程と、からなる方法。
【請求項１０７】
　データネットワーク通信プロトコルはセッション制御プロトコルを含む請求項１０６に
記載の方法。
【請求項１０８】
　セッション制御プロトコルはセッション開始プロトコル（ＳＩＰ）を含む請求項１０７
に記載の方法。
【請求項１０９】
　電話システム制御情報は電話システム信号特性情報を含む請求項１０６に記載の方法。
【請求項１１０】
　電話システム制御情報は電話システム無線チャネル情報を含む請求項１０６に記載の方
法。
【請求項１１１】
　電話システム及びデータネットワークを介して通信を行うためのデュアルモード装置で
あって、
　データネットワークを通じる通信セッションを確立させるための構成要素を含むデータ
ネットワーククライアントと、
　電話システムを通じる通信セッションを確立させるための構成要素を含む電話システム
クライアントと、
　データネットワーククライアント及び電話システムクライアントへ接続されており、か
つ、データネットワーククライアントと電話システムクライアントとの間のアクティブな
通信セッションのハンドオフを可能とするサービスコントローラと、からなるデュアルモ
ード装置。
【請求項１１２】
　データネットワーククライアントはカプセル化されている電話システム制御情報の送信
若しくは受信又はその両方を行い、かつ、電話制御情報をサービスコントローラへ渡すよ
うに構成されている請求項１１１に記載のデュアルモード装置。
【請求項１１３】
　ネットワーククライアントはセッション制御プロトコルメッセージにより電話システム
制御情報の送信若しくは受信又はその両方を行うように構成されている請求項１１２に記
載のデュアルモード装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セルラー電話通信及びインターネットプロトコル電話通信のための存在検出
及びハンドオフに関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラー電話システムは、ユーザが広い地理的な領域を移動する際、セルラー電話ネッ
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トワーク上の存在を維持し得る移動性を提供する。最近になって、データネットワークベ
ースの音声通信、例えば、ボイス・オーバＩＰ（ＶｏＩＰ）プロトコルの使用が電話通信
に応用され、例えば、ＶｏＩＰベースの電話装置を用いた電話サービスが顧客に提供され
ている。ユーザが、そのような電話として呼を受信する場合、携帯電話ユーザへの呼をＩ
Ｐベースの電話に宛てられるように、また、呼がＩＰベースの接続と携帯電話ベースの接
続との間でハンドオフされ得るように、携帯電話とＩＰベースの電話通信とを連係して働
かせる方法が提案されてきた。
【０００３】
　更に、セルラー電話無線ネットワーク及び無線ローカルエリアネットワーク双方への無
線インタフェースが含まれる携帯電話ユニットが利用可能になりつつある。例えば、ユー
ザは、無線ローカルエリアネットワークを介してデータサービスにアクセスする一方で、
セルラーネットワークを介して電話サービスを用い得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００４】
　一態様では、電話システムは、セルラー無線ネットワークと、インターネットプロトコ
ル（ＩＰ）ネットワーク等のデータネットワークとのうちの一方又は両方を介して通信可
能なユーザ装置との通信をサポートし、セルラードメインとＩＰドメインとの間のローミ
ング及びアクティブな呼のハンドオフを可能とする。ドメイン間の遷移を制御する際、適
切なＩＰネットワーク近傍のユーザの存在が判定され得る。例えば、制御構成要素の振舞
いをエミュレートすること、従来の構成要素にプロキシサービスを提供すること、ＩＰ接
続を介してセルラー電話制御通信をトランスポートすることによって、又はＩＰドメイン
におけるユーザ装置の動作中、セルラー無線ネットワーク上のユーザ装置の存在若しくは
ユーザ装置のセルラー動作特性をシミュレートすることによって、システムの構成要素は
従来のセルラー電話システムと対話を行う。
【０００５】
　別の態様では、一般に、電話システムの移動ユニットの位置が検出される。検出した移
動ユニットの位置を用いて、電話システムへ接続されているデータ通信システムを介して
ユーザが呼を受信することを選択的に可能とする。
【０００６】
　次の特徴のうちの１つ以上が含まれてよい。検出した移動ユニットの位置を用いて、電
話システムの無線システムを介して移動ユニットへの呼を受信することを選択的に不能と
する。電話システムを制御して、電話システムの無線システムと、電話システムへ接続さ
れているデータ通信システムとを介してユーザが呼を受信することを選択的に可能とする
。電話システムはセルラー電話システムを含む。データ通信システムは、インターネット
プロトコル（ＩＰ）ネットワーク及び無線ローカルエリアネットワークのうちの１つ以上
など、データネットワークを含む。移動ユニットの位置の検出は自動的に実行されてよく
、移動ユニットにて、又は固定された装置を用いて実行され得る。移動ユニットの位置の
検出は、全地球測位システム（例えば、ＧＰＳシステム）等、位置検出システムからの情
報の受信を含む。移動ユニットの位置の検出は、電話システムの無線システムを介する情
報の受信、例えば、セルラー無線システムを介するセル関連情報の受信、を含む。セル関
連情報は、無線システム上で通信を行うための候補チャネルリストを含み得る。また、無
線システムを介する情報の受信は、無線システムを介して受信される信号の信号特性の判
定を含み得る。移動ユニットの位置の検出は、例えば、移動ユニットの記憶装置からの位
置関連情報の読み出しによる、移動ユニットにおける位置関連情報へのアクセスを含む。
関連付けられている位置関連情報は、移動ユニットがその位置に存在していた過去の時間
において、例えば、移動ユニットの位置を表す命令のユーザからの受信に関連付けて記憶
され得る。固定された装置に対する移動ユニットの接近の検出は、移動体装置の電子装置
の接近の検出を含む。移動ユニットの接近の検出は、無線周波数識別装置、例えば、無線
周波数識別装置（ＲＦＩＤ）の接近の検出を含む。電子装置の接近の検出は、電子装置か
らの無線送信の使用を含み、例えば、ブルートゥース標準規格又はジグビー標準規格によ
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る電子装置からの通信の受信を含む。移動ユニットの接近の検出は、電話システムの無線
システムにおける無線送信に用いられる周波数帯における移動ユニットからの無線送信の
受信を含む。移動ユニットの接近の検出は固定された装置におけるセルラー無線局のシミ
ュレートを含む。無線システムにおける無線送信に用いられる周波数帯における移動ユニ
ットからの無線送信は、登録要求を含む。移動ユニットの位置の検出は、固定された装置
に関連付けられている所定の位置における移動ユニットの配置の検出を含む。固定された
装置は、感圧パッドを備える装置等、感圧装置を含む。固定された装置は移動ユニットと
組み合わせるためのクレードルを含み得る。さらに、移動ユニットの位置の検出は、固定
された装置のデータ通信システムへの接続と、コンピュータにおける固定された装置から
の装置の配置を表す信号の受信と、を含む。移動ユニットの位置の検出は、データ通信シ
ステムとの通信の試行、例えば、データ通信システムの無線システムを介する通信の試行
を含む。データ通信システムの無線システムを介する通信の試行は、無線アクセスポイン
トを用いる通信の試行を含む。移動ユニットの位置の検出は、データ通信システムとの通
信の成功による移動ユニットの位置の検出を含む。電話システムの無線システムと、電話
システムへ接続されているデータ通信システムとのうちの一方又は両方を介してユーザが
呼を受信することを選択的に可能とする電話システムの制御は、データ通信システムを介
する電話システムとの通信の確立と、データ通信システムを介する移動ユニットの登録情
報の電話システムへの通過とを含み得る。データ通信システムを介する電話システムとの
通信の確立は、移動ユニットと電話システムとの間の通信の確立を含む。データ通信シス
テムを介する電話システムとの通信の確立は、移動ユニットから独立している装置と電話
システムとの間の通信の確立と、移動ユニットから独立している装置におけるユーザによ
る呼の受信の可能化とを含む。移動ユニットから独立している装置は、移動ユニットに接
近した状態にあるコンピュータを含む。電話システムは、データ通信システムを介してユ
ーザが呼を開始することを可能とするように制御される。電話システムは、検出した移動
ユニットの位置によって電話システムの無線システムとデータ通信システムとの間でアク
ティブな電話呼をハンドオフすることを可能とするように制御される。
【０００７】
　別の態様では、一般に、方法は、一組の音声端末とユーザとの関連付けを含む。ユーザ
は移動体装置を有する。移動体装置によって音声端末に対するユーザの接近が判定される
。ユーザが音声端末に接近した状態にあると判定されるとき、ユーザへの呼が一組の音声
端末に通知される。
【０００８】
　次の特徴のうちの１つ以上が含まれてよい。ユーザがこの音声端末に接近した状態にあ
ると判定されるとき、移動体装置にユーザへの呼が通知される。一組の音声端末は無線ロ
ーカルエリアネットワークにおいて通信を行う。例えば、一組の音声端末はサブネットイ
ンターネットプロトコルアドレス又は宛先の電話番号に関連付けられている。移動体装置
は無線セルラーネットワークにおいて通信を行う。例えば、ユーザに対する呼は無線セル
ラーネットワークにおいて受信される。移動体装置は無線ローカルエリアネットワークに
おいて通信を確立させる。音声端末に対するユーザの接近の判定は、無線ローカルエリア
ネットワークにおける移動体装置の通信の確立を含む。無線ローカルエリアネットワーク
における移動体装置の通信の確立は、移動体装置のＶｏＩＰサービスへの登録を含む。
【０００９】
　別の態様では、一般に、ネットワーク間信号送信の方法は、第１の無線ネットワークに
おいて登録されている第１の移動体装置の、第２の無線ネットワークにおける存在の判定
を含む。第１の無線ネットワークは第１のサービスプロバイダを有し、かつ、第２の無線
ネットワークは第２のサービスプロバイダを有する。第１の移動体装置は第２の無線ネッ
トワークにおいて第２のサービスプロバイダに登録される。第１の移動体装置は複数の電
話と関連付けられ、複数の電話のうちの少なくとも一部は第２の無線ネットワークにおい
て通信を行う。
【００１０】
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　次の特徴のうちの１つ以上が含まれてよい。第１の無線ネットワークにおいて受信され
る第１の移動体装置への呼は、一組の電話に通知される。第１の移動体装置が第２の無線
ネットワークにおいて通信を確立させるとき、第２の無線ネットワークにおける第１の移
動体装置の存在が判定される。第２の無線ネットワークにおける第１の装置の登録は、第
２のサービスプロバイダへの位置情報の提供を含む。位置情報は、ルーティング可能なイ
ンターネットプロトコルアドレス、ホスト名及びテキスト情報のうちの１つ以上を含む。
第１の移動体装置と一組の電話との関連付けは、第２の無線ネットワークにおいて第１の
移動体装置を登録するときに提供される情報によって判定される。第１の移動体装置と一
組の電話との関連付けは、第２のサービスプロバイダによって判定される。第１の移動体
装置と一組の電話との関連付けは、第２の無線ネットワークにおいてＩＰパケットの送信
元ＩＰアドレスを観察することによって判定される。複数の電話のうちの一部は第３のサ
ービスプロバイダを有する第３のネットワークにおいて通信を行う。例えば、第３のネッ
トワークはＰＳＴＮを含む。通知する工程は、関連付けられている電話全てへの警報、第
２のサービスプロバイダから電話への警報、及び第３のサービスプロバイダから電話への
警報のうちの１つ以上を含む。第１のサービスプロバイダ及び第２のサービスプロバイダ
は同じサービスプロバイダである。通知する工程は、移動体装置が話中のときの関連付け
られている電話への警報を含む。通知する工程は、独特なトーンによる関連付けられてい
る電話への警報を含む。通知する工程は、第１のサービスプロバイダによって実行される
。通知する工程は、第２のサービスプロバイダによって実行される。
【００１１】
　別の態様では、一般に、単一のアクセスネットワークにおいて装置の位置をトラッキン
グするという、セルラーネットワークにおけるホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）の
概念は、複数のアクセスネットワークにおいて装置又は装置（か加入者）の存在をトラッ
キングすることが可能であるように拡張される。この手法によって、特定のアクセスネッ
トワークへの呼の選択的な配信と、複数のアクセスネットワークへのメッセージトラフィ
ックの同時配信とが可能となる。
【００１２】
　別の態様では、一般に、呼配信をサポートする方法において、複数のアクセスネットワ
ークの各々からの加入者端末から、登録要求が受容される。これらのアクセスネットワー
クは、第１のアクセスネットワーク及び別の第２のアクセスネットワークを含む。第１の
アクセスネットワーク及び第２のアクセスネットワークにおける加入者端末の同時登録が
維持される。第１のアクセスネットワークにおいて加入者装置との通信を確立させる要求
は、システムによって処理される。この処理は、１つ以上のアクセスネットワークにおけ
る加入者端末との通信の選択的な確立を含む。
【００１３】
　次の特徴のうちの１つ以上が含まれてよい。第１のアクセスネットワークはセルラー電
話ネットワークを含み、第２のアクセスネットワークは、インターネットプロトコルベー
スのネットワーク等、データネットワークを含む。一般に、アクセスネットワークは、セ
ルラー電話ネットワーク、データネットワーク、インターネットプロトコルネットワーク
、ボイス・オーバＩＰネットワーク、セルラーデータネットワーク、無線データネットワ
ーク、有線データネットワーク及び短距離無線ネットワークのうちの１つ以上を含み得る
。登録要求の受容は、第１のアクセスネットワーク上の加入者端末からの登録要求の受信
と、加入者端末に対する修正した登録要求の第１のアクセスネットワークの登録装置への
送信とを含む。第１のアクセスネットワークに対するプロキシ登録装置は登録要求を受容
し、修正した要求を登録装置へ送信することが可能である。登録要求は、ホームロケーシ
ョンレジスタ等、ホーム登録装置への登録の登録の要求を含む。プロキシホームロケーシ
ョンレジスタは登録要求を受容し、修正した要求をホームロケーションレジスタへ送信す
ることが可能である。異なるアクセスネットワーク上の加入者端末は同じ装置（例えば、
マルチモード電話）であってもよく、異なる端末であってもよい。
【００１４】
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　別の態様では、一般に、電話セッションのハンドオフのための方法は、データ通信シス
テムを介する移動ユニットと電話システムとの間のアクティブな電話セッションの維持を
含む。データ通信システムを介してセッションを維持しているときに、電話システムに関
連付けられている無線システムに関連付けられている情報が判定される。判定される情報
によって、データ通信システムから無線システムへアクティブな電話セッションがハンド
オフされる。
【００１５】
　次の特徴のうちの１つ以上が含まれてよい。判定される情報は、無線システムの信号特
性を含むか、又は無線システムの無線チャネル情報（例えば、候補セルリスト、候補送信
チャネルリスト）を含む。電話システムはセルラー電話システムを含み、データ通信シス
テムは、インターネットプロトコル（ＩＰ）ネットワーク又は無線ローカルエリアネット
ワークなど、データネットワークを含む。データ通信ネットワークを介するセッションの
維持の前に、電話システムの無線システムを介して移動ユニットの間のアクティブな電話
セッションが維持される。無線チャネル情報は、無線システムを介して移動ユニットにて
受信される。移動ユニットと電話システムとの間の通信は、データ通信システムを介して
確立される。アクティブな電話セッションは、電話システムの無線システムからデータ通
信システムへハンドオフされる。移動ユニットは、セルラー電話システムの候補チャネル
リストを受信し、候補チャネルリストの各チャネルの信号強度特性を測定することが可能
である。移動ユニットと電話システムとの間の通信の確立の後、電話システムへ候補チャ
ネルリストが提供され、データネットワークから無線システムへのセッションのハンドオ
フの前に、電話システムから候補リストを受信する。
【００１６】
　別の態様では、一般に、移動ユニットはデータネットワークを介して第１の装置と接続
される。この移動ユニットは移動電話システムの無線ネットワークを介して通信可能であ
る。無線ネットワーク上で移動ユニットの存在をシミュレートする電話システムへ、第１
の装置から制御情報が提供される。制御情報は、例えば、信号特性、無線チャネル情報、
又は認証情報を含む。
【００１７】
　別の態様では、一般に、電話システムの無線システムと、電話システムへ接続されてい
るデータ通信システムとを介する、移動ユニットと電話システムとの間の通信は、同時に
維持される。無線システムを通じる移動ユニットとの通信に基づき信号特性が測定される
。また、データ通信システムを通じる移動ユニットとの通信に関連してシミュレートされ
る信号特性が算出される。シミュレートされる信号特性は電話システムへ提供される。信
号特性提供工程と、からなる方法。
【００１８】
　次の特徴のうちの１つ以上が含まれてよい。シミュレートされる信号特性と共に、測定
した信号特性が提供される。この手法は、提供した信号特性による移動ユニットと無線シ
ステム及びデータ通信システムのうちの一方との関連の制御を含む。シミュレートされる
信号特性の算出は、移動ユニットと無線システム及びデータ通信システムのうちの一方と
の関連に影響を与えるためのシミュレートされる特性の算出、例えば、移動ユニットとデ
ータ通信システムとの関連を制御するための測定した信号特性より優れているシミュレー
トされる信号特性の算出を含む。
【００１９】
　別の態様では、一般に、方法は、デュアルモード装置と電話システムとの間の電話シス
テム制御情報の通信と、電話システムとデータネットワークとの間のデュアルモード装置
のハンドオフの実行とを含む。電話制御情報は、データネットワーク通信プロトコルによ
りカプセル化されているデータネットワークを介して渡され、カプセル化されている電話
制御情報を用いてハンドオフが実行される。
【００２０】
　次の特徴のうちの１つ以上が含まれてよい。データネットワーク通信プロトコルは、セ
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ッション開始プロトコル（ＳＩＰ）等、セッション制御プロトコルを含む。電話システム
制御情報は、電話システム信号特性情報又は電話システム無線チャネル情報を含む。
【００２１】
　別の態様では、一般に、電話システム及びデータネットワークを介して通信を行うため
にデュアルモード装置が餅用いられる。この装置は、データネットワークを通じる通信セ
ッションを確立させるための構成要素を含むデータネットワーククライアントと、電話シ
ステムを通じる通信セッションを確立させるための構成要素を含む電話システムクライア
ントと、データネットワーククライアント及び電話システムクライアントへ接続されてお
り、データネットワーククライアントと電話システムクライアントとの間のアクティブな
通信セッションのハンドオフを可能とするサービスコントローラと、を備える。データネ
ットワーククライアントは、カプセル化されている電話システム制御情報の送信若しくは
受信又はその両方を行い、かつ、電話制御情報をサービスコントローラへ渡すように構成
され得る。電話制御情報は、セッション制御プロトコルメッセージによりカプセル化され
得る。
【００２２】
　他の態様では、コンピュータ可読媒体に記憶されているソフトウェアは、上述の任意の
態様の方法に関する全ての工程を処理システムに実施させるための命令を含む。
　他の態様では、電気通信システム構成要素は、上述の方法の工程を実行するように構成
される。
【００２３】
　態様は、次の利点のうちの１つ以上を有し得る。適切なデータネットワークに接近した
状態にあるユーザの存在の検出により、使用中でない無線ネットワークの無線送信機（又
は送受信機）を使用不能とすることによって、消費電力を低減し得る。適切なデータネッ
トワークに接近した状態にあるユーザの存在の自動的な検出により、呼を受信又は発呼す
るドメインをユーザが手動で選択する必要を回避する。データネットワークからの差し迫
った退出の検出によって、アクティブな呼をセルラーネットワークにハンドオフするのに
充分な時間が提供されることによって、呼の中断が回避され得る。移動ユニットの位置の
検出のために無線システム自体からの情報を用いて、別の無線システムを用いる必要を回
避することによって、送受信機の必要電力が低減される。移動ユニット上においてＲＦＩ
Ｄタグ等の受動装置を用いることによって、移動ユニットからの能動的な送信を必要とす
ることなく、ユーザの職場等、或る領域におけるユーザの検出が可能となる。移動ユニッ
トと、ハンドオフ及びローミングのうちの１つ以上を制御する装置との間でブルートゥー
ス対形成を用いることによって、存在検出において広範に利用可能な機構が提供される。
ユーザに接近した状態にある非移動装置に呼が配信されることによって、コスト、信号品
質、及びハンドセット操作性（例えば、快適さ）を含み得る側面において、潜在的に好適
な呼配信手法が提供される。セルラーネットワークの制御構成要素との厳密な統合が不要
な、セルラードメインとデータネットワーク（例えば、ＩＰ）ドメインとの間のハンドオ
フ及びローミングの機構を提供することによって、そのようなハンドオフ及びローミング
機能を提供するのに必要なコスト又は労力が低減される。セルラーネットワークのＨＬＲ
機能の修正を必要としないことは、統合の労力を低減することの具体的な一例である。同
様に、セルラーネットワークにおいて、装置（例えば、ＮＣＧ）と従来のＭＳＣとの間に
標準ＭＳＣ間信号送信が用いられることは、別の例である。加入者が実際にデータネット
ワーク上に存在するときにセルラー無線ネットワーク上において加入者の存在をシミュレ
ートすることによって、データネットワークを介して呼の配信を可能にしつつ、ほとんど
又は全く修正なしで、セルラーネットワークの動作が可能となる。加入者が、２つのアク
セスネットワークにおいて同時に登録されるとき、この手法では、例えば、セルラーアク
セスネットワーク上での再登録の試行によってトリガが行なわれた２つのネットワーク間
での“スラッシング”の振舞いを制限し得る。これによって、代替のアクセスネットワー
クを介して呼が配信されるとき、加入者携帯電話を切る必要が回避され得る。呼又はメッ
セージは最低コストによって複数のアクセスネットワークへのサービス又はサービスの分
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岐にルーティングされる。拡張されたＨＬＲ機能を利用するバージョンのシステムでは、
プロキシを利用してセルラーＨＬＲの全機能を実装する必要はない。プロキシを通過する
メッセージは修正され得るが、基本的なＨＬＲ機能は、本来備わっているセルラーＨＬＲ
に残る。
【００２４】
　１　システムアーキテクチャ
　図１において、通信システム１００は、携帯電話１０１（以下、全般的に区別なく、“
移動局（ＭＳ）”、“加入者ユニット”、及び“ユーザ設備（ＵＥ）”とも呼ぶ）を用い
て、電話通信をサポートする。幾つかのこれらの電話（以下、全般的に、“デュアルモー
ド電話”又は“ＷｉＦｏｎｅ”と呼ぶ）は、少なくとも２つの手法、即ち、セルラー電話
手法及び無線ローカルネットワーク（ＷＬＡＮ）１２２等を介した無線データネットワー
ク手法を用いて、通信を行うことが可能である。ＷＬＡＮ　１２２を用いて、通信を行う
機能によって、電話ユーザ（“加入者”）は、例えば、それらの位置又は適切なＷＬＡＮ
への接近に応じて、幾つかの呼をＷＬＡＮ　１２２を介してルーティングでき、また、他
の呼をセルラー電話ネットワークの無線リンクを介してルーティングし得る。本システム
の少なくとも幾つかの実施形態において、アクティブな呼は、セルラー無線ネットワーク
と無線データネットワークとの間において、呼を乱すことなくハンドオフし得る。
【００２５】
　また、本システムは、データネットワーク上の装置を通じて、ユーザがそのような装置
の近くにいる場合、携帯電話ユーザとの通信をサポートする。例えば、ユーザが、適切な
ＷＬＡＮの近くにいる場合、ユーザは、例えば、ＷＬＡＮ　１２２上において、パーソナ
ルコンピュータを用いて（即ち、同様な意味合いで、有線ＬＡＮを通じて）、又はローカ
ルネットワーク上において、アナログ電話アダプタを通じて接続されたアナログ電話、ユ
ーザのパーソナルコンピュータ上のソフトウェアベースのＶｏＩＰ電話、若しくは専用の
ＶｏＩＰ机上電話等、何らかの他の装置に対して呼を受信又は発呼し得る。この機能によ
って、加入者の携帯電話になされた呼は、セルラー電話無線ネットワークを介してルーテ
ィングされるよりもむしろ又はそれに加えて、ローカルエリアネットワークを介してルー
ティングし得る。
【００２６】
　システム１００のバージョンは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）技術及び移動性管理用
のＩＳ－４１標準、及びＧＳＭ　ＭＡＰ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐａ
ｒｔ）を利用しＩＳ－４１と同様な機能を提供する移動通信用地球規模システム（ＧＳＭ
）手法を利用するＥＩＡ／ＴＩＡ　ＩＳ－９５デジタルセルラーシステムが含まれるセル
ラー電話手法と互換性がある。ＣＤＭＡ及びＧＳＭ電話システムの場合、更に詳細に後述
するように、本システムに用いられる一般的な手法は、同様であるが、それらの電話シス
テム用の特定の特性及び信号送信方法に適合されている。本システムの構成要素間におけ
る通信は、米国規格協会セクション４１（ＡＮＳＩ－４１）及びセクション７２１（統合
サービスユーザ部）及び欧州電話規格協会（ＥＴＳＩ）地球規模システム移動性（ＧＳＭ
）セクションに定義された通信プロトコルによって成し得る。本システムの代替のバージ
ョンは、他のセルラー又は非セルラー無線又は有線電話手法（例えば、北米ＴＤＭＡ、Ｐ
ＣＳ、衛星）にも用い得る。少なくとも幾つかの実施形態において、セルラー電話ネット
ワークとデータネットワークとの間のインタフェースを提供する設備は、セルラー電話ネ
ットワークの従来の構成要素をエミュレートする及び／又はセルラー電話ネットワーク内
において用いられる標準信号送信手法を用い、これによって、データネットワークを介し
てサービスを提供するためにセルラー電話ネットワークの変更又は改造を必要としない。
【００２７】
　システム１００のバージョンは、無線イーサネット（登録商標）（例えば、ＩＥＥＥ８
０２．１１（ｂ））を用いる無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）手法と互換性
がある。無線イーサネットは、広く配備された無線ネットワーキングプラットホームとし
て継続的に出現している。多くのプライベートＷＬＡＮや公的にアクセス可能なＷＬＡＮ
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が、例えば、会社によって従業員の用途のために配備され、また、民間及び公共の企業（
例えば、空港及び喫茶店）によってそれらの顧客及びユーザの用途のために配備されてき
ている。多くの携帯電話製造業者が、セルラー通信用のアンテナ及び電子機器回路に加え
て、８０２．１１無線アンテナ及び関連する電子機器回路をそれらの電話に備えたり据え
付けたりしようと計画している。携帯電話１０１には、システム１００と共に機能するた
めの適切なソフトウェア及び／又はハードウェア構成を備えたそのような電話を含み得る
。他の選択肢としての無線ローカルネットワーク手法には、ブルートゥース（登録商標）
及び、産業科学医療（ＩＳＭ）帯域の周波数若しくはいずれか他の適切な帯域、パブリッ
ク若しくはプライベートの、又は赤外線データ通信協会（ＩｒＤＡ）仕様を利用する手法
が含まれる。
【００２８】
　デュアルモデル携帯電話１０１がＷＬＡＮ　１２２を通じて接続される場合、携帯電話
１０１との間の音声及びデータ通信は、好適には、インターネットプロトコル（ＩＰ）を
用いて、ボイス・オーバＩＰ（ＶｏＩＰ）プロトコルを用いる音声トラフィック及び関連
する制御データと共に、ＷＬＡＮ　１２２を介して渡される。ＷＬＡＮは、パブリックな
インターネットを介するなど、ＩＰネットワーク１０３を介して、システム構成要素１２
４に接続される。更に後述するように、システム構成要素１２４は、セルラーとＩＰベー
スの通信ドメインとの間におけるローミング及び呼ハンドオフの機能をサポートする。シ
ステム構成要素１２４は、一括して“ネットワーク収束ゲートウェイ”（ＮＣＧ）と称す
る。同様に、ユーザのパーソナルコンピュータ１０１ａが、ユーザの携帯電話の代わりに
、呼の受信及び発呼を行うように構成されている場合（即ち、単一モードの電話）、音声
トラフィックは、ＩＰネットワーク１０３を介して、コンピュータとシステム構成要素１
２４との間を通過する。
【００２９】
　ＩＰネットワーク１０３は、例えば、パブリック又はプライベートネットワーク、専用
の通信リンク、又は仮想プライベートネットワークを利用し得る。ＷＬＡＮ　１２２とシ
ステム構成要素１２４との間のネットワーク通信は、インターネット技術標準化委員会（
ＩＥＴＦ）ＲＦＣ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　Ｃｏｍｍｅｎｔｓ）１２０（ＴＣＰ／ＩＰ
）、ケーブル経由データシステムインタフェース仕様（ＤＯＣＳＩＳ）、非同期転送モー
ド（ＡＴＭ）、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、又は固定無線システムを用いて行い得る
。データネットワークには、パケット交換データネットワークを含み得る。通信が通過す
るこのデータネットワークには、パブリックなインターネット等のパブリックネットワー
クを含んだりしてよく、あるいは、携帯電話事業者によって運用又は用いられるデータネ
ットワーク等のプライベートネットワークであったりしてよい。また、パブリック及びプ
ライベートネットワークの組合せを用いて、例えば、パブリックネットワークを介して装
置とプライベートネットワークとの間で通信をセキュリティ保護された状態で通過させる
ことによって、デュアルモード電話又はユーザ構内装置にプライベートデータネットワー
ク上の仮想の存在を提供し得る。
【００３０】
　図１において、通信システム１００には、携帯電話システム及び／又はＷＬＡＮに従来
用いられる複数の構成要素が含まれる。従来のホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）１
０７及び従来の移動交換局（ＭＳＣ）１０８は、移動体信号送信ネットワーク１０６に接
続され、これによって、ＨＬＲ　１０７及びＭＳＣ　１０８は、データを交信し得る。図
１は、２つのＭＳＣ　１０８（ＭＳＣ１）及び１０９（ＭＳＣ２）を示す。以下、指定さ
れた場合を除き、これらは、同じであり、また、ＭＳＣ１の議論は、ＭＳＣ２にも該当す
る。
【００３１】
　ＨＬＲ　１０７には、加入者ユニットに関する情報を保持するデータベースが含まれる
が、これらの加入者ユニットは、それらのホーム交換機としてＭＳＣ　１０８に割り当て
られる。ＨＬＲの通常の実装は、広い地理的な位置からの加入者プロファイルを組み合わ
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せる。例えば、１つの電気通信事業者は、米国の西海岸全体用の単一のＨＬＲを有する。
ＨＬＲは、呼配信の目的のために加入者プロファイル記録を含むが、通常又は必ずしも課
金情報を保持していない。ＨＬＲは、ＭＳＣ、ユーザグループ、及び電気通信事業者から
独立しており、また、通常、競争相手によって共有されない。
【００３２】
　加入者ユニット１０１は、加入者ユニットと、従来の携帯電話方法を用いてセルの有効
範囲を提供する基地局アンテナ（例えば、アンテナ１１０）との間の無線リンクを介して
、ＭＳＣ　１０８との無線通信が可能である。加入者ユニット１０１が、オンされ、ＭＳ
Ｃ　１０８に登録しようとする場合、ＭＳＣは、従来のやり方で加入者ユニット１０１用
の現在の構成データをＨＬＲ　１０７から読み出す。構成データには、呼制約、呼転送機
能、メッセージ待機インジケータ、及び認可等を含み得る。ＨＬＲ　１０７から読み出さ
れた加入者ユニット１０１用の構成データは、従来のビジター位置レジスタ（ＶＬＲ）１
２８に記憶されるが、これは、ＭＳＣ　１０８に配置された、若しくは、それに関連付け
られたデータベースである。ＶＬＲ　１２８のデータは、ＨＬＲ　１０７中のデータの一
部である。一旦、ＭＳＣ　１０８が、ＶＬＲに記憶された加入者ユニット１０１用の構成
データを有すると、ＭＳＣ　１０８は、従来の方法によって、ＭＳＣによって制御される
既存のセルラー無線アンテナ１１０，１１１を介して、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）（図
示せず）を通じて、加入者ユニット１０１を被呼者に接続し得る。更に、ＭＳＣ　１０８
は、従来のやり方で、加入者ユニット１０１により近い可能性がある一組のアンテナ１１
２を備えた他のＭＳＣ　１０９を介して、ＰＳＴＮから加入者ユニット１０１に着信呼を
ルーティングし得る。
【００３３】
　ＷＬＡＮ　１２２において、デュアルモード加入者ユニット１０１は、加入者ユニット
における低電力送受信機を用いて、１つ又は複数のアクセスポイント１０２との無線通信
が可能である。アクセスポイント１０２には、アンテナ並びに他の電子機器回路及びソフ
トウェアが含まれる。アクセスポイント１０２は、標準セルラー周波数以外の周波数で動
作するなどして、それらの周波数のセルラー通信と干渉しない。上述したように、アクセ
スポイントは、好適には、インターネット上で、ボイス・オーバＩＰ（ＶｏＩＰ）を用い
て、パケット交換ネットワークを介して、有線電話ネットワーク（並びに無線電話ネット
ワーク及び他の通信システム）へのリンクを提供する。同様に、パーソナルコンピュータ
１０１ａは、電話機能を実装し、これによって、コンピュータは、ＩＰネットワークを介
してＶｏＩＰ呼を発信及び受信し得る。
【００３４】
　異なるバージョンの本システムは、デュアルモード電話のみ、ユーザがＩＰドメインに
おいて通信を行うための他のＶｏＩＰ装置と共に単一モード電話のみ、又は、何人かのユ
ーザがデュアルモード電話を有し、何人かのユーザが別個のＶｏＩＰ装置を有し、また、
何人かのユーザが双方を有する状態での双方の組合せをサポートし得る。
【００３５】
　アクセスポイントは、通常、電話電気通信事業者以外の個人の当事者によって所有され
る。個人の当事者は、通常、インターネットへ自分自身を接続する。この意味において、
そのようなアクセスポイントは、プライベートドメイン内にある。また、アクセスポイン
トは、例えば、アクセスポイントが、パブリック領域にサービスを提供する場合、又は、
それが電気通信事業者によって提供され、顧客の構内で用いられる場合、電話電気通信事
業者によって所有又は運用し得る。
【００３６】
　通信システム１００の従来の携帯電話及びＷＬＡＮ構成要素に加えて、複数の追加の構
成要素１２４が、携帯電話とＷＬＡＮドメインとの間におけるローミング及び呼ハンドオ
フに関連した機能をサポートする。これらの追加のシステム構成要素は、関連した加入者
ユニット１０１に電話サービスを提供して、アクセスポイント１０２を通じて通信を行う
ために用いられる音声信号経路及び呼制御信号経路の双方を提供する。
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【００３７】
　アクセスポイント１０２は、加入者ユニットとサービス制御ポイント（ＳＣＰ）１０４
との間で呼制御信号を渡す。即ち、アクセスポイントは、必ずしも加入者ユニットとＩＰ
ネットワークとの間におけるＩＰパケットの転送を超えてサービスを提供するとは限らな
い。サービス制御ポイント（ＳＣＰ）１０４は、呼配信及びハンドオフサービスに一体化
して含まれる。ＳＣＰ　１０４には、加入者の移動ユニットが接続し得るアクセスポイン
トの識別を含む全ての加入者に関する情報を備えたデータベースが含まれる。ＳＣＰ　１
０４は、移動体信号送信ネットワーク１０６に接続されるが、これは、ＡＮＳＩ－４１又
は全地球的システム移動（ＧＳＭ）ネットワーク又は移動通信装置用のいずれか他の信号
送信ネットワークを用いる既存の信号送信システム７（ＳＳ７）ネットワークであってよ
い。更に後述するように、ＳＣＰは、必ずしも移動ネットワークの従来の構成要素（例え
ば、ＨＬＲ、ＭＳＣ）の修正を必要とすることなく移動体信号送信ネットワークに参加す
る。ＳＣＰ　１０４は、好適には、冗長な耐故障性設備を用いて、例えば、冗長な一対の
プロセッサを用いて実現される。ＳＣＰは、アクセスポイントシステムの使用に関係する
ため、加入者プロファイルを保持し課金データを維持する。
【００３８】
　移動体－インターネットゲートウェイ（ＭＩＧ）１０５は、アクセスポイント１０２と
電話システムとの間を通過する音声情報に信号経路を提供する。ＭＩＧ　１０５は、回線
交換信号とインターネットプロトコル（ＩＰ）パケットとの間の変換を行う。ＭＩＧ　１
０５は、基幹接続を通じて又はＰＳＴＮ（図１には示さず）を介した交換電話接続を通じ
て、１つ又は複数のＭＳＣを接続する。ＭＩＧ　１０５は、アクセスポイント１０２を通
じて生じる呼をＰＳＴＮに接続し、また、ＰＳＴＮから呼を受信して、アクセスポイント
１０２を通じて加入者ユニット１０１に配信し得る。随意では、ＭＩＧ　１０５は幹線（
図示せず）を通じて、又はこれらのＭＳＣとＮＣＧ　１２４との間の呼ハンドオフにおい
て音声情報を中継するために用い得る他の予め確立された音声回線を通じて、１つ又は複
数のＭＳＣ（例えば、ＭＳＣ　１０８，１０９）に接続される。
【００３９】
　移動体－インターネットゲートウェイ（ＭＩＧ）１０５は、ＩＰネットワーク１０３を
介してＳＣＰ　１０４に接続される。この接続によって、ＭＩＧ　１０５は、ＳＣＰ　１
０４とデータを交信し得る。また、ＭＩＧ　１０５は、統合サービスユーザ部（ＩＳＵＰ
）信号送信ネットワークシステム（図示せず）に接続される。ＩＳＵＰは、通常の有線中
央局が現在用いるＳＳ７上のコンピュータプログラムのアプリケーション層である。ＩＳ
ＵＰアプリケーションによって、ＭＩＧ　１０５は、回線ベースの電話呼をＭＳＣ　１０
８との間で送信し得る。ＭＩＧ　１０５は、ＩＰネットワーク１０３に接続されているこ
とから、Ｈ．３２３、ＳＩＰ又はＭＧＣＰ等の既知のプロトコルによって、パケットベー
スの電話呼をインターネットネットワーク１０３と交信し得る。
【００４０】
　加入者ユニット１０１がオンされ、アクセスポイント１０２を介してＳＣＰ　１０４に
登録しようとすると又はＶｏＩＰ装置１０１ａが登録しようとすると、ＳＣＰは、従来の
やり方で、標準の信号送信手法を用いて、加入者ユニット１０１用の現在の構成データを
ＨＬＲ　１０７から受信する。構成データには、呼制約、呼転送機能、メッセージ待機イ
ンジケータ、認可等を含み得る。加入者ユニット１０１用の構成データは、ＶＬＲ　１２
４に記憶されるが、これは、ＳＣＰ　１０４に配置又は関連付けられたデータベースであ
る。一旦、ＳＣＰ　１０４が、ＶＬＲに記憶された加入者ユニット１０１用の構成データ
を有すると、ＳＣＰ　１０４は、移動ネットワーク内において制御情報を交信する従来の
方法を用いることによって、アクセスポイント１０２をセッション中の呼に接続したり又
はＭＩＧ　１０５を介してＭＳＣ　１０８及びＩＰネットワーク１０３にセッション中の
呼をハンドオフしたりできる。
【００４１】
　ＳＣＰ　１０４には、移動ネットワークとパケットネットワークとの間に呼配信サービ
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スを提供する適切な機能を備えたソフトウェアが含まれる。ＳＣＰ　１０４における呼ハ
ンドオフ機能を取り扱うソフトウェアモジュールは、本明細書においてアクセス調停モジ
ュールと称する。この機能は、既存のＳＣＰ無線電話サービス設備にインストールしたり
、又は、この目的のために特別に準備されたスタンドアローンのコンピュータに含んだり
できる。アクセス調停モジュールは、様々な地理的位置に存在する複数の従来のＭＳＣ及
びＨＬＲを含む既存の電話交換システムと共に動作して、費用効率の高い方法で広い領域
に渡って適切な機能を提供し得る。ＭＳＣ　１０８は、ＭＳＣの地理的な範囲内にある移
動加入者ユニット１０１と、呼がユニットとの間で行われる時、通信を行う。呼ハンドオ
フは、どこでアクセスポイントがパケット交換ネットワークに接続されようが、任意のア
クセスポイントに対して行い得るが、これは、一般的に、そのようなネットワーク上には
、地理的な制限がないためである。１０７等の既存のＨＬＲ及び１０４等の修正ＳＣＰは
、各々、各加入者用のデータベースを含み、各加入者は、特定のＨＬＲ及び特定のＳＣＰ
に予め割り当てられる。
【００４２】
　本システムに用いられる各通信プロトコルは、電気通信装置間において交信される一連
の命令、応答、及び関連データを定義するが、この場合、命令及び応答には、関連データ
を含み得る。この通信の形態は、命令（機能を実施せよという装置間要求）、応答（命令
に対する返信であり、要求された機能が完了していることを伝える）、及びパラメータ（
命令又は応答内において伝達し得るデータ、また、特定の動作又はトリガを示す）に概ね
分けられる。動作は、実施し得る機能であり、他方、トリガは、動作を開始する状態フラ
グを表す。ＭＳＣ、ＨＬＲ、従来のサービス制御ポイント、及び標準ＡＮＳＩ－４１、Ｇ
ＳＭ、ＤＯＣＳＩＳ、及びＴＣＰ／ＩＰは、電気通信業界の当業者には公知であり、それ
らの全体的な特性については、ここで更に説明しない。
【００４３】
　２．ＩＰドメイン付近での存在の検出
　ＩＰドメインを介して電話サービスを提供するために、システム１００は、セルラー無
線ネットワークを用いるよりもむしろＩＰネットワークを用いて加入者と通信を行い得る
領域にいつ加入者ユニット１０１があるか検出する１つ又は複数の手法を利用する。デュ
アルモード電話の場合、ＩＰネットワークは、電話が適切なアクセスポイント１２２の近
くにある場合に用い得る。一般的に、或るＷＬＡＮ及びそれらのアクセスポイントだけが
、加入者ユニットに電話サービスを提供するための候補である。即ち、必ずしも全てのＷ
ＬＡＮが、加入者ユニットに電話接続（例えば、呼発信及び呼配信）を提供するように構
成されるものではない。電話以外の種類のＶｏＩＰ装置を通した通信の場合、ＩＰネット
ワークは、加入者ユニット（及び加入者）が、加入者のパーソナルコンピュータ等の適切
なＶｏＩＰ装置の近くにいる場合に用い得る。
【００４４】
　デュアルモード加入者ユニット１０１は、一般的に、セルラーシステムを介して、並び
に、ＷＬＡＮを介して同時に通信を行う機能を有するが、多くの理由のため、好適には、
一度に一方又は他方の種類の通信だけを可能とする。
【００４５】
　第１の問題は、電話のＷＬＡＮアンテナが無線アクセスポイントの近くにない場合、電
話のＷＬＡＮ送受信機を使用可能とすると、アクセスポイントを検索して、少なくともユ
ニットのバッテリのある程度の追加電力が消費されることである。同様に、ユニットがＷ
ＬＡＮを通じてシステムに接続される場合、セルラー送受信機を使用可能とすると、少な
くともある程度の追加電力が消費される。
【００４６】
　第２の問題は、従来の携帯電話手順により装置のセルラー無線がオンされたままである
と、ユニットはセルラー無線ネットワークを介して定期的に登録を継続することである。
また、後述するように、システムは、プライベートドメインネットワークを介して定期的
に継続して登録しようとする。これらの登録によって、プライベートドメインネットワー
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クとセルラー無線ネットワークとの間において、登録のスラッシングが生じる。そのよう
なスラッシングを緩和する手法について、本明細書において後述する。
【００４７】
　デュアルモード電話の場合及び別個のＶｏＩＰ装置を使用する場合の双方において、他
の問題は、ユーザが、どのネットワークを介して呼がルーティングされるか選択する必要
のないことが、又は、システムによってなされる選択を意識する必要さえないことが好ま
しいことである。むしろ、電話又はシステムは、どのネットワークが存在しているか、ま
た、どのネットワークを通じて、呼がルーティングされるべきか検出することが可能であ
る。
【００４８】
　加入者ユニットのＷＬＡＮインタフェース又は別個のＶｏＩＰ装置が動作状態である時
の制御処理の複数の手法については、後述する。１つの種類の手法において、電話とは別
の装置は、電話がプライベートＩＰドメインに近づいているかどうか判定する。電話がア
クセスポイントの近くにあると装置が判定すると、電話又は他のＶｏＩＰ装置へのＩＰ接
続が確立される。デュアルモード電話の場合、ＶｏＩＰ接続を確立するために、電話は、
（例えば、セルラー無線を介して）システムによって、そのＷＬＡＮインタフェースの電
源投入を行うように指示される。そして、電話が、プライベートドメインを介して、それ
自体を登録し、ＷＬＡＮを介して、電話ネットワークへの接続を正常に確立すれば、且つ
、確立した場合、電話は、そのセルラー送受信機の電源を切る。他の種類のＶｏＩＰ装置
の場合、その装置とのＩＰ接続の確立は、ＩＰネットワークを介して、データ通信を用い
て実行される。
【００４９】
　他の種類の手法において、電話それ自体は、アクセスポイントの近くにあると判定し、
それ自体への又は加入者にサービスを提供する他のＶｏＩＰ装置へのＩＰ接続の確立を開
始する。
【００５０】
　後述する少なくとも幾つかの手法は、セルラードメインとＩＰドメインとの間の移行に
対して、呼がアクティブである（即ち、呼ハンドオフ）時と、電話がアクティブな呼に関
与しない（即ち、ドメイン間のローミング）時との双方において、適用可能である。アク
ティブな呼のハンドオフは、デュアルモード電話に適用可能であり、単一モード携帯電話
と他のＶｏＩＰ装置との間において、必ずしも実現可能であるとは限らない。
【００５１】
　２．１　連続監視
　１つの手法において、アクセスポイント１０２及びデュアルモード電話１０１は、単一
の通信プロセスを用いて、携帯電話の接近の検出と、登録、ハンドオフ、データ及び音声
通信の取扱いとの双方を行う。即ち、電話のＷＬＡＮインタフェースの電源断の様々な優
位点にもかかわらず、電話は、連続的に又は繰り返しアクセスポイントからの送信を検出
しようとしたり、アクセスポイントと通信しようとしたりして、電話システムへのアクセ
スを提供し得る適切なアクセスポイントとの接続をいつ正常に確立するか判定する。
【００５２】
　２．２　ユーザ命令
　他の手法において、ユーザは、（即ち、手動、音声）入力を電話に提供して、候補アク
セスポイントに近い又は近い可能性があることを示す。デュアルモード電話の場合、この
入力に基づき、電話は、ＷＬＡＮインタフェースを始動し、そのインタフェースを介して
電話システムへの接続を確立しようとする。同様に、ユーザが、まさにＷＬＡＮの近くか
ら離れようとしている場合、ユーザは、電話に入力し、電話は、再選択を開始し、セルラ
ーシステムに再度ハンドオフする。ユーザのパーソナルコンピュータ等の別個のＶｏＩＰ
装置と共に用いられる単一モード電話の場合、ユーザの手動入力は、セルラーネットワー
クを通じて、ＳＣＰ及び／又はＶｏＩＰ装置に伝達される。
【００５３】
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　ユーザ命令を利用する他の手法において、電話は、適切なＷＬＡＮアクセスポイントに
近いこと又は近い可能性があることを示す情報を有し、また、一旦、加入者ユニットがプ
ライベートドメインネットワークに入ったこと又はそこから離れたことをシステムが検出
すると、電話は、ユーザが自分の存在状態を変更するように促す。このような促進は、様
々な異なるやり方で達成し得る。第１のやり方は、システムが、ユーザに対する問い合わ
せを備えた短いメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージを電話に送り、ユーザが呼を受
信したい一次装置がどの装置であるか、ユーザが変更したい場合、ユーザに尋ねることで
ある。ユーザを促す他のやり方は、システムが、新しい位置にいるユーザに実際の呼を行
い、ユーザがＰＩＮコードを入力するように、又は、システム上の音声認識ソフトウェア
によって変換される音声命令をユーザが話すように依頼することである。このＰＩＮ又は
音声命令の効果は、ユーザが自分の位置を変更したいことや自分が呼を受信したい装置を
変更したいことを確認することである。
【００５４】
　２．３　加入者ユニットによる位置検知
　他の種類の手法において、加入者ユニット１０１は、その地理的な位置を決定し、この
位置に基づき、ＩＰドメインへの移行を行うプロセスを起動すべきかどうか判定する。デ
ュアルモード電話の場合、電話は、そのＷＬＡＮインタフェースを始動して、適切なＷＬ
ＡＮを通じて、電話システムへの接続を潜在的に確立する。単一モード電話の場合、電話
は、メッセージをシステムに送り、ユニットの位置に関してそれに通知し、これによって
、ＩＰドメインへの移行を起動し得る。手法が異なると、利用する決定対象の地理的な位
置の精度が異なる。幾つかの手法の場合、精度は、電話が、特定のＷＬＡＮの範囲である
かどうか識別できないようなものである。しかしながら、電話が全ての候補ＷＬＡＮの範
囲外にあると判定できることによって、電話は、時として、ＷＬＡＮインタフェースを使
用不可にして、ＩＰドメインを通したその潜在的な接続を制限することなく、消費電力を
低減し得る。
【００５５】
　２．３．１　セルラーシグネチャ
　セルラーネットワーク上で動作中、確立された移動電話システムの特徴を用いると、加
入者の携帯電話は、セルサイトクラスタ識別、又は携帯電話を取り囲むセルサイトに特徴
的な“推論（ｉｎｆｅｒｅｎｃｅ）シグネチャ”を定期的に検出する。加入者ユニット１
０１のセルラー無線は、サービング基地局から候補セルリストを定期的に受信する。この
リストは、電話が潜在的にそれを通じて通信を行い得るセルを識別し、これによって、比
較的粗いユニットの位置の表示を提供する。リストが更新される度に、加入者ユニットは
、リストの登録項目を候補ＷＬＡＮに関連する記憶された値と比較する。リストは、候補
ＷＬＡＮサイトの近くに潜在的にあるかどうか電話が判定できるようにするセルラー無線
環境の“シグネチャ”を提供する。
【００５６】
　候補ＷＬＡＮの記憶された“シグネチャ”は、電話のユーザによって、彼らが自分の呼
をプライベートドメインネットワークを通じてルーティングされたいと思う領域に入る直
前に、彼らがいる各セルサイト及びセクタの１回限りの“スナップショット”を手動で定
期的に取ることによって決定される。他の選択肢として、シグネチャは、システムによっ
て、例えば、各候補ＷＬＡＮサイトにおけるサイト調査に基づき、電話に提供し得る。
【００５７】
　ユーザのデュアルモード電話内のソフトウェアは、アンテナが、アクセスポイントを通
じてプライベートドメインネットワークとの接続を試行し得るように、電話に対して、以
前選択されたセルサイト及びセクタにそれが入る度に、ＷＬＡＮ送受信機の電源投入を指
示する。電話は、ユーザによって以前提供された情報から、プライベートドメインネット
ワークアクセスポイントが近いことを推論するため、それがＩＰドメインアクセスポイン
トに近づいていることを演繹できる。一旦、電話が、アクセスポイントを通じてプライベ
ートドメインネットワークとの関連を生成し、電話システムに正常に登録すると、セルラ
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ーアンテナは、電源が切断され、電話がＷＬＡＮを離れることになるまでオンに戻されな
い。
【００５８】
　８０２．１１アンテナが電源投入するセルサイトをユーザに予め選択させる１つの利点
は、アンテナが継続的に電源オンされるならば、電話は、それが通過したどのようなプラ
イベートドメインアクセスポイントにでもそれ自体を接続し得ることである。ユーザは、
そのプライベートドメインネットワークを使用できない（例えば、そのプロバイダとのロ
ーミング契約がない）かもしれないため、又は、そのアクセスポイントを介した呼の品質
を制御できないかもしれないため、通過するいずれのアクセスポイントにも接続したくな
い場合がある。理由が何であれ、ユーザは、一般的に、予め選択されたアクセスポイント
上で自分の設備の登録だけを望み、この手法によって、ユーザは、どのアクセスポイント
上で登録すべきか、また、どれを無視すべきか電話に命令し得る。また、一旦、ユーザが
、８０２．１１アンテナを電源投入したい領域を選択すると、ユーザのこの処理への関与
は終了し、この時点以降、電話が全ての仕事を行い得る。
【００５９】
　この手法の他の選択肢としてのバージョンにおいて、より細かい粒度の“シグネチャ”
を用いて、位置を決定し得る。例えば、電話において検知された無線電力レベルは、更に
高精度の位置及びその関連する候補ＷＬＡＮを決定するために用い得る。
【００６０】
　２．３．２　ＧＰＳ
　益々、携帯電話には、例えば、全地球測位システム（ＧＰＳ）に基づく正確な位置決定
モジュールが含まれる。電話のＧＰＳ無線は、ＧＰＳ衛星信号を受信し、これらは、緯度
、経度、及び標高を決定するために用いられる。これらのＧＰＳパラメータが更新される
度に、電話は、ＧＰＳパラメータの登録項目と候補ＷＬＡＮに関連する記憶された値を比
較する。比較によって、電話がアクセスポイントの近くにあることが示される場合、電話
は、ＷｉＦｉ無線を始動して、実際の走査を開始し得る。
【００６１】
　シグネチャ手法の場合のように、候補ＷＬＡＮのＧＰＳ位置は、ユーザがスナップショ
ットを取ることによって又はシステムがその位置を電話にダウンロードすることによって
決定し得る。
【００６２】
　ＧＰＳの精度のために、この手法は、デュアルモード電話並びに単一モード電話双方に
用い得るが、この場合、適切なＶｏＩＰ装置へのその接近は、電話によって検出され、ま
た、電話は、呼配信用のＶｏＩＰ装置をシステムに選択させる命令を送る。
【００６３】
　２．４　接近検出
　他の種類の手法において、ＷＬＡＮ（又はＶｏＩＰ装置）に関連付けられた装置は、電
話の存在を検出し、この検出に基づき、セルラードメインよりもむしろＩＰドメインの使
用への移行を開始する。デュアルモード電話の場合、電話は、その接近に関して通知され
、そのＷｉＦｉ無線の電源投入を行い得る。単一モード電話及び別個のＶｏＩＰ装置の場
合、電話の存在の検出によって、必ずしも明示的に移行に関して電話に通知することなく
、電話通信のためにＩＰドメインの使用が開始される。この手法の特定のバージョンは、
検出手法、及び電話がその接近に関して通知されるやり方（もしあれば）が異なる。
【００６４】
　２．４．１　ＲＦＩＤ
　接近検出の１つの手法において、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）タグは、電話のどこかに
埋め込まれ、登録情報（例えば、電話番号）は、ＲＦＩＤタグ内に記憶される。ＲＦＩＤ
タグは、如何なるバッテリ電力も必要とせず、また、能動的にデータを送信しない受動装
置である。これらは、ＲＦＩＤリーダからの電磁気信号を受信し、その磁界に含まれるエ
ネルギを用いて、タグ内に記憶された情報をリーダに送り返す。そして、リーダは、その
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電話用の登録情報をＳＣＰに送り、加入者をプライベートドメインネットワーク上で登録
する。電話から独立しているＶｏＩＰ装置の場合、装置は、システムに登録される。デュ
アルモード電話の場合、電話は、従来のセルラーシステムを介して、その接近に関して通
知され、そして、電話は、登録手順を開始する。
【００６５】
　ＲＦＩＤタグは、情報をほとんど保持せず、また、パワーを有しないことから、ＲＦＩ
Ｄリーダは、タグに記憶された情報を受信するには、ＲＦＩＤタグの約３０ｃｍ～約６０
ｃｍ（１～２フィート）以内にあるべきであり、遠くても約１５０ｃｍ（５フィート）の
範囲までである。従って、ユーザが、自分の呼用の無線アクセスポイントを用いようと計
画している各位置の出入口周辺にＲＦＩＤリーダを据え付けることは、好適である。ＷＬ
ＡＮのユーザ又は所有者／管理者は、ユーザが使用するアクセスポイントがあればどこに
でもＲＦＩＤリーダを配置する。一旦、電話がＲＦＩＤリーダ付近を通過すると、リーダ
は、電話が、領域（例えば、それらの職場）に入ったことについてシステムに通知し、プ
ライベートドメインネットワーク上でユーザの登録を開始する。幾つかの一般的な場合、
ＲＦＩＤリーダは、ユーザの職場のドアや自分の家のドア周辺に据え付けられる。また、
ＲＦＩＤリーダは、机上に配置したり、ＲＦＩＤタグからの信号を受信して、そのように
情報を送信する電話を配置し得る何らかの種類のパッドに配置したりできる。
【００６６】
　図２と、図３の検出プロセス３５０とにおいて、ＲＦＩＤタグ３０１が埋め込まれたデ
ュアルモード電話１０１が、ＲＦＩＤリーダ３０２を通過する場合、ＲＦＩＤリーダは、
コンピュータ３０３（又は他の有線又は無線通信装置）に電話の登録情報を送信する（ス
テップ３５２）。そして、コンピュータは、ＩＰネットワーク１０３を介して、アクセス
ポイント１０２を通じて、その情報並びにユーザの位置をＮＣＧ　１２４のＳＣＰ　１０
４に伝達する。そして、ＳＣＰは、ＷＬＡＮへのその接近に関して電話に通知する（ステ
ップ３５４）。電話は、そのＷＬＡＮ送受信機を起動し、ＷＬＡＮに加わり、ＳＣＰにア
クセスし、登録を完了しようとする（ステップ３５６）。電話が、正常にＷＬＡＮに加わ
り、ＳＣＰがその電話を登録すると（ステップ３５８）、ＳＣＰは、ユーザが自分の現在
の位置において呼を受信するように選択したどの装置に対しても全ての呼をそのユーザに
ルーティングする。そうでない場合、電話は、セルラードメインに留まる。
【００６７】
　２．４．２　ブルートゥース／ジグビー
　他の手法において、電話は、必ずしもＷＬＡＮを介した音声通信に用いられるとは限ら
ない低電力無線機を有する。例えば、電話は、ブルートゥース又はジグビー無線機を有し
得る。ＷＬＡＮサイトにおいて、ＷＬＡＮアクセスポイントに加えて、追加の低電力無線
送受信機が、電話と通信を行えるように構成される。装置は、電話上でこのジグビー無線
機との接続を確立する場合、電話のアイデンティティを決定し、また、ＲＦＩＤタグが検
出される際用いられたものと同様なやり方で、ＩＰドメインへの移転を開始する。他の選
択肢としての手法において、ブルートゥース又はジグビーネットワークは、随意では、情
報を電話に渡し、例えば、それがＷＬＡＮへの参加を開始するために用い得る。
【００６８】
　そのような手法の一例において、パーソナルエリアネットワークへの電話の参入は、存
在メカニズムとして用いられる。パーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）には、例えば
、個人の範囲内における、通常、１０メートルの範囲内における情報技術装置の相互接続
が含まれる。例えば、ラップトップ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、及び携帯プリンタと共に
移動している人は、何もプラグ接続する必要なく、何らかの形態の無線技術を用いて、そ
れらを相互接続し得る。通常、この種類のパーソナルエリアネットワークは、インターネ
ット又は他のネットワークにも相互接続し得る。通常、ＰＡＮは、複数のユーザにサービ
スを通常提供する無線ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）と比較して、１人の人を中
心に配置される。
【００６９】
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　そのようなＰＡＮベースの存在メカニズムの１つのバージョンは、ブルートゥース技術
を用いる。例えば、ブルートゥースＳＩＧパーソナルエリアネットワーク・プロファイル
バージョン０．９５ａ（２００１年６月）に準拠するパーソナルエリアネットワークデー
モン（ＰＡＮｄ）は、ＬＡＮのパーソナルコンピュータ上で、又は、ブルートゥース無線
機を備えたルータにおいて動作する。また、ユーザの電話は、それにブルートゥース無線
機が備えられている。電話は、ＰＡＮｄからのブルートゥースチャネルを介してメッセー
ジを傍受し、制御メッセージに従って、ブルートゥースチャネルを介してＰＡＮｄから受
信された電話のセルラー無線機を制御するアプリケーションを動作させる。他のバージョ
ンでは、他の選択肢として、電話と、ＮＣＧと通信を行い得る装置と、の間の対形成のた
めに、他のブルートゥースプロファイルが用いられる。
【００７０】
　図１６において、最初に、ＰＡＮｄは、ルータのパーソナルコンピュータ上で起動され
る（ステップ１６１０）。ＰＡＮｄは、ブルートゥース（ＢＴ）無線機の機能を検証し（
ステップ１６１２）、それがブルートゥース装置を発見し得る工程を開始する（ステップ
１６１４）。電話上において、ブルートゥースチャネルを傍受するセルラーアプリケーシ
ョンが、最初に、起動され（ステップ１６４０）、電話は、傍受モードに入り（ステップ
１６４２）、このモードでは、それがＰＡＮに参加し得ることを示す通信が傍受される。
【００７１】
　電話が、ＰＡＮに入ると、ＰＡＮｄは、携帯電話を発見し、ブルートゥース接続の確立
を試行する（ステップ１６１６）。接続が確立されると、ＰＡＮｄ又は関連するＳＩＰユ
ーザエージェント（ＵＡ）は、ＮＣＧにユーザを登録しようとする（ステップ１６２０）
。登録が正常であれば、ＰＡＮｄは、セルラーアプリケーションにセキュリティ保護され
たＰＩＮを送ることによって対形成手順を完了し（ステップ１６２２）、これが、電話で
受信される（ステップ１６４４）。この時点で、電話は、ＰＡＮｄによって又はセルラー
ネットワークを介して、そのセルラー無線機の電源を切断するように指示され（ステップ
１６４６）、そして、呼は、例えば、電話がＷｉＦｉ無線機を起動してＬＡＮに参加する
ことによって、又は他の選択肢として、ブルートゥース接続を介して、ＶｏＩＰパケット
がＬＡＮと電話との間で渡されることによって、ＮＣＧを介してＶｏＩＰ接続を通ってユ
ーザに配信される。ＰＡＮｄは、ブルートゥース接続の監視を継続し（ステップ１６２４
）、電話がＰＡＮを離れると解釈されるあらゆる接続の喪失を検出する。
【００７２】
　電話とのブルートゥース接続が切断されたことをＰＡＮｄが検出すると（ステップ１６
３０）、ＰＡＮｄは、登録メッセージをＮＣＧに送り、これにより、呼は、セルラー無線
ネットワークを介して電話にルーティングされる。電話のセルアプリケーションは、ＰＡ
Ｎｄとのブルートゥース接続の喪失を検出すると、そのセルラー無線機を始動し（ステッ
プ１６５０）、セルラーネットワークに登録する（ステップ１６５２）。
【００７３】
　２．４．３　クレードル／パッド
　他の手法において、クレードルは、携帯電話の位置確立専用である。例えば、ユーザが
自分の職場に出向くと、ユーザは、自分の机に載っているクレードルに電話を置く。クレ
ードルは、例えば、アクセスポイントに、ＵＳＢケーブル等のデータケーブルによってラ
ップトップを通じて接続されることによって、システムに接続されている。クレードル又
はラップトップは、いつ電話がそれにプラグ接続されたかに関してアクセスポイントに通
知する。そして、アクセスポイントは、プライベートドメインネットワークを介して、そ
の電話の登録を開始する。
【００７４】
　この手法の１つのバージョンにおいて、各クレードルは、１つの電話専用であり、従っ
て、アクセスポイントは、それが接続しようとしているクレードルがどれか分かるとすぐ
に、どのユーザが、自分の装置を今プラグ接続したか知ることができ、また、その装置と
の関連を生成できる。このクレードルは、クレードルにプラグ接続される間に装置のバッ
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テリを充電する機能等の他の機能も有し得る。他の選択肢として、クレードルは、例えば
、クレードルの電気的なコネクタを通じて、識別情報にアクセスすることによって、電話
を識別する。
【００７５】
　同様な手法は、無線アクセスポイント付近にある場合、電話が置かれる圧力パッドを利
用する。電話をクレードルに置く代わりに、電話は、電話の重さを検知する圧力パッド上
に置かれる。クレードルのように、圧力パッドは、例えば、アクセスポイントにラップト
ップコンピュータを通じて接続されることによって、システムに接続される。
【００７６】
　随意では、圧力パッドは、或る重み指針内の物体がそれに置かれたかどうかについてア
クセスポイントに通知だけするようにプログラムし得る。従って、何か他のものがパッド
上に意図せずに置かれた場合（紙、本や、猫がパッド上に座った、等）、圧力パッドは、
アクセスポイントに何も通知せず、電話は、プライベートドメインネットワーク上で登録
されない。電話の重さは、その電話がそれに置かれたことをアクセスポイントに知らせる
ように圧力パッドにトリガを行う。そして、アクセスポイントは、プライベートドメイン
ネットワークを介して、その電話を登録する。各圧力パッドは、１つの電話専用であり、
従って、アクセスポイントは、それが接続しようとしている圧力パッドがどれか分かると
すぐに、どのユーザが、自分の装置をパッド上に置いたか知ることができ、また、その装
置との関連を生成できる。この圧力パッドは、それ自体に、上述したクレードルの利点を
保持しているが、ユーザに対して、実際に電話をプラグ接続するようにではなく、単に電
話をパッド上に置くように要求する。
【００７７】
　図４において、移動装置１０１が圧力パッド４０１に置かれると、パッドは、ＵＳＢケ
ーブルを通じて、ラップトップ４０３と通信を行う（ラップトップは、例としてのみ用い
られる。圧力パッドは、インターネット接続が可能な任意の装置に接続し得る）。そして
、ラップトップは、移動装置が圧力パッドに置かれたことを無線アクセスポイント１０２
に伝える。また、ラップトップは、圧力パッドに関連する登録情報をアクセスポイントに
伝える。アクセスポイントは、その情報を用いて、ＩＰネットワーク１０３を通じて、プ
ライベートドメインネットワークへのそのユーザの到着に関してＮＣＧ　１２４に通知す
る。そして、ＮＣＧは、その情報を用いて、プライベートドメインネットワークを通じて
、そのユーザへの全ての呼をルーティングする。
【００７８】
　２．４．４　セルラー送信の検出
　他の手法において、ＷＬＡＮに関連付けられた装置は、マクロ移動ネットワーク周波数
において携帯電話１０１によって放出されたエネルギを調べて、いつそれらが互いに接近
したかを判定することによって、携帯電話の存在を検出する。装置は、必ずしも直接電話
に送信するとは限らない。むしろ、装置は、一旦、電話を検出して、電話のアイデンティ
ティを決定すると、従来のセルラーシステムを介して、例えば、ＳＭＳメッセージを用い
て、電話にメッセージを送る。
【００７９】
　関連する手法において、ＷＬＡＮに関連付けられた装置は、“疑似セルラー基地局”と
しての役割を果たし、電話の存在を検出する際、携帯電話ネットワーク周波数において、
携帯電話と能動的に対話を行う。通常のセルサイトは、そのサイトに携帯電話を登録する
のに必要な全ての情報を送出することによって、いわゆる“順方向チャネル”上で動作す
る。そして、携帯電話は、セルサイトにその電話番号及び通し番号を送ることによって、
“逆方向チャネル”上で返信する。一旦、セルサイトがこの情報を受信すると、電話は、
そのセルサイトに登録され、その電話への及びからの全ての呼は、そのセルサイトを通じ
てルーティングされる。この検出手法において、疑似セルサイトは、弱い信号レベルで“
誤”登録情報を送信する。疑似セルサイトは、無線アクセスポイントに又は付近に置かれ
、疑似セルサイトの範囲内にあるあらゆる電話は、アクセスポイントの範囲内にもある。
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電話がこの疑似セルサイトの範囲内に入る場合、電話は、その登録情報を送出することに
よって、サイトに登録しようとする。セルサイトに電話を登録する代わりに、この疑似セ
ルサイトは、その代わり、アクセスポイントに接続されるプライベートドメインネットワ
ークを介して電話を登録する。電話は、セルラー基地局と接触すると、その登録情報を送
出するように既にプログラムされていることから、本発明の本実施形態が機能するために
電話に対して変更を行う必要はない。
【００８０】
　図５において、ＣＭＤＡネットワーク信号送信を参照して提示された一例において、疑
似基地局５０１は、付随するアクセスポイント（これは、ラップトップ４０３に接続され
る）の範囲内にあるあらゆる移動装置に“登録招待”４０５を一斉送信する。基地局の範
囲に入る移動装置１０１は、その移動体識別番号（ＭＩＮ）及びその電子通し番号（ＥＳ
Ｎ）を含む、その登録情報４０６を基地局に返信する。そして、基地局は、移動装置４０
７の登録情報をラップトップ４０３に一斉送信する。ラップトップは、その情報を取り、
それをＮＣＧ　１２４に一斉送信する４０８。ＮＣＧは、その情報を用いて、そのＭＩＮ
への全ての呼を適切な位置及び装置にルーティングする。
【００８１】
　２．５　接近ベースの呼通知
　図１５を参照すると、接近検出を利用する通信システムの１つのバージョンの用途例に
おいて、移動ユーザ１５０１は、その番号で呼を受信する一次電話番号を有する。本例に
おいて、一次番号は、ユーザの携帯電話の携帯電話番号である。ユーザが、自宅又は職場
から離れている場合、ユーザの携帯電話番号にかけられた呼は、ユーザの携帯電話でのみ
呼出しを行う。
【００８２】
　本例において、ユーザの携帯電話は、ＷｉＦｉ通信機能も有する“デュアルモード”電
話である。ユーザが自分の職場にいる場合、携帯電話は、ユーザの企業無線ローカルエリ
アネットワーク（ＷＬＡＮ）上で登録する。企業ＷＬＡＮに登録されている間、ユーザの
セルラー番号にかけられた呼は、携帯電話及びユーザの職場の机上電話での呼出しを行う
。携帯電話は、企業ＷＬＡＮを介して、これらの呼をボイス・オーバＩＰ（ＶｏＩＰ）呼
として受信する。ユーザの机上電話は、有線回線交換電話又はＶｏＩＰ電話であってよい
。
【００８３】
　ユーザが自宅にいる場合、ユーザのデュアルモード電話は、ユーザの自宅ＷＬＡＮに登
録する。自宅ＷＬＡＮに登録されている間、呼は、ユーザの自宅電話に配信されるが、こ
れらは、例えば、ＤＳＬ又はケーブルモデム接続を介して、インターネットに接続された
回線交換電話又はＶＯＩＰ電話であってよい。
【００８４】
　図１５において、上述した種類の用途例をサポートする通信システムには、ユーザの職
場の建物又はユーザの住居等の位置１５０２において、ＷｉＦｉ機能１５１０を備えたロ
ーカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）（以下、同様に、“ＷＬＡＮ”、“ＬＡＮ”、“Ｗ
ｉＦｉＬＡＮ”及び“無線ＬＡＮ”とも称する）が含まれる。ＬＡＮ　１５１０には、Ｉ
Ｐ電話１５１２が接続されており、これは、インターネット１５２０からＶｏＩＰ呼を受
信し得る。プロキシ及び登録サーバ等の従来のＶｏＩＰ設備１５２４及び他の専用のＶｏ
ＩＰ支援装置は、インターネット１５２０に接続される。ＶｏＩＰ設備１５２４は、ＰＳ
ＴＮ　１５３０にリンクを提供し、例えば、ＰＳＴＮ電話１５３２が、ＬＡＮ　１５１０
上において、ＶｏＩＰ電話１５１２を呼出せるようにする。本通信ネットワークには、更
に、セルラー無線ネットワーク１５４０を含み、これには、代表的な無線基地局１５４８
が含まれ、これは、携帯電話１５４７への無線接続を提供する。セルラー無線ネットワー
ク１５４０には、従来の移動体交換局（ＭＳＣ）１５４５、ビジター位置レジスタ（ＶＬ
Ｒ）１５４２、及びホーム位置レジスタ（ＨＬＲ）１５４４が含まれる。
【００８５】
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　ゲートウェイ１５２６は、セルラーネットワーク１５４０、インターネット１５２０、
ＰＳＴＮ　１５３０の間に音声信号及び信号送信インタフェースを提供する。ゲートウェ
イ１５２６は、ＷＬＡＮ上でのユーザの携帯電話１５４７の登録及びＷＬＡＮ又はＰＳＴ
Ｎを介して、セルラーネットワークへの呼の転送を可能とする。
【００８６】
　携帯電話１５４７（本節では、同様に、“無線装置”、“デュアル無線電話”、“デュ
アル無線装置”、“ＷｉＦｏｎｅ”とも称する）は、二重の機能を備えており、セルラー
ネットワーク１５４０におけるアクセスや登録、また、それを介してインターネット１５
２０にアクセスし得るＷＬＡＮ　１５１０における通信の確立が可能である。携帯電話１
５４７は、基地局１５４８に接近した状態にある携帯電話１５４７によって示すようにセ
ルラーサービス領域に又はＷＬＡＮ　１５１０に接近した位置２０に配置し得る。
【００８７】
　携帯電話１５４７がＬＡＮ　１５１０に接近していない場合、携帯電話１５４７は、セ
ルラー無線ネットワーク１５４０に登録し、携帯電話１５４７にかけられた呼は、図１５
に示す基地局１５４８等のセルラー無線ネットワークの基地局を介してルーティングされ
る。ＡＮＳＩ－４１等の無線プロトコルは、移動している携帯電話１５４７を登録し、位
置を特定し、呼び出すために、無線ネットワーク構成要素によって通信に用い得る。
【００８８】
　デュアルモードセルラー／ＷｉＦｉ装置である携帯電話１５４７は、無線ＬＡＮ　１５
１０の近くに着くと、ＷＬＡＮ上の無線アクセスポイントから送信された信号を検知する
。そして、携帯電話１５４７は、ＬＡＮに接続し、例えば、ＷＬＡＮ　１５１０上でルー
タ１５１４からＩＰアドレスを取得し、ＷＬＡＮ　１５１０を介したインターネット通信
で動作する参加者になる。
【００８９】
　随意では、携帯電話１５４７は、ＶｏＩＰ設備１５２４に登録する。ＶｏＩＰ設備１５
２４は、例えば、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）プロトコルをサポートする。携帯
電話１５４７は、ＳＩＰエージェントを含み、設備１５２４に配置されたＳＩＰ登録装置
に登録して、ＳＩＰネットワークにおいてその存在を知らしめることができる。登録後、
携帯電話１５４７は、設備１５２４に配置されたＳＩＰプロキシサーバを介して、ＳＩＰ
呼を発信及び受信し得る。
【００９０】
　携帯電話１５４７は、無線ＬＡＮ　１５１０において、その存在についてゲートウェイ
１５２６に通知する。ゲートウェイ１５２６は、携帯電話１５４７等の移動装置用の特別
なＶｏＩＰサービスをサポートする。ゲートウェイ１５２６は、インターネット１５２０
を介して、ＳＩＰ又は同様なプロトコルを用いて通信を行い、また、ＡＮＳＩ－４１等の
無線プロトコルを介して、セルラー無線ネットワーク１５４０の構成要素と通信を行うこ
とが可能である。
【００９１】
　一実施形態において、携帯電話１５４７がゲートウェイ１５２６に登録する場合、ゲー
トウェイは、セルラーネットワークにおいてＶＬＲとしての役割を果たし、携帯電話１５
４７に関連付けられたＨＬＲ　１５４４に接続する。ゲートウェイ１５２６に登録する場
合、電話１５４７がその位置１５０２を示すか、ゲートウェイが、例えば、電話によって
用いられるインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスにより、携帯電話１５４７の位置
１５０２を推論する。ゲートウェイ１５２６によって、ＨＬＲ　１５４４は、ユーザのそ
の位置情報を更新して、ユーザが、位置１５０２にいることを示し得る。このようにして
、携帯電話１５４７は、ＷＬＡＮ　１５１０を介して接続されている間に、セルラー無線
ネットワーク１５４０に登録される。この時点で、ゲートウェイ１５２６及びＨＬＲ　１
５４４双方は、電話１５４７がＷＬＡＮ　１５１０の近傍に置かれており、また、ゲート
ウェイ１５２６を介してそれに接触し得ることを知る。ゲートウェイ１５２６は、無線Ｖ
ｏＩＰストリームにセルラー電話回線を接続し媒介する。従って、携帯電話がＷＬＡＮ上
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に登録されると、携帯電話１５４７への無線呼は、ゲートウェイ１５２６にルーティング
され、ＶｏＩＰストリームに変換され、インターネット及びＷＬＡＮ　１５１０を介して
、携帯電話１５４７にルーティングされる。
【００９２】
　他の実施形態において、ゲートウェイ１５２６は、ＷＬＡＮ　１５１０上において携帯
電話１５４７からのＳＩＰ信号送信メッセージを媒介し、無線ネットワークにおけるプロ
キシ装置としての役割を果たす。ＨＬＲは、電話１５４７に対する無線呼をゲートウェイ
１５２６に送るが、これは、携帯電話１５４７用の無線プロキシとしての役割を果たす。
ゲートウェイ１５２６は、携帯電話１５４７に宛てられた呼を受信する場合、携帯電話１
５４７から受信された登録情報に基づき、インターネット１５２０及びＷＬＡＮ　１５１
０を介して、その呼を電話１５４７にルーティングする責任を負う。
【００９３】
　ゲートウェイ１５２６によって果たされる役割にかかわらず、携帯電話１５４７が、Ｗ
ＬＡＮ　１５１０に接続し、ゲートウェイに登録した後、ゲートウェイ及び恐らくＨＬＲ
　１５４４は、携帯電話１５４７がどこに位置しているか分かる。ゲートウェイ及び／又
はＨＬＲ又は着信呼のルーティングに関連する他のプラットホーム（例えば、ＧＳＭネッ
トワークにおけるＣＡＭＥＬ又はＣＤＭＡネットワークにおけるＷＩＮをサポートするイ
ンテリジェントネットワーク（ＩＮ）アプリケーションを備えたサービス制御ポイント（
ＳＣＰ））は、これによって、どのグループの関連する電話がユーザの携帯電話への呼に
関する通知を同様に受信すべきであるかが分かる。携帯電話１５４７は、それがゲートウ
ェイ１５２６に送る登録ＳＩＰメッセージに明示的な位置情報を挿入し得る。位置情報は
、如何にしてＷＬＡＮ　１５１０にアクセスするか識別するルーティング可能なＩＰアド
レスであってよく、又はＩＰアドレスに分解し得るアクセスルータのホスト名であってよ
い。位置、例えば、“自宅”又は“職場”又は“別荘”を識別する登録メッセージの明示
的なテキスト拡張部でさえ更に説明する目的に供し得る。携帯電話１５４７が登録メッセ
ージに明示的な位置情報を挿入しない場合、ゲートウェイ１５２６は、それが装置から受
信するメッセージの送信元ＩＰアドレスを調べることによって位置を推論し得る。この場
合、配置されているのは、ＷＬＡＮ　１５１０のようなサブネットである。ＷＬＡＮ　１
５４０がホームネットワークであり、地理的に比較的小さい場合、電話１５４７は、物理
的に良好に配置される。ＷＬＡＮ　１５１０が企業ネットワークにおけるサブネットであ
る場合、ゲートウェイは、単に、電話１５４７のユーザが企業の建物のどこかにいること
を推論し得る。
【００９４】
　電話１５４７のユーザは、ＷＬＡＮ　１５１０に接続された有線ＶｏＩＰ電話１５１２
を有し得る。これらの電話は、起動された際、ゲートウェイ１５２６に登録するように構
成し得る。他の選択肢として、ゲートウェイは、例えば、電話サービスへの申し込みを通
じて、電話に気付くように構成される。ゲートウェイ１５２６は、ＷＬＡＮ　１５１０に
対応する同一サブネット上などの特定の位置に関連するユーザ用の登録済み装置に関する
情報を含むデータベースを維持する。通常のＰＯＴＳ電話１５３２も、ユーザの位置用の
ゲートウェイ１５２６データベースに登録し得る。有線ＶｏＩＰ電話１５１２及びＰＯＴ
Ｓ電話等の装置は、同じグループ内において静的に関連付け得る。ゲートウェイ１５２６
は、携帯電話１５４７又はＶｏＩＰ電話１５１２等を動的に登録する装置からの登録メッ
セージを解析する。動的に登録された装置は、それが同じＩＰサブネットに置かれている
場合、１つのグループに関連付けることができ、又は、一般的に同じユーザに属する既存
のグループのメンバと同じ電話番号に応答し得る。ＳＩＰの場合、登録メッセージには、
上述したように、登録装置が関連付けられるべき“自宅”等のグループを明示的に説明す
るテキスト拡張部を含み得る。
【００９５】
　ゲートウェイ１５２６は、セルラーネットワーク１５４０のＨＬＲ　１５４４に全ての
装置をグループで登録し得る。従って、ＨＬＲ　１５４４は、また、同じ電話番号に応答
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するように構成された同じグループの幾つかの又は全ての関連する装置に関する情報を維
持し得るが、通常、グループ内のＰＯＴＳ電話に関する情報は、いずれも維持しない。
【００９６】
　ゲートウェイ１５２６、ＨＬＲ　１５４４及び／又はＩＮアプリケーションは、ユーザ
プロファイルを維持する。ユーザプロファイルは、グループで他の装置と関連付けられた
装置に宛てられた着信呼を如何にして処理するか示し得る。例えば、携帯電話１５４７の
ユーザは、呼が携帯電話１５４７のために受信される場合であって、それが、他のＶｏＩ
Ｐ電話１５１２と共に同じＷＬＡＮ　１５１０に配置されている場合、呼は、携帯電話１
５４７に対して、また、電話１５１２に対してもなされるべきであることを指定するユー
ザプロファイルを有し得る。他の選択肢として、ユーザプロファイルは、携帯電話１５４
７に関連付けられた有線ＶｏＩＰ電話だけを呼び出すように指定し得る。他の選択肢とし
て、ユーザプロファイルは、ＰＯＴＳ電話を含む全ての電話を呼び出すように、又は、或
るグループの携帯電話１５４７に関連付けられたＰＯＴＳ電話だけを呼び出すように指定
し得る。従って、例えば、ユーザは、自宅にいる場合、有線ＶｏＩＰ電話上で呼び出され
るように、職場にいる場合、ＰＯＴＳ電話上で呼び出されるように、また、路上にいる場
合、携帯電話１５４７それ自体上で呼び出されるように選択し得る。
【００９７】
　代表的な一実施形態において、ユーザの携帯電話１５４７のために呼が無線ネットワー
ク１５４０において受信される場合、ユーザの電話がセルラーネットワーク上にあれば、
呼は、セルラーネットワークを通過して、直接、電話に送られる（図１の経路Ａ）。ユー
ザの電話がゲートウェイに登録される場合、ＨＬＲ　１５４４は、無線プロキシ装置のよ
うに振舞うゲートウェイ１５２６に呼を転送する（経路Ｂ）。ゲートウェイ１５２６は、
登録された電話１５４７を認識し、そのグループの関連を読み出し、ユーザプロファイル
の指定に従って関連付けられた装置に呼を分岐する。この場合、ゲートウェイ１５２６は
、対応するＶｏＩＰストリーム（経路Ｂ１）に及び／又はグループ内のいずれかのＰＯＴ
Ｓ電話（経路Ｂ２）に無線回線を接続する。
【００９８】
　他の実施形態において、呼が、ユーザの携帯電話１５４７のために無線ネットワーク１
５４０において受信される場合、ゲートウェイＭＳＣ及び又はＨＬＲは、ＰＳＴＮを介し
て、又はゲートウェイ１５２６を通りインターネットを介して、ユーザプロファイルに従
って関連付けられた装置に呼を分岐するようにゲートウェイＭＳＣに指示するＩＮアプリ
ケーションと対話を行う。ＩＮアプリケーションは、ゲートウェイ１５２６と対話を行い
、例えば、携帯電話１５４７の登録状態及び位置に基づき、着信呼の適切なルーティング
を決定する。
【００９９】
　他の実施形態において、ユーザの携帯電話１５４７とＶｏＩＰ電話１５１２との間の関
連付けは、ＬＡＮ　１５１０において確立される。ローカルルータにおけるＩＰ　ＰＢＸ
機能は、ＬＡＮ　１５１０に接続されたＶｏＩＰ電話のローカルリストを維持する。電話
１５４７がリストに追加されると、ＩＰ　ＰＢＸは、ユーザをゲートウェイ１５２６に登
録し得る。ユーザへの呼は、ゲートウェイ１５２６からＩＰ　ＰＢＸに送信され、そこで
更に、電話１５４７に関連付けられたＬＡＮ　１５１０上の全てのＶｏＩＰ電話に電話１
５４７に宛てられた呼を送る。
【０１００】
　他の実施形態において、広帯域サービスプロバイダは、アクセスネットワークにおける
ＶｏＩＰ接続を管理し得る。この場合、電話１５４７は、ＬＡＮ　１５１０におけるその
存在を他のＶｏＩＰ電話１５１２のＶｏＩＰプロバイダに登録する。電話１５４７に宛て
られたＶｏＩＰ呼が受信されると、サービスプロバイダは、ＬＡＮ　１５１０に登録され
た全てのＶｏＩＰ電話に警報し得る。
【０１０１】
　警報された関連装置のいずれか、電話１５４７、ＶｏＩＰ電話１５１２、又は関連する
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ＰＯＴＳ電話のいずれかが呼に答える場合、音声回線が、応答する装置に対して確立され
る。着呼電話１５４７が話中である場合、他の関連する装置は、警報されない。あるいは
、電話１５４７が話中である場合、他の関連する装置は、やはり警報してもよい。電話１
５４７への呼が受信される時、ＶｏＩＰ電話１５１２の警報は、独特な呼出し音で行い得
る。
【０１０２】
　携帯電話１５４７が、ＷｉＦｉＬＡＮ　１５１０の近傍を離れる場合、無線ＬＡＮを介
した無線オペレータへの登録は、期限が切れる。代表的な実施例において、携帯電話１５
４７は、ルータ１５１４との接続を喪失することを検知でき、また、基地局１５４８を介
して無線ネットワークに直接信号送信することによって登録の取消しを行い得る。
【０１０３】
　上記説明において、携帯電話１５４７は、その携帯電話又はそのＷｉＦｉインタフェー
スの内のいずれか１つを介して電話音声通信をサポートし得るデュアルモード電話である
。随意では、電話は、ＷｉＦｉ機能を有し得るが、必ずしもＶｏＩＰ電話音声通信をサポ
ートできるとは限らない。そのようなシナリオでの１つの他の選択肢は、電話１５４７が
、ＷＬＡＮ上で登録し、その存在に関してゲートウェイ１５２６に通知することである。
ゲートウェイは、上述したように、ＷＬＡＮの位置の関連する電話を識別する。しかしな
がら、この状況では、呼は、ＷＬＡＮ上の他のＶｏＩＰ電話に送信されるが、ＷＬＡＮを
介して電話１５４７には送信されない。随意では、そのようなシナリオでは、関連する電
話には、ＶｏＩＰ又はＰＯＴＳ接続を介して通知される一方、電話１５４７には、セルラ
ーネットワークを介して呼について通知し得る。
【０１０４】
　２．６　ＩＰドメインからの差し迫った（ｉｍｍｉｎｅｎｔ）退出の検出
　上記議論は、一般的に、電話がＩＰドメインにローミングし及び／又はアクティブな呼
をＩＰドメインにハンドオフし得るような、候補ＷＬＡＮの近傍への携帯電話の到着の検
出に焦点を当てている。電話がアクセスポイントの近傍を離れるにつれて、逆の再選択又
はハンドオフが開始される。
【０１０５】
　ＷＬＡＮからの差し迫った退出の１つの検出手法は、ＷＬＡＮ信号強度に基づく。この
手法の簡単なバージョンにおいて、ＷＬＡＮ信号が喪失された場合、電話は、セルラード
メインに再登録する。この再登録に必要な時間のために、アクティブな呼のハンドオフは
、この単純な手法では、困難な又は不可能なことがある。他の選択肢として、ＷＬＡＮ信
号強度の低下が、ＷＬＡＮからの差し迫った退出を予測するために用いられる。この低下
が移行のトリガを行うしきい値は、固定又はＷＬＡＮ特有であってよい。ＷＬＡＮ特有の
しきい値は、ＷＬＡＮからの前の退出中の先の測定値に基づき得る。例えば、ある位置に
対する玄関に通じる廊下での信号レベルを用いてしきい値を設定し得る。
【０１０６】
　上述した複数の検出手法の逆バージョンも用い得る。例えば、ユーザ命令は、セルラー
ドメインへの再移行を開始し得る。同様に、システムによる（例えば、ＲＦＩＤを用いた
）又は電話（例えば、ＧＰＳ）による位置検出を用いて、セルラードメインへの移行のト
リガを行い得る。圧力パッド及びクレードル手法において、パッド又はクレードルからの
電話の取り出しは、セルラードメインへの再移行のトリガを行い得る。
【０１０７】
　３　登録手順
　３．１　ＩＰドメインにおける登録
　携帯電話は、ＩＰドメインにおける潜在的な登録に対してそのＷｉＦｉ送受信機を起動
すると、適切なアクセスポイントの検出、ＷＬＡＮへの参入、ＩＰドメインへのローミン
グのためのシステムへの登録を含む複数の工程を経る。ＩＰドメインに登録した後、一般
的に、ＩＰドメインでそのサービスが続く間、そのセルラー送受信機の電源をオフにする
。
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【０１０８】
　３．１．１　ＷｉＦｉ拡張サービスセットの取得
　候補ＷＬＡＮへの接近の検出に対して連続的監視手法を用いる場合、電話は、受動走査
モードで動作する。電話が特定のＷＬＡＮへの参加を試行するように命令される手法を用
いる場合、電話は、指定されたサービスセット識別子（ＳＳＩＤ）パラメータでＷＬＡＮ
に加わろうとする能動走査モードで動作する。
【０１０９】
　受動走査を用いて、特定のＷＬＡＮのメンバになる（又はもっと正確には、複数の基本
的なサービスセット（ＢＳＳ）から構成され、その各々には有線ＩＰネットワークに接続
されたアクセスポイントが含まれる拡張サービスセット（ＥＳＳ）のメンバになる）ため
に、ＷｉＦｏｎｅは、そのＥＳＳのＳＳＩＤを含むビーコンフレームがないか調べる。能
動的に調べるために、ＷｉＦｏｎｅは、所望のＳＳＩＤを含むプローブフレームを送信す
る。
【０１１０】
　しきい値時間期間内に、例えば、１００ミリ秒内に、所望のＳＳＩＤを備えたＢＳＳを
見つける可能性がないとＷｉＦｏｎｅが判定する場合、ＷｉＦｏｎｅは、少し遅れて、例
えば、２０００ミリ秒後、再試行し、そして、ＷＬＡＮ検出の失敗を宣言する。
【０１１１】
　３．１．２　ＩＰアドレスの取得
　ＷｉＦｏｎｅは、一旦、アクセスポイントとの関連を生成すると、以下のステップを実
行して、ＩＰアドレスを取得する。
１．ＷｉＦｏｎｅのＭＡＣアドレス及び名前を含み、ｄｈｃｐｄｉｓｃｏｖｅｒを一斉送
信する。
２．サーバからｄｈｃｐｏｆｆｅｒを受信し、提示されたＩＰアドレス及びリース期間を
記録する。ＷｉＦｏｎｅは、他の全ての提示を無視する。
３．提示を行った全てのＤＨＣＰサーバに、受け取られたサーバアドレス及び提供された
ＩＰアドレスを含み、ｄｈｃｐｒｅｑｕｅｓｔを一斉送信する。
４．ｄｈｃｐａｃｋを受信し、ＩＰアドレスを記憶する。登録時、ＩＰアドレス及びリー
ス期間をＮＣＧに報告する。
【０１１２】
　図６において、ＣＭＤＡネットワークにおける信号送信を参照して提示された一例にお
いて、携帯電話は、指定された識別を備えたアクセスポイントに対してのみ応答するよう
にプログラムされている。識別が正しい場合、携帯電話は、アクセスポイントへの通信リ
ンクを確立する。ステップ２０２において、アクセスポイントは、特定の無線電話を識別
し認証して、この電話はアクセスポイントが接続の権限を付与された電話であることを保
証する。ステップ２０３において、電話は、アクセスポイントに対して、その移動体識別
番号（ＭＩＮ）及び電子通し番号（ＥＳＮ）を示し、また更に、アクティブな呼がある場
合、サービングセルサイト及びセクタを示す。アクセスポイント内におけるプロセッサ、
又はアクセスポイントが接続されるコンピュータのプロセッサは、報告されたＭＩＮ及び
ＥＳＮを、アクセスポイントに記憶された記録データと比較する。それらが合致する場合
、認証要件が満たされる。また、アクセスポイントは、ハンドオフ後のセッションが続く
間に用い得る適切な演算データを準備する。ステップ２０４において、アクセスポイント
は、ＳＣＰに対して、ＩＰアドレス、ＭＩＮ、及びＥＳＮを含み、呼のハンドオフに必要
な全てのデータを報告する。
【０１１３】
　ＳＣＰは、識別された無線電話について加入者のプロファイルデータベースを加入者の
ＨＬＲから読み出し（図６には示さず）、これによって、加入者及びアクセスポイントの
機能及び許可されたアクティビティに関する情報を取得する。サービングプライベートド
メインの機能及び加入者のプロファイルの特徴セットが与えられると、ＳＣＰは、このセ
ッションの持続時間だけのために生成された一時加入者データベースであるそのビジター
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位置レジスタ（ＶＬＲ）にこの情報を記憶する（図６には示さず）。この時点で、登録は
、完了であり、電話は、呼ハンドオフ試行を待っている。
【０１１４】
　３．１．３　登録プロセス
　登録は、これによってＷｉＦｏｎｅが、その位置、状態、識別及び他の特性についてＮ
ＣＧ　１２４に通知する処理である。ＷｉＦｏｎｅは、その位置及び状態に関してＮＣＧ
　１２４に通知するため、ＮＣＧは、終了呼又はデータメッセージを確立する際、ＷｉＦ
ｏｎｅを招き得る。ＷｉＦｏｎｅは、ＮＣＧがＷｉＦｏｎｅの機能を知るように、プロト
コル改訂番号を供給する。
【０１１５】
　ＮＣＧは、以下のものを含む、複数の異なる形態の登録をサポートする。
１．再選択登録。ＷｉＦｏｎｅは、セルラー周波数の使用からそれが切り替わる時、登録
する。
２．電力切断登録。ＷｉＦｏｎｅは、ＮＣＧに以前登録されている場合、それがオフにな
った時、登録する。
３．タイマベースの登録。ＷｉＦｏｎｅは、タイマが切れた時、登録する。
４．指示登録。ＮＣＧがそれを要求した時、ＷｉＦｏｎｅは、登録する。
【０１１６】
　最初の３形態の登録は、自律的登録と呼ばれ、登録時、ＮＣＧによって使用可にされる
。指示登録は、ＳＩＰ情報（ＳＩＰ　Ｉｎｆｏ）法を通じて、ＮＣＧによって起動される
。
【０１１７】
　いずれの形態の自律的登録も使用可又は使用不可にし得る。使用可にされる登録の形態
及び対応する登録パラメータは、ＳＩＰ登録（ＳＩＰ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）法及びＳＩＰ
情報法において伝達される。
【０１１８】
　再選択登録は、ＷｉＦｏｎｅがセルラーモードからＷｉＦｉモードを選択すると、実行
される。ＷｉＦｉ領域の信号強度が変動する場合、多重登録を防止するために、ＷｉＦｏ
ｎｅは、３００ミリ秒の遅延後、ＷｉＦｏｎｅアイドル状態に入ってからＮＣＧに登録す
る。
【０１１９】
　ＷｉＦｏｎｅは、初期化タイマを維持する。初期化タイマが動作している間、ＷｉＦｏ
ｎｅは、セルラー基地局への登録アクセスを試行しない。
　電力切断登録は、加入者又はシステムがＷｉＦｏｎｅのＷＬＡＮインタフェースに電源
切断するように指示した時、実行される。電源切断登録が実行されると、ＷｉＦｏｎｅは
、登録試行が完了した後まで、電源断しない。
【０１２０】
　タイマベースの登録によって、ＷｉＦｏｎｅは、定期的に登録し得る。この種類の登録
によって、ＮＣＧは、正常な電源切断登録を実行しなかったＷｉＦｏｎｅの登録を自動的
に取消し得る。タイマベースの登録は、ＳＩＰ登録法の正規登録フィールドを介してＮＣ
Ｇによって制御される最大値にカウンタが達した時、実行される。ＮＣＧは、正規登録を
ゼロ設定することによって、タイマベースの登録を使用不可にする。
【０１２１】
　ＷｉＦｏｎｅは、タイマベースの登録カウンタを維持する。ＷｉＦｏｎｅは、タイマベ
ースの登録タイマ使用可状態のインジケータを維持する。カウンタは、ＷｉＦｏｎｅが電
源オンし、また、ＷｉＦｏｎｅが異なるサービス提供システムから切り替わる時、リセッ
トされる。また、カウンタは、各正常登録の後、リセットされる。
【０１２２】
　ＮＣＧは、ＳＩＰ情報法において、登録要求パラメータを送ることによって、登録する
ようにＷｉＦｏｎｅに命令し得る。
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　図７において、ＷｉＦｉアクセスポイントに対する再選択時、ＷｉＦｏｎｅは、ＶｏＩ
Ｐ呼の起動又は受信を準備するために、以下のアクションを実行する。ＷｉＦｏｎｅは、
ＷｉＦｏｎｅのＮＣＧ用のドメイン名を記憶装置から読み出し、ＮＣＧとのＳＩＰ登録７
１０法に着手する。ＮＣＧは、従来の無線ネットワーク信号送信を用いて、電話のＨＬＲ
にＷｉＦｏｎｅを登録し（７１２）、登録の確認応答（７１４）を受信する。そして、Ｗ
ｉＦｏｎｅがＮＣＧに登録されていると見なされる場合、ＷｉＦｏｎｅは、ＳＩＰ登録戻
り結果（７１６）を受信する。
【０１２３】
　電話がＩＰドメインにおいて動作している間、システムは、あたかも電話がセルラード
メイン内に留まったかのように、その振舞いをエミュレートする。例えば、ＣＭＤＡネッ
トワークにおいて、ＨＬＲは、それが、取り扱いＭＳＣに関連付けられたＶＬＲにユニー
クチャレンジを送信したであろう同じ方法で、電話に対するユニークチャレンジ（７１８
）をＮＣＧに定期的に送る。電話は、ＩＰドメインにおいて動作中であることから、ＮＣ
Ｇは、それがＳＩＰベースの手順を用いて電話から読み出す情報を用いて、チャレンジに
対する応答を演算する。具体的には、ユニークチャレンジ応答手順は、ＮＣＧによって起
動される。ＮＣＧは、２４ビット数量のＲａｎｄｕを生成し、ＳＩＰ情報法においてそれ
をＷｉＦｏｎｅに送る（７２０）。情報法を受信すると、ＷｉＦｏｎｅは、Ｒａｎｄチャ
レンジの２４の最上位ビット入力パラメータをＲａｎｄｕで埋め、また、Ｒａｎｄチャレ
ンジの８つの最下位ビットをＩＭＳＩの８つの最下位ビットで埋める。そして、ＷｉＦｏ
ｎｅは、Ａｕｔｈシグネチャ手順を実行する。ＷｉＦｏｎｅは、それがＮＣＧに送る情報
法応答において、Ａｕｔｈｕフィールドを１８ビット出力認証シグネチャで埋める（７２
２）。そして、ＮＣＧは、ＷｉＦｏｎｅと同じやり方で、Ａｕｔｈｕの値を演算するが、
その内部的に記憶されたＳＳＤ＿Ａの値を用いて演算する。ＮＣＧは、その演算された値
を、ＷｉＦｏｎｅから受信された値と比較する。比較が失敗すると、ＮＣＧは、ＷｉＦｏ
ｎｅによる更なるアクセス試行を拒否し、アクティブな呼を放棄し、又は、ＳＳＤの更新
プロセスを起動し得る。同様な手法が、ＧＳＭネットワークにおいて適用可能である。
【０１２４】
　定期登録タイマが切れると、ＷｉＦｏｎｅは、ＩＭＳＩ、パスコード、現在のＩＰアド
レス及びＷｉＦｉ領域を含むサービングＮＣＧに対するＳＩＰ登録法を呼び出す（７２６
）。ＮＣＧから確認応答がなされると（７２８）、ＷｉＦｏｎｅは、確認応答において受
信された値に従って、定期登録タイマをリセットする
　ＮＣＧに正常に登録されると、ＷｉＦｏｎｅは、そのセルラー無線機に電源を切断する
ように指示する。これによって、ＩＰドメインに対する再選択が完了する。
【０１２５】
　３．２　二重登録
　上述したように、例えば、電力用件のために、一度に、電話上で動作中のセルラー及び
ＷｉＦｉ送受信機の内のたった１つだけを維持することが望ましい。双方の送受信機が動
作することが望ましい又は必要な時がくる場合がある。
【０１２６】
　移動装置がオンしている時間中、装置は、セルラーネットワークに定期的に再登録する
。電話がＷＬＡＮに登録されていると、同じシーケンスが起こる。デュアルモード装置が
、セルラー無線ネットワークからＷＬＡＮにローミングする場合、装置は、ＮＣＧに対す
るセッション起動プロトコル（ＳＩＰ）を用いて、無線ネットワークアクセスポイントを
介して、登録手順を開始する。そして、ＮＣＧは、これをセルラー登録に変換して、装置
の位置についてＨＬＲに通知する。これによって、ＨＬＲは、呼配信及び他のサービスの
ために、装置の位置を更新し得る。
【０１２７】
　しかしながら、装置のセルラー無線機は、オンされたままであると、セルラー無線ネッ
トワークを介して、登録を定期的に継続し、他方、ＷＬＡＮインタフェースは、また、Ｗ
ＬＡＮネットワークを介して、定期的に登録を継続しようとする。これによって、ＷＬＡ
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Ｎネットワークとセルラー無線ネットワークとの間に登録のスラッシングが生じ得る。
【０１２８】
　２つの登録のスラッシングには、２つの問題が起こり得る。第１の問題は、システムに
おけるメッセージ負荷の増加である。システムには、ＷＬＡＮネットワーク及びセルラー
ネットワーク双方から登録メッセージがぶつけられ、これによって、システムへの過負荷
が生じる。第２の問題は、予測できない呼配信経路に起因し得る悪いサービス品質である
。
【０１２９】
　従来のセルラー移動性管理において、電話が、電話の現在のＶＬＲと異なる新しいＶＬ
Ｒによってサービス提供される新しいＭＳＣによってサービス提供される領域に入ると、
新しいＭＳＣは、例えば、電話が登録要求を行うことによって、電話の存在を検出する。
一般的に、新しいＶＬＲは、電話の存在に関して電話のＨＬＲに通知し、ＨＬＲは、現在
のＶＬＲへの電話登録の取消しを取扱い、新しいＶＬＲにおける登録を確認する。電話が
現在のＶＬＲの場合より小さい信号強度を有する新しいＭＳＣへの登録を防止するために
、信号強度パラメータは、ＨＬＲに送られる。新しい信号強度が、現在の信号強度より劣
る場合、ＨＬＲは、新しいＶＬＲにおける登録を拒否し得る。アクティブな呼がある場合
、新しいＶＬＲにおける登録後、システム間ハンドオフが、ＭＳＣ間において実行される
。
【０１３０】
　デュアルモードの状況下では、電話のＨＬＲは、同様に、ＮＣＧのＶＬＲ並びにセルラ
ーＭＳＣのＶＬＲ双方からの登録要求に遭遇する。従来のセルラーの場合のように、ＨＬ
Ｒは、１つがＮＣＧを通じてＷＬＡＮ接続に関連付けられ、また、１つがセルラーＭＳＣ
に関連付けられた２つのＶＬＲによる報告済み信号強度に基づき、登録の受け入れ又は拒
否に関する判定を行い得る。
【０１３１】
　ＮＣＧは、ＨＬＲに対して、スプーフィングされたセルラー無線信号品質測定値及び制
御チャネルデータを送る。スプーフィングされた信号品質は、好適には、セルラーＭＳＣ
を通じてＨＬＲに報告されるものより高い（優れている）。このように、ＨＬＲは、一般
的に、セルラーＭＳＣから登録要求を受信するにもかかわらず、これらの要求を拒否して
、ＷＬＡＮに関連付けられたＶＬＲにおける登録を維持する。
【０１３２】
　ＮＣＧは、最初に、比較的低い信号品質値での登録を要求することによって、セルラー
ＭＳＣから利用可能な信号品質を知る。ＨＬＲは、（まだ電話がセルラーＶＬＲに登録さ
れていると仮定して）登録を拒否し、その登録否認において制御チャネルデータ及び信号
品質データをＮＣＧに送る。ＮＣＧは、受信信号品質データを取り込み、より高い値を生
成する。そして、ＮＣＧは、これらのより高い信号品質値と共に他の登録をＨＬＲに送る
。ＨＬＲは、この値を、それがセルラーネットワークを介して現在有するものと比較する
。セルラー値が、試行間において大幅に改善されなかったと仮定すると、ＨＬＲは、その
知覚された値がより高いため、ＮＣＧを通じて電話を登録する。
【０１３３】
　ＨＬＲが、次にセルラーネットワークから登録要求を受信する時、ＨＬＲは、ＮＣＧの
“疑似セルラー”ネットワーク上の現在の登録とマクロセルラーネットワーク上の現在の
登録との間において、信号品質測定値を比較し、ＮＣＧが、より高い信号品質を提示して
いると確信する。その結果、ＨＬＲは、セルラー登録要求を無効にし、登録を拒否する。
これによって、セルラー信号とＷＬＡＮ信号との間のスラッシングが低減又は解消される
。
【０１３４】
　装置が、ＷＬＡＮ有効範囲領域を離れる場合、最も可能性が高いシナリオでは、ＮＣＧ
は、このことを、登録タイムアウトを介して、又は可能性として、装置によって起動され
た何らかの手動の登録取消し手順を通じて検出し、ＨＬＲに対する“登録取消し”手順を
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開始する。そして、これによって、スプーフィングされた信号品質データがＨＬＲデータ
ベースから除去される。一旦、スプーフィングされた信号品質がＨＬＲデータベースから
除去されると、ＨＬＲは、セルラー登録要求の拒否を停止し、再度、装置は、セルラー無
線ネットワークに登録する。
【０１３５】
　図８は、ＮＣＧ　１２４が、ＨＬＲ　１０７に送られる信号品質データを如何にしてス
プーフィングするか示す。各登録通知メッセージにおいて、含まれる情報は、信号強度、
制御チャネルデータ及びシステム課金データである。移動装置１０１は、登録通知８０６
をセルラー移動体交換局（ＭＳＣ）１０８に送る。そして、ＭＳＣは、登録通知８０７を
ビジター位置レジスタ（ＶＬＲ）１２８に送り、新しい移動装置がシステム上に登録され
たことをＶＬＲに通知する。そして、ＶＬＲは、メッセージ８０８をホーム位置レジスタ
（ＨＬＲ）１０７に送り、移動装置の位置についてＨＬＲに通知する。そして、ＨＬＲは
、メッセージ８０９をＶＬＲに送り返し、登録通知の受信を確認する。そして、ＶＬＲは
、この確認応答８１０をＭＳＣに送り、次に、これによって、それが、８１１上で移動装
置に中継される。そして、移動装置は、無線アクセスポイントの範囲内に来ると、無線ネ
ットワークを介して、ＮＣＧを通じて登録しようとする。このことを行うために、移動装
置は、登録通知メッセージ８１２をＮＣＧ　１２４に送る。そして、ＮＣＧは、ＨＬＲに
対して、移動装置の新しい位置を知らせる。そして、ＨＬＲは、ＮＣＧによってそれに送
信された信号品質データをチェックする。そして、ＨＬＲは、登録メッセージ８１３の否
認をＮＣＧに送り返す。このメッセージは、ＨＬＲに記憶されたセルラーネットワークか
らの信号品質情報を含む。そして、ＮＣＧは、より高い信号品質を生成し、同じ移動装置
のために、他の登録通知８１５をＨＬＲに送る。この登録通知は、セルラーネットワーク
によって提示されているものより高い信号品質値を含むことから、ＨＬＲは、セルラーネ
ットワークを介して、登録を取消し、登録の確認応答をＮＣＧに送り返す。そして、ＮＣ
Ｇは、ＷＬＡＮを介して今登録される移動装置にメッセージ８１７を送り返す。
【０１３６】
　更に図８において、ＨＬＲは、移動装置がＷＬＡＮに登録される一方で、多重の登録を
制限する。各登録通知メッセージにおいて、含まれる情報は、信号強度、制御チャネルデ
ータ及びシステム課金データである。移動装置１０１が、ＮＣＧ　１２４に登録する場合
、ＮＣＧは、そのスプーフィングされた信号品質データ８１４をＨＬＲ　１０７に送り、
ＨＬＲ　１０７は、そのデータを記憶する。そして、移動装置は、その登録情報８２６を
ＭＳＣ　１０８に送ることによって、マクロセルラーネットワーク上に登録しようとする
。ＭＳＣは、情報８２７をＶＬＲ　１２８に中継し、これは、更に、装置をＨＬＲに登録
８２８しようとする。ＨＬＲは、ＭＳＣが提示している信号強度データを、ＮＣＧが以前
提供した信号強度と比較する。ＮＣＧ信号強度の方が高く、その結果、ＨＬＲは、ＶＬＲ
に対して登録８２９を拒否する。ＶＬＲは、否認８３０をＭＳＣに送り、そして、これは
、否認８３１を移動装置に送る。そして、電話は、マクロセルラーネットワークからの如
何なる干渉もなく、ＷＬＡＮに登録されたままになる。
【０１３７】
　最も一般的なＷＬＡＮ登録取消しシナリオでは、移動装置がＷＬＡＮの範囲を離れる場
合、ＮＣＧは、装置からの登録要求の受信を停止し、電話がＷＬＡＮから離れたと仮定す
る。また、ユーザが登録取消し命令を与えることによってＷＬＡＮから登録を手動で取り
消した場合、登録取消しは、ユーザが装置の登録を取り消す何らかの他の命令を与えるこ
とによって、又は、システムが、ＷＬＡＮのアクセスポイント近傍からの電話の離脱又は
差し迫った離脱を自動的に検出することによって行い得る。そして、ＮＣＧは、登録取消
しメッセージをＨＬＲに送り、ＷＬＡＮを通じて、移動装置がもはや登録されていないこ
とをＨＬＲに通知する。ＨＬＲは、取消しの確認応答をＮＣＧに送り返す。そして、ＨＬ
Ｒは、信号強度データ等、ＷＬＡＮに登録されようとしているその移動装置に関する全て
の情報を削除する。これによって、移動装置は、マクロセルラーネットワークに登録する
ように解放される。
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【０１３８】
　４　ＩＰドメインにおける呼設定
　４．１　ＩＰドメインにおける呼受信
　一旦、加入者のＳＣＰ　１０４が、加入者ユニット１０１用の現在の構成データをＨＬ
Ｒから受信すると、ＳＣＰ　１０４は、被呼者への加入者ユニット１０１を低電力無線を
通じてアクセスポイントに接続し、そして、パケットベースの方法を介しＩＰネットワー
ク１０３を通じて移動体－インターネットゲートウェイ１０５に、そして、回線ベースの
方法を介して、ＰＳＴＮ（図１には図示せず）に接続し得る。また、ＳＣＰ　１０４は、
ＭＳＣ　１０８に指示して、着信呼を、回線ベースの方法を介してＭＳＣから加入者ユニ
ット１０１にＭＩＧ　１０５の所までルーティングさせ、そして、パケットベースの方法
を介しインターネット及びプライベートネットワークを通じて、加入者ユニットと低電力
無線通信状態にあるアクセスポイントに送らせ得る。
【０１３９】
　呼が、ＰＳＴＮの番号から加入者ユニット１０１に対して開始されると、発信元交換機
は、呼用のルーティング命令を提供するようにＨＬＲ　１０７に要求する。呼設定の一部
として、ＨＬＲ　１０７は、加入者ユニット１０１がＳＣＰ　１０４においてロケータサ
ービスと関連付けられていると判定する。従って、ＨＬＲ　１０７は、ルーティング命令
を提供するようにＳＣＰ　１０４に命令する。ＳＣＰ　１０４は、加入者ユニット１０１
が、現在、ＩＰドメインに登録されていると判定し、ＨＬＲ　１０７にルーティング情報
を返す。ＨＬＲ　１０７は、発信元交換機にルーティング情報を返す。発信元交換機は、
ＭＩＧ　１０５への呼を確立する。ＳＣＰ　１０４は、ＩＰネットワーク１０３を介しア
クセスポイント１０２を介して、加入者ユニット１０１に呼をルーティングするようにＭ
ＩＧ　１０５に命令する。
【０１４０】
　図９において、ＮＣＧ　１２４のＭＩＧ　１０５は、ＷＬＡＮを介して、ＳＩＰ招待９
１０を電話に送る。ＳＩＰ招待を受信すると、ＷｉＦｏｎｅは、発呼者ＩＤを内部的に記
憶された発呼者名のリストと比較する。合致するものが見つかると、ＷｉＦｏｎｅは、加
入者に対して、発呼者名を表示する。合致しない場合、ＷｉＦｏｎｅは、発呼者番号を表
示する。招待の発呼者ｉｄフィールドが空である場合、ＷｉＦｏｎｅは、“ＩＤなし”又
は“不明”を表示し得る。
【０１４１】
　ＷｉＦｏｎｅが発呼者ＩＤと名前を突き合わせる場合、ＷｉＦｏｎｅは、独特呼出し表
の発呼者名を突き合わせようとする。ＷｉＦｏｎｅが合致するものを見つけると、ＷｉＦ
ｏｎｅは、独特呼出しパターンを用いて、加入者に警報する。合致するものが見つからな
い場合、ＷｉＦｏｎｅは、既定呼出しパターンを用いて警報し得る。
【０１４２】
　そして、ＷｉＦｏｎｅは、加入者に警報し、ＮＣＧにＳＩＰ　１８０呼出しメッセージ
９１１を返す。ＷｉＦｏｎｅは、呼出しタイマを始動する（既定値２０秒）。呼出しタイ
マが切れると、ＷｉＦｏｎｅは、理由コードを回答なしに設定して、３０２転送（図９に
は図示せず）を返す。ＷｉＦｏｎｅは、発呼者名、番号又はＩＤなしをタイムスタンプと
共に呼履歴ファイルに記憶する。
【０１４３】
　加入者が答える場合、ＷｉＦｏｎｅは、２００　ＯＫ　９１２をＮＣＧに返し、ＲＴＰ
セッション用に招待によって定義されたＩＰアドレスに接続する。ＷｉＦｏｎｅは、招待
に定義されたコーデックを用いる。ＷｉＦｏｎｅは、ＲＴＰセッションを確立する。
【０１４４】
　セッション中、ＷｉＦｏｎｅは、ＷｉＦｉアクセスポイントの信号強度を監視するか、
システムからの命令を検出又は傍受して、ＩＰドメインからセルラードメインへのハンド
オフを行う。
【０１４５】
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　ＷｉＦｏｎｅは、加入者の切断を検出すると、切断の理由コード（加入者起動、信号障
害、呼欠落等）と共にバイ（Ｂｙｅ）メッセージ９１３をＮＣＧに送る。ＷｉＦｏｎｅは
、発呼者、呼開始及び停止時間、呼持続時間及び終了の理由コードが含まれる呼履歴ログ
に入力する。ＷｉＦｏｎｅは、加入者が呼履歴ログを利用可能なようにする。
【０１４６】
　４．２　ＩＰドメインからの呼起動
　図１０において、ＩＰドメインからの呼発信には、携帯電話１０１とＮＣＧ　１２４と
の間の一連の通信を伴う。ＷｉＦｏｎｅは、まず、加入者が呼発信を開始したことを検出
する。ＷｉＦｏｎｅは、ＷｉＦｏｎｅアイデンティティ及びダイヤルされた番号を含むＳ
ＩＰ招待１００１を発する。ＷｉＦｏｎｅは、ダイヤルされた番号を呼履歴ファイルに入
力する。ＭＩＧ　１０５は、ＳＩＰ招待を受信し、加入者が発信トリガを使用可状態にし
たと判定し、発信要求命令をＳＣＰ　１０４に送る。ＳＣＰは、ダイヤルされた番号のデ
ータベース照合を実行し、変換された電話番号をＰＳＴＮを介してルーティングし得る。
ＳＣＰ　１０４は、ＭＩＧ　１０５からの発信要求に変換された番号で応答する。ＭＩＧ
は、ＰＳＴＮと関連する発信幹線を掌握し、変換された番号をダイヤルする。ＭＩＧは、
ＲＴＰ経路を記述し、また、セッション用のコーデックを交渉するＳＩＰ確認応答を返す
。ＷｉＦｏｎｅは、ＳＩＰ　Ａｃｋ（確認応答）において割り当てられたＩＰアドレスへ
のＲＴＰ経路を確立する。ＭＩＧは、発信呼を処理し、１８０呼出し１００３を返す。Ｗ
ｉＦｏｎｅは、進行トーン用のＲＴＰ経路を開く。受信者が答える場合、ＭＩＧは、Ｗｉ
Ｆｏｎｅに２００　ＯＫ　１００４を発する。ＷｉＦｏｎｅは、それが切断を検出するま
で、ＲＴＰセッションを処理する。呼が切断れた後、ＷｉＦｏｎｅは、ＳＩＰ法Ｂｙｅ　
１００５を発する。逆に、ＮＣＧが遠端での切断を検出した場合、ＷｉＦｏｎｅは、ＮＣ
Ｇによって送信されたＢｙｅメッセージを処理し、切断メッセージを加入者に表示して、
アイドル状態に戻る。
【０１４７】
　５　ハンドオフ手順
　システムは、ＩＰドメインとセルラードメインとの間の確立された電話呼の“ハード”
ハンドオフもサポートする。例えば、ＩＰドメインから開始された呼は、電話がＷＬＡＮ
を離れる場合、セルラードメインにハンドオフすることができ、また、電話がセルラード
メインにある時開始された呼は、電話がＷＬＡＮに加わる場合、ＩＰドメインにハンドオ
フし得る。
【０１４８】
　一般的に、呼のハンドオフの実行に先立って、電話は、アクティブな呼がない場合、上
述したように、新しいドメインにおいて登録再選択を実行する。そして、アクティブな呼
の新しいドメインへのハンドオフが実行される。
【０１４９】
　具体的なハンドオフ手順について、ＣＭＤＡ及びＧＳＭネットワークの場合において、
以下に略述するが、この場合、手順は、ある程度異なる。
　５．１　ＩＰドメインへのＣＭＤＡハンドオフ
　図１１Ａにおいて、ＣＭＤＡセルラー電話ネットワークの場合、ユーザは、最初に、セ
ルラー無線ネットワークを介して、呼を行っている（１１１０）。セルラー無線ネットワ
ークにおけるアクティブな携帯電話呼のハンドオフは、ユーザが、適切なＷｉＦｉネット
ワークの近傍に入ることによって開始し得る（１１１２）。ユーザのデュアルモード電話
には、ＷｉＦｉクライアント並びにセルラー無線機が含まれる。ユーザが好適なＷｉＦｉ
領域に入る場合、ＷｉＦｉクライアントは、ＷｉＦｉ領域を調べて検出する。ＷｉＦｉア
クセスポイント（ＡＰ）１０２との関連付けが生成され、ＡＰを介して、ＷｉＦｉクライ
アントは、拡張サービスセット及びＩＰアドレスを、例えば、ＬＡＮ上のルータから取得
する（１１１４）。
【０１５０】
　ＷｉＦｉクライアントは、ローカル登録だけの表示を含むＳＩＰ登録メッセージをＮＣ
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Ｇ　１２４に送る。ＮＣＧは、この時、いずれの更新もＨＬＲに提供しない。ＮＣＧネッ
トワークは、加入者をローカルに登録し、確認応答を送り返す（１１１６）。確認応答に
は、ＮＣＧセル情報が含まれる。セル情報は、ＮＣＧによって制御される仮想セルを識別
する情報を含んでおり、例えば、ＮＣＧがＣＭＤＡネットワークに提供される時、それに
提供される。
【０１５１】
　ＷｉＦｉクライアントは、確認応答を受信すると、ハンドオフが必要とされていること
をセルラー無線機に通知し、確認応答からの情報を無線機に提供する（１１１８）。ＣＤ
ＭＡ無線には、ＣＤＭＡネットワークへの測定報告に、ＮＣＧセルが最も強い及び最も適
切なセルとして含まれる。
【０１５２】
　この確認応答を受信すると、基地局に対する後続のパイロット測定報告において、ＣＤ
ＭＡ無線は、サービング周波数パイロットが充分強くないことを示す。候補周波数の測定
報告において、ＣＤＭＡ無線は、ＮＣＧセルが最も及び唯一の適切な候補周波数であるこ
とを報告する（１１２０）。
【０１５３】
　測定報告及び候補周波数調査報告の解析時、セルラー基地局は、最も強い及び最も適切
なセル（ＮＣＧ周波数）が、サービング基地局コントローラによってサービス提供されな
いと判定する。基地局コントローラは、ＮＣＧ“周波数”に関する情報及び関連するセル
情報と共にハンドオフ要求（１１２２）をサービングＭＳＣＭＳＣに送る。
【０１５４】
　ハンドオフ要求メッセージを受信すると、サービングＭＳＣＭＳＣは、境界ＭＳＣ提供
情報に基づき、対象ＮＧＣを識別する。サービングＭＳＣＭＳＣは、設備指示２メッセー
ジをＮＣＧ（１１２４）に送り、ＭＳＣハンドオフへのＭＳＣのトリガを行う。同時に、
ＭＳＣ間幹線が、サービングＭＳＣＭＳＣと対象ＮＣＧとの間に割り当てられる（１１２
６）。幹線は、サービングＭＳＣＭＳＣによって割り当てられる。
【０１５５】
　ＮＣＧは、“設備指示２”確認応答でサービングＭＳＣＭＳＣに応答する（１１２８）
。この確認応答には、ダミーハンドオフ・トラフィックチャネル割り当てが、ハンドオフ
指示メッセージの形態で含まれる。同時に、ＮＣＧは、ＳＩＰ招待をＷｉＦｉクライアン
トに送る（１１３０）。このメッセージは、加入者に警報することなく招待を受け取るよ
うにというＷｉＦｉクライアントに対する表示を含む。
【０１５６】
　“設備指示２”を受信すると、サービングＭＳＣＭＳＣは、ハンドオフ要求メッセージ
を基地局に送る（１１３２）。このメッセージは、“設備指示２”メッセージにおいて受
信されたハンドオフ指示メッセージを含む。
【０１５７】
　ハンドオフ要求を受信すると、基地局は、（ハンドオフ要求に含まれる）ハンドオフ指
示メッセージをＣＤＭＡ無線に送る（１１３４）。この時点で、ＷｉＦｉクライアントは
、以前送信されたＳＩＰ招待（１１３０）に応答して、ＳＩＰ　２００　ＯＫ（１１３６
）をＮＣＧに送る。そして、ＮＣＧは、サービングＭＳＣＭＳＣに対して（ＭＳＯＮＣＨ
メッセージを介して）、移動局が正常にＮＣＧ周波数に切り替わり、ハードハンドオフが
完了していることを示す（１１３８）。この時、サービングＭＳＣＭＳＣは、以前割り当
てられたＭＳＣ間幹線に呼音声経路を接続する（１１４０）。また、サービングＭＳＣＭ
ＳＣは、所定の音声呼に関連した全てのトラフィックチャネル資源を解放するように基地
局に要求する（１１４２）。
【０１５８】
　この時点で、音声経路が切り替えられ、呼は、ＮＣＧ及びＷｉＦｉネットワークを通じ
て継続される。
　５．２　ＣＭＤＡセルラードメインへのハンドオフ



(39) JP 2008-507217 A 2008.3.6

10

20

30

40

50

　図１１Ｂにおいて、ユーザが、当初、ＩＰネットワークを介して呼を行っている場合（
１１５０）。アクティブなＩＰ呼のハンドオフは、ユーザがＷｉＦｉネットワークの近傍
を離れることによって開始し得るが、例えば、ＷｉＦｉ信号品質が指定しきい値を下回る
ことによって検出し得る（１１５２）。
【０１５９】
　ＷｉＦｉクライアントは、ＷｉＦｉネットワークの近傍からのその離脱を検出すると、
ＣＤＭＡネットワークへのハンドオフトリガを示すＳＩＰ通知メッセージをＮＣＧに送る
（１１５４）。このメッセージには、（関連情報と共に）チャネル測定報告が含まれる。
【０１６０】
　ハンドオフトリガを（ＳＩＰ通知メッセージの形態で）受信すると、ＮＣＧは、（通知
メッセージの）最も適切なセルにサービスを提供する対象ＭＳＣに設備指示メッセージを
送る（１１５６）。これによって、ＭＳＣハンドオフに対するＭＳＣのトリガが行われる
。対象ＭＳＣは、最も適切なセルのＳＩＤ／ＮＩＤによって識別される。同時に、ＭＳＣ
間幹線が、ＮＣＧによって、ＮＣＧと対象ＭＳＣとの間に割り当てられる（１１５８）。
【０１６１】
　設備指示メッセージを受信すると、対象ＭＳＣは、最も適切なセルにサービスを提供す
る対象基地局コントローラにハンドオフ要求メッセージを送る（１１６０）。対象基地局
コントローラは、対象ＭＳＣに新しいトラフィックチャネル資源を割り当て、また、ハン
ドオフ要求Ａｃｋを送る。
【０１６２】
　対象ＭＳＣは、“設備指示２”メッセージでＮＣＧに応答する（１１６２）。この確認
応答には、新しいトラフィックチャネル割り当てが、ハンドオフ指示メッセージの形態で
含まれる。
【０１６３】
　“設備指示２”を受信すると、ＮＣＧは、通知メッセージ（１１５４）に応答して、Ｓ
ＩＰ　ＯＫ（１１６４）を送る。このＳＩＰ　ＯＫは、対象ＭＳＣからの“設備指示２”
メッセージにおいて受信された全ハンドオフ指示メッセージを含む。
【０１６４】
　ＳＩＰ　ＯＫメッセージを受信すると、ＷｉＦｉクライアントは、ＣＤＭＡ無線にハン
ドオフ指示メッセージを転送する（１１６６）。ＣＤＭＡ無線は、トラフィックチャネル
モードに移行し、新しいトラフィックチャネル上でプリアンブル及びハンドオフ完了メッ
セージを送信し始める（１１６８）。
【０１６５】
　対象基地局がセルラー無線機からプリアンブルを受信すると、基地局は、ＢＳ　Ａｃｋ
メッセージで応答する（１１７０）。基地局は、ハンドオフ開始表示を対象ＭＳＣに送る
（１１７２）。
【０１６６】
　ＢＳ　Ａｃｋを受信すると、電話は、ハンドオフ完了メッセージを基地局コントローラ
に送ることによって、ハンドオフを完了する（１１７４）。これに応答して、基地局コン
トローラは、ハンドオフ完了を対象ＭＳＣに送る（１１７６）。そして、対象ＭＳＣは、
ＭＳＯＮＣＨメッセージを介して、ハンドオフ完了をＮＣＧに示す（１１７８）。この時
、呼音声経路は、以前割り当てられたＭＳＣ間幹線に接続される（１１８０）。
【０１６７】
　５．３　ＩＰドメインへのＧＳＭハンドオフ
　図１２Ａにおいて、ＧＳＭネットワークからＩＰドメインへのハンドオフは、ＣＤＭＡ
ネットワークを参照して図１１Ａに示すものと同様である。図１２Ａにおいて、ユーザは
、最初に、セルラー無線ネットワークを介して、呼を行っている（１２１０）。セルラー
無線ネットワーク上のアクティブな携帯電話呼のハンドオフは、ユーザが適切なＷｉＦｉ
ネットワークの近傍に入ることによって、開始し得る（１１１２）。
【０１６８】
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　ＣＤＭＡの場合と同様に、ＷｉＦｉクライアントは、ＩＰアドレスを取得し、ＮＣＧに
登録し（１１１４，１１１６）、ハンドオーバが必要とされることに関してＧＳＭ無線機
に通知する（１１１８）。
【０１６９】
　ＧＳＭ無線機は、測定報告をＧＳＭネットワークに送る（１２２０）が、これには、最
も強い及び最も適切なセルとして、ＮＣＧセルが含まれる。基地局は、対象ＮＧＣセルに
関する情報及び関連パラメータと共に、ハンドオーバ要求メッセージをサービングＭＳＣ
ＭＳＣに送る（１２２２）。
【０１７０】
　ハンドオーバ要求メッセージを受信すると、サービングＭＳＣＭＳＣは、提供情報に基
づき、対象ＮＣＧを識別する。サービングＭＳＣＭＳＣは、ハンドオーバ準備要求メッセ
ージをＮＣＧに送り（１２２４）、ＭＳＣ（ＮＣＧ）ハンドオーバに対してＭＳＣのトリ
ガを行う。
【０１７１】
　ハンドオーバ準備要求を受信すると、ＮＣＧは、呼の接続をルーティングするためのハ
ンドオーバ番号を読み出す。ＮＣＧは、ハンドオーバ準備ＡｃｋでサービングＭＳＣＭＳ
Ｃに応答する（１２２５）。この確認応答には、ダミーハンドオーバトラフィックチャネ
ル割り当てと共にハンドオーバ番号が、ＲＲハンドオーバ命令メッセージの形態で含まれ
る。同時に、ＮＣＧは、ＳＩＰ招待をＷｉＦｉクライアントに送る（１１３０）。このメ
ッセージは、加入者に警報することなく招待を受け取るようにというＷｉＦｉクライアン
トに対する表示を含む。
【０１７２】
　ハンドオーバ準備Ａｃｋを受信すると、サービングＭＳＣＭＳＣは、それ自体とＧＳＣ
との間に回線を確立する。これは、ＩＡＭ（初期アドレスメッセージ）（１２２７）とＡ
ＣＭ（アドレス完了メッセージ）（１２２８）との交信によって行われる。回線確立後、
サービングＭＳＣＭＳＣは、ハンドオーバ要求メッセージを基地局に送る（１２３２）。
このメッセージは、ハンドオーバ準備Ａｃｋメッセージにおいて受信されたＲＲハンドオ
ーバ命令メッセージを含む。
【０１７３】
　ハンドオーバ要求を受信すると、基地局は、（ハンドオーバ要求に含まれる）ＲＲハン
ドオーバ命令メッセージを電話（ＧＳＭ無線機）に送る（１２３４）。この時点で、ＳＩ
Ｐ招待（１１３０）に応答して、ＷｉＦｉクライアントは、ＳＩＰ　２００　ＯＫをＮＣ
Ｇに送る（１１３６）。これによって、Ａｃｃ信号送信処理メッセージのトリガが行われ
、サービングＭＳＣＭＳＣに送られる（１２３８）。また、それと共に、ＮＣＧは、回答
メッセージをサービングＭＳＣＭＳＣに送り（１２３９）、音声回線を２つのエンティテ
ィ間に接続する。また、ＮＣＧは、送信終了信号メッセージを送ることによって、サービ
ングＭＳＣＭＳＣに対して、そのトラフィックチャネル資源を解放するように知らせる（
１２４１）。サービングＭＳＣＭＳＣは、トラフィックチャネル資源を解放する。
【０１７４】
　そして、音声経路が切り替えられ、呼は、ＩＰネットワーク上でＮＣＧを介して継続さ
れる。
　５．４　ＧＳＭセルラードメインへのハンドオフ
　図１２Ｂにおいて、ユーザが、当初、ＩＰネットワークを介して呼を行っている場合（
１１５０）。アクティブなＩＰ呼のハンドオフは、ユーザがＷｉＦｉネットワークの近傍
を離れることによって開始し得るが、例えば、ＷｉＦｉ信号品質が指定しきい値を下回る
ことによって検出し得る（１１５２）。
【０１７５】
　ＷｉＦｉクライアントは、ＷｉＦｉネットワークの近傍からのその離脱を検出すると、
ＣＤＭＡネットワークへのハンドオフトリガを示すＳＩＰ通知メッセージをＮＣＧに送る
（１１５４）。このメッセージにおいて、ＧＳＭチャネル測定報告が、ＷｉＦｉクライア
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ントによって提供される。各チャネルのＰＬＭＮ及びＬＡＣも本メッセージに含まれるも
のとする。
【０１７６】
　ハンドオーバトリガを（ＳＩＰ通知メッセージの形態で）受信すると、ＧＳＣは、（通
知メッセージの）最も適切なセルにサービスを提供する対象ＭＳＣにハンドオーバ準備要
求を送る（１２５６）。これによって、ＭＳＣハンドオーバに対するＭＳＣのトリガが行
われる。対象ＭＳＣは、最も適切なセルのＰＬＭＮ及びＬＡＣによって識別される。
【０１７７】
　ハンドオーバ準備要求を受信すると、対象ＧＳＭ　ＭＳＣは、呼の接続をルーティング
するためのハンドオーバ番号を読み出す。それと共に、ＧＳＭ　ＭＳＣは、最も適切なセ
ルにサービスを提供する対象基地局にハンドオーバ要求メッセージを送るものとする（１
２６０）。対象基地局は、新しいトラフィックチャネル資源を割り当て、ハンドオーバ要
求Ａｃｋを対象ＭＳＣに送る（１２６０）。対象ＭＳＣは、ハンドオーバ準備Ａｃｋでサ
ービングＭＳＣＮＧＣに応答する（１２６２）。この確認応答には、新しいハンドオーバ
トラフィックチャネル割り当てと共にハンドオーバ番号が、ＲＲハンドオーバ命令メッセ
ージの形態で含まれる。
【０１７８】
　ハンドオーバ準備Ａｃｋを受信すると、サービングＮＣＧは、それ自体と対象ＭＳＣと
の間に回線を確立する。これは、ＩＡＭ（初期アドレスメッセージ）とＡＣＭ（アドレス
完了メッセージ）との交信によって行われる（１２５８）。回線確立後、ＮＣＧは、通知
メッセージ（１１５４）に応答して、ＳＩＰ　ＯＫ（１２６４）を送る。このＳＩＰ　Ｏ
Ｋは、対象ＭＳＣからのハンドオーバ準備Ａｃｋにおいて受信された全ＲＲハンドオーバ
命令メッセージを含む。
【０１７９】
　ＳＩＰ　ＯＫメッセージを受信すると、ＷｉＦｉクライアントは、ＧＳＭ無線機に対し
てＲＲハンドオーバ命令メッセージを示す（１１６６）。ＧＳＭ無線機は、専用のモード
に移行し、（ハンドオーバ命令メッセージに示すように）新しいトラフィックチャネル上
でハンドオーバアクセスバーストを送信し始める（１２６８）。
【０１８０】
　対象基地局がＧＳＭ無線機からハンドオーババーストと、基地局は、（周波数補正及び
タイミング前進情報を提供する）物理的な情報メッセージで応答する（１２７０）。また
、基地局は、ハンドオーバ検出表示をサービングＭＳＣＭＳＣに送る（１２７２）。これ
によって、サービングＭＳＣＭＳＣのトリガが行われ、Ａｃｃ信号送信処理メッセージが
ＮＣＧに送られる（１２７３）。また、それと共に、ＭＳＣは、回答メッセージをＮＣＧ
に送り、音声回線を２つのエンティティ間に接続する。
【０１８１】
　ＧＳＭ第２層リンクが、ＧＳＭ無線機と基地局との間に確立される。ハンドオーバ完了
メッセージが、ＧＳＭ無線機（１２７６）によって送信され、音声経路は、ＧＳＭモード
に切り替えられ、ＧＳＭネットワークにおいて呼を継続する。また、サービングＭＳＣＭ
ＳＣは、送信終了信号メッセージを送ることによって、ＮＣＧに対して、そのトラフィッ
クチャネル資源を解放するように知らせる（１２７８）。ＧＳＣは、トラフィックチャネ
ル資源を解放する。
【０１８２】
　（ＷｉＦｉ信号状態によって許容され）可能ならば、ＷｉＦｉクライアントは、ＳＩＰ
　ＢＹＥメッセージをＮＣＧネットワークに送り、資源を解放する（１２８２）。いずれ
の場合でも、ＮＣＧは、ＩＰ呼によって以前用いられた資源を解放する。
【０１８３】
　５．５　候補トラフィックチャネル
　ＷｉＦｏｎｅがアイドル状態にある間の“再登録”とＷｉＦｏｎｅが呼を処理している
間の“ハンドオフ”との間では、区別が行われる。再登録は、サービングＭＳＣＷｉＦｉ
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ネットワークがもはや充分な信号強度を有さない時、又は、例えばユーザ命令又はＷＬＡ
Ｎからの差し迫った退出の自動的な検出のために、セルラーネットワークへの移行が是認
されるとシステムが判定した時、マクロネットワークを再選択する処理である。ハンドオ
フは、ＷｉＦｉネットワークが減少する信号強度を検出する時、又は、セルラーネットワ
ークへの移行が是認されるとシステムが判定する時、現在のセッションが移行し得る非Ｎ
ＣＧによって制御されるマクロ周波数の再選択である。
【０１８４】
　ＷＬＡＮに登録されている間、電話は、隣り合ったセルラー無線機の信号強度の測定を
継続し得る。登録処理時、ＷｉＦｏｎｅは、それがセルラー無線機の電源断前に用いた候
補トラフィックチャネルのリストを提供する。ＷｉＦｏｎｅがセルラードメインへの再選
択又はそれへのハンドオフをしようとしている場合、ＷｉＦｏｎｅは、セッションをハン
ドオフし、また、それがセルラーネットワークから最近受信した候補リストにそれらのチ
ャネル用の現在のアクセスポイント信号強度測定値を含めという要求をＮＣＧに送る。
【０１８５】
　ＮＣＧは、ハンドオフが必要であると判定すると、ＷｉＦｏｎｅに知らせて、候補周波
数探索を開始し得る。そして、ＷｉＦｏｎｅは、ＮＣＧから送信される周辺のトラフィッ
クチャネルの電力レベルを測定し、候補リストの信号強度測定値をＮＣＧに返す。ＮＣＧ
は、どのトラフィックチャネルが良好なハンドオフ対象であるか判定する。
【０１８６】
　図１３において、ＷｉＦｏｎｅは、以下の手順を実行して、セルラーネットワークにセ
ッションをハンドオフする。ＷｉＦｏｎｅは、ＮＣＧへの登録に先立って、トラフィック
チャネル候補リスト１３０１－１３０２をセルラー無線機から前もって取得している。電
話は、登録した時、このリストをＮＣＧに送り（１３０３）、ＮＣＧは、ＷｉＦｏｎｅが
ＮＣＧによってサービスを提供される間、候補リストを記憶する。
【０１８７】
　電話は、ＩＰドメインからのハンドオフを実行する必要があると判定するか、又は、シ
ステムによってそうするように指示されると、ハンドオフ要求１３０４をＮＣＧに送る。
ＮＣＧは、ＷｉＦｏｎｅがトラフィックチャネルのリストを調査し（１３０５）、信号強
度測定値を返すように要求する。ＮＣＧには、登録時それが記憶した候補リストが含まれ
る。
【０１８８】
　ＷｉＦｏｎｅは、候補リストを調査する。これは、１回の調査であり、一般的に、１２
以下の候補チャネルを含む。ＷｉＦｏｎｅは、ＳＩＰ情報法を用いて、トラフィックチャ
ネルに優先順位をつけ、測定の結果をＮＣＧに送る（１３０８）。
【０１８９】
　ＷｉＦｏｎｅによって提供されたトラフィックチャネルのリストをふるい分けた後、Ｎ
ＣＧは、設備指示メッセージ１３０９を対象ＭＳＣに送る。対象ＭＳＣは、ハンドオフ要
求１３１０を確認し、要求されたハンドオフをそれがサポートし得ることを示し、ＷｉＦ
ｏｎｅが向けられるべき無線チャネルを示すハンドオフ命令を提供する。ＮＣＧは、Ｗｉ
Ｆｏｎｅにチャネル割り当て１３１１を送る。
【０１９０】
　ＷｉＦｏｎｅは、割り当てられたチャネルにチューニングして、ハンドオフ参照ＩＤを
用いて、それ自体を識別する（１３１３）。随意では、基地局は、メッセージを送るＷｉ
Ｆｏｎｅの暗示的な登録として呼出しメッセージを処理する。基地局は、登録要求命令を
ＷｉＦｏｎｅに送ることによって、ＷｉＦｏｎｅに関する完全な登録情報をいつでも取得
し得る。
【０１９１】
　ＮＣＧは、対象ＭＳＣからルーティング情報を要求する（１３１４）。ＭＳＣは、ハン
ドオフｔｌｄｎを割り当て、ルーティング情報をＮＣＧに送る（１３１５）。ＮＣＧは、
ＭＳＣへの第３の呼レグをセットアップする（１３１６）。
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【０１９２】
　ＭＳＣは、ハンドオフを準備するように基地局に指示し（１３１７）、基地局にＴＤＭ
トラフィックチャネルを割り当てる。ハンドオフの準備は、ハンドオフ参照ＩＤを含む。
対象基地局は、それがＷｉＦｏｎｅを検出したことを示す（１３１８）。ＷｉＦｏｎｅは
、現在のセッションが完了した後にのみ、セルラーネットワークに再登録する。
【０１９３】
　ＭＳＣは、ＴＤＭトラフィックを基地局にルーティングし、呼の第３レグが始まる。音
声割込みを短くするために、ＷｉＦｏｎｅは、ハンドオフが完了するまで、その音声経路
をＷｉＦｉモードからセルラーモードに切り替えない。そして、ＷｉＦｏｎｅは、基地局
に対して、ハンドオフが完了していることを示す（１３１９）。基地局は、処理が完了し
ていることをＭＳＣに通知する（１３２０）。ＭＳＣは、送信終了サインメッセージ１３
２１を発することによって、処理が完了していることをＮＣＧに通知する。最後に、ＮＣ
Ｇは、ＷｉＦｏｎｅへのＲＴＰ経路をミュートし、ハンドオフが完了していることをＷｉ
Ｆｏｎｅに伝え（１３２２）、これによって、現在のＩＰセッションが閉じる。
【０１９４】
　６　プロキシを用いた登録
　図１７を参照し、他の実施形態において、電気通信システム１００により、加入者は、
各々異なるアクセスネットワークに登録された複数の端末を用いて、通信を行うことが可
能である。図１７において、第１端末は、セルラーアクセスネットワーク１７１２に登録
された携帯電話１７０１である。第２端末は、ＩＰベースのアクセスネットワーク１７２
２を介して登録されるボイス・オーバＩＰ（ＶｏＩＰ）電話であり、ネットワーク１７２
２には、一般的に、ワイドエリアネットワーク並びにローカルエリア（例えば、ＷｉＦｉ
）ネットワーク双方が含まれる。従来の複数の携帯電話装置によって、呼は、例えば、電
話１７０３から公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１７３２上で携帯電話１７０１に配信し得る
。例えば、サービングＭＳＣＭＳＣ　１７０８は、携帯電話１７０１用のセルラー電話ネ
ットワークへのアクセスポイントを提供し、ゲートウェイＭＳＣ　１７０９は、ＰＳＴＮ
からのアクセスポイントを着信呼に提供する。
【０１９５】
　加入者がセルラーアクセスネットワーク１７１２だけに登録されている状況下では、加
入者の番号に関連付けられたホーム位置レジスタ（ＨＬＲ）１７０７に記憶された情報に
基づき、ＰＳＴＮから呼が加入者の携帯電話番号になされる場合、ゲートウェイＭＳＣ　
１７０９は、電話呼をサービングＭＳＣＭＳＣ　１７０８にルーティングし、これを通っ
て、呼が携帯電話１０１に配信される。ＨＬＲ　１７０７は、登録手順に基づき、電話用
の特定のサービングＭＳＣＭＳＣ　１７０８を識別する情報を有する。登録時、携帯電話
は、サービングＭＳＣＭＳＣにその移動識別を提供し、これは、移動識別に基づき、加入
者のＨＬＲを判定し、登録情報をＨＬＲ　１７０７に転送する。
【０１９６】
　本システムには、更に、“ノマディック制御ゲートウェイ”（ＮＣＧ）１７２４が含ま
れ、これによって、呼がゲートウェイＭＳＣ　１７０９からボイス・オーバＩＰ（ＶｏＩ
Ｐ）電話１７０２に配信される経路が提供される。具体的には、ＮＣＧは、電話回線をＶ
ｏＩＰ用のパケットフォーマットに変換するメディアゲートウェイを含み、また、信号送
信ネットワークから見るとＭＳＣの機能をエミュレートする。
【０１９７】
　セルラーネットワーク用の本来備わっているＨＬＲに加えて、本システムには、ＮＳＴ
ＰＦ　１７２６が含まれており、これによって、プロキシＨＬＲ機能が提供される。ＮＳ
ＴＰＦは、ＩＰ及びセルラーアクセスネットワーク双方において、加入者端末から登録情
報を受信し、また、登録情報を本来備わっているＨＬＲ　１７０７に渡す役割を果たす。
ＮＳＴＰＦは、複数のアクセスネットワーク上における加入者用の存在及び位置情報を同
時に維持する。ＮＳＴＰＦ　１７２６及びＮＣＧ　１７２４は共同して機能し、単一の装
置内で動作したり、システム中の異なる位置に分散したりできる。図１８Ａ－Ｄにおいて
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、これらを単一の装置、ゲートウェイ１７２８として表す。
【０１９８】
　図１８Ａにおいて、加入者端末１７０１及び１７０２が双方共システムに登録する。加
入者が、セルラーネットワーク及びＩＰネットワーク双方を介して、電話呼を受信し得る
場合、本システムは、好適には、ＩＰネットワークを介して呼を配信するように構成され
る。他の選択肢としての構成において、呼は、複数のアクセスネットワーク上において同
時に呼び出したり、順次呼び出したり、又は、他の何らかの呼配信規則に従い得る。
【０１９９】
　図１８Ａにおいて、携帯電話１７０１は、最初に、サービングＭＳＣＭＳＣ　１７０８
を通じて、セルラーアクセスネットワーク１７１２に登録する。サービングＭＳＣＭＳＣ
　１７０８は、（本来備わっているＨＬＲ　１７０７とは反対に）ＮＳＴＰＦ　１７２６
を電話のホームロケーションレジスタとして識別する信号送信システムに移動体識別番号
を提供する。尚、この情報は、加入者のサービスプロバイダによって加入者毎に構成され
る。即ち、何人かの加入者は、従来のセルラーサービスを有し、また、サービングＭＳＣ
ＭＳＣは、加入者用のホームロケーションレジスタが、ＮＳＴＰＦ　１７２６であるより
もむしろ本来備わっているＨＬＲ　１７０７であることを通知される。
【０２００】
　ＮＳＴＰＦ　１７２６は、サービングＭＳＣＭＳＣ　１７０８から登録要求を受信する
場合、サービングＭＳＣＭＳＣの識別を記録し、登録要求を本来備わっているＨＬＲ　１
７０７に転送する。しかしながら、転送された登録要求では、ＮＳＴＰＦが、実際のサー
ビングＭＳＣＭＳＣ　１７０８よりもむしろそれ自体のＭＳＣｉｄをサービングＭＳＣＭ
ＳＣとして置き換えられている。本来備わっているＨＬＲは、ＮＳＴＰＦの登録要求に応
答し、これによって、応答を実際のサービングＭＳＣＭＳＣに転送する。そして、サービ
ングＭＳＣＭＳＣは、本来備わっているＨＬＲ　１７０７によって送信されたサービス許
可等の要求された加入者情報を有する。このように、ＮＳＴＰＦ　７１２６は、サービン
グＭＳＣＭＳＣから見ると、本来備わっているＨＬＲに対してＨＬＲプロキシとして機能
する。
【０２０１】
　ＶｏＩＰ電話１７０２がＮＣＧ　１７２４に登録する場合、ＮＣＧ　１７２４は、登録
に関してＮＳＴＰＦ　１７２６に通知する。この時点で、ＮＳＴＰＦは、双方の端末の同
時存在に気付くが、本来備わっているＨＬＲは、気付かない。
【０２０２】
　図１８Ｂにおいて、着信呼が、最初に、回線交換ネットワークを介して、ゲートウェイ
ＭＳＣ　１７０９によって受信される。随意では、ゲートウェイＭＳＣは、番号可搬性デ
ータベースに問い合わせることによって、番号可搬性照合を実行する。この時点で、ゲー
トウェイＭＳＣは、加入者の携帯電話１７０１の携帯電話番号を有する。ゲートウェイＭ
ＳＣは、携帯電話番号に基づき、ＨＬＲを判定し、位置要求をＨＬＲ　１７０７に送る。
ＮＳＴＰＦは、サービングＭＳＣＭＳＣとして登録され、従って、ＨＬＲは、位置要求を
ＮＳＴＰＦに送る。ＮＳＴＰＦは、応答して、ＮＣＧ　１７２４のメディアゲートウェイ
を、呼をルーティングする宛先として識別する。この情報は、本来備わっているＨＬＲに
よって、ゲートウェイＭＳＣに送り返され、これによって、メディアゲートウェイへの回
線が確立される。そして、メディアゲートウェイは、加入者のＶｏＩＰ電話へのＶｏＩＰ
接続を確立する。他の選択肢としての一実施形態において、ゲートウェイＭＳＣには、Ｎ
ＳＴＰＦが加入者用のＨＬＲであることを通知し、これによって、呼をどこにルーティン
グするか判定する際、本来備わっているＨＬＲを迂回し得る。
【０２０３】
　図１８Ｃにおいて、加入者のＶｏＩＰ電話が、例えば、ＶｏＩＰ電話１７０２がネット
ワークを離れるため、ネットワークから登録を取り消す場合、ＮＳＴＰＦには、もはや呼
がＶｏＩＰ電話にルーティングされないことが通知される。登録を取り消した後、ゲート
ウェイＭＳＣは、呼をどこにルーティングするか判定する必要がある場合、呼は、ＶｏＩ
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Ｐアクセスネットワークのメディアゲートウェイよりもむしろセルラーネットワークのサ
ービングＭＳＣＭＳＣにルーティングされるべきであることが通知される。これは、ＮＳ
ＴＰＦが登録取消しメッセージを本来備わっているＨＬＲに送ることによって達成され、
これによって、本来備わっているＨＬＲには、加入者が、セルラーサービングＭＳＣＭＳ
Ｃによってサービスを提供されていることが通知される。その再登録後、ゲートウェイＭ
ＳＣは、必ずしもＮＳＴＰＦを巻き込むことなく、直接、本来備わっているＨＬＲによっ
て、サービングＭＳＣＭＳＣの識別に関して通知される。そして、ゲートウェイＭＳＣは
、呼をサービングＭＳＣＭＳＣにルーティングする。他の選択肢として、ＮＳＴＰＦは、
ＨＬＲに再登録しないが、むしろ、本来備わっているＨＬＲから見るとプロキシとしての
セルラーサービングＭＳＣＭＳＣに位置要求をＨＬＲからルーティングする。
【０２０４】
　他の選択肢としての一実施形態において、全ての呼は、携帯電話及びＩＰ電話双方に対
してサービングＭＳＣＭＳＣとしての役割を果たすＮＣＧを通じて、セルラーネットワー
クにルーティングし得る。例えば、携帯電話及びＶｏＩＰ電話が同時に呼出しを行おうと
している場合、ゲートウェイＭＳＣは、呼をＮＣＧにルーティングし、そして、これが、
実際のセルラーサービングＭＳＣＭＳＣを通じて、ＶｏＩＰ電話及び携帯電話双方の呼出
しを行い得る。
【０２０５】
　図１８Ｄにおいて、ＳＭＳメッセージは、ＮＣＧを通じてルーティングされ、例えば、
ＩＰアクセスネットワーク及びセルラーアクセスネットワークを通じて双方に同時配信さ
れる。ＳＭＳメッセージは、特定の移動体番号に送信され、ＮＳＴＰＦは、その移動体番
号用のサービングＭＳＣＭＳＣとしてＮＣＧを識別する。そして、ＮＣＧは、そのメッセ
ージをアクセスネットワークの一方又は双方に渡す。
【０２０６】
　上記説明において、アクセスネットワークには、ＩＰネットワーク及びセルラーネット
ワークが含まれる。他の実施形態において、他の種類のアクセスネットワークを用い得る
。例えば、ＷｉＭａｘ及びＷｉＦｉネットワーク等の複数の異なるＩＰネットワーク、複
数のＷｉＦｉネットワーク、ブルートゥースネットワーク、又は複数のセルラーネットワ
ーク（例えば、ＣＤＭＡ及びＧＳＭネットワーク）であってよい。アクセスネットワーク
には、有線ネットワーク、又は、例えば、セルラーネットワーク及びＰＳＴＮへの同時呼
配信をサポートするために、ＰＳＴＮへの他の接続も含み得る。
【０２０７】
　７クライアントソフトウェアアーキテクチャ
　図１４において、デュアルモードクライアント（上記においてＷｉＦｏｎｅとも称する
）には、この場合、ＧＳＭセルラーネットワーク及びＷｉＦｉ無線ローカルエリアネット
ワークの組合せに用いるためのクライアントのバージョンには、従来のソフトウェア構成
要素及び、上述した動作特徴をサポートするクライアントの機能を強化する追加の構成要
素が含まれる。尚、大部分、上記の説明には、ＣＤＭＡネットワークに通常関連する用語
を全体的に用いている。この節では、全体的に、ＧＳＭネットワークに関連する用語、を
用いる。尚、上記において、また、この節において、説明する手法は、ＣＤＭＡ及びＧＳ
Ｍセルラーネットワークを含む、様々な種類の無線電話ネットワークに適用可能である。
【０２０８】
　図１４に示すクライアント用のソフトウェアアーキテクチャには、必ずしも上述した特
徴をサポートするとは限らないデュアルモード電話の実装に存在する複数の従来の構成要
素が含まれる。ユーザインタフェース（ＵＩ）１４１０は、ＧＳＭハンドセットソフトウ
ェアにおける既存の構成要素であり、ＵＩの観点から、ユーザ経験が双方の動作モードに
対して同じであるように、ＧＳＭの代替媒体としてＷｉＦｉを用いるためのあらゆる必要
な付加拡張機能を備える。
【０２０９】
　ＧＳＭ無線機構成要素１４６０は、構成要素１４６２－１４７０を含む、ＧＳＭ動作を
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サポートする標準ＧＳＭプロトコルスタックを含む。新しい層ＧＡ－ＰＡＬ（汎用アクセ
スプロトコル適合層）１４７８が、デュアルモード動作をサポートするために追加されて
いる。
【０２１０】
　ＷｉＦｉクライアント１４２０には、モジュール１４２２－１４２６を含む、従来のプ
ロトコルスタックと、ＳＩＰ登録、ＳＩＰ／ＶｏＩＰ呼生成、ＳＩＰ／ＶｏＩＰ呼受信、
ＷｉＦｉ移動性管理、ＷｉＦｉ無線監視等のＷｉＦｉ動作をサポートする追加のソフトウ
ェア構成要素１４３２－１４３６と、が含まれる。
【０２１１】
　新しい層、ネットワークサービス制御１４５０が追加され、ＧＳＭ無線機及びＷｉＦｉ
クライアント構成要素双方を制御し、ＷｉＦｉクライアント１４２０とＧＳＭ無線機１４
６０との間に制御経路を提供する。ローミング及びハンドオーバ動作は、ＮＳＣ　１４５
０を用いて、ＧＳＭ無線機とＷｉＦｉクライアントとの間で整合される。
【０２１２】
　周辺装置ブロック１４４０は、ＧＳＭハンドセットソフトウェアに存在する周辺装置レ
ベルサポート全てを表す。周辺装置には、表示装置、キーパッド、音声装置、ＳＩＭ、デ
ータ記憶装置、バッテリ等が含まれる。
【０２１３】
　構造的には、ＷｉＦｉクライアント１４２０及びＧＳＭ無線機１４６の実装は、大きく
分離される。２つの実装間では、ハンドオフ以外、対話は比較的ほとんど要求されない。
　ＧＳＭからＷｉＦｉへのハンドオフの一例において、ＵＩ　１４１０のように、ＧＡ－
ＰＡＬ　１４７８モジュールを除き、ＧＳＭ無線機１４６０が動作中である。ＮＳＣ　１
４５０は、電話がＧＳＭ呼において動作中であると気付いている。ＮＳＣ　１４５０は、
様々な基地局等に対する信号強度等の、動作中のセルに関する情報をＧＳＭ無線機１４６
０から取得する。ＮＳＣがアクセス可能な表に基づき、ＮＳＣは、現在電話が位置するＧ
ＳＭ内に何らかの適切なアクセスポイントがあるかどうか判定する。そのようなアクセス
ポイントがある場合、ＮＳＣ　１４５０は、ＷｉＦｉクライアント１４２０を起動し、Ｇ
Ａ－ＭＣ　１４３６に対して、アクセスポイントへの接続を試行するように指示する。Ｇ
Ａ－ＭＣは、ＧＡ－ＲＲＣ　１４３４及びＳＩＰ／ＲＴＰ　１４３２を用いて、（可能な
場合）アクセスポイントと関連付け、そして、データネットワークを介して、ＮＣＧへの
ＳＩＰ登録を実行する。一旦、登録が行われ、ＧＡ－ＭＣがＮＳＣに報告を返すと、ＮＳ
Ｃの制御下でハンドオーバ処理を開始し得る。ＮＳＣは、ＳＩＰ登録がなされたＮＣＧに
関連付けられた“セル”を特徴付ける情報をＧＡ－ＭＣから受信し、その情報をＧＳＭ無
線機１４６０に渡す。
【０２１４】
　従来のＧＳＭ電話において、ＧＳＭ無線機１４６０は、セルラーネットワークを通じて
、単一のサービングＭＳＣＭＳＣと対話を行う。ＧＳＭ無線機は、異なるＭＳＣによって
制御されることがある異なるチャネルに関する信号情報を監視する。ＧＳＭ無線機１４６
０は、ハンドオフを制御するサービングＭＳＣＭＳＣ（又はＭＳＣの基地局コントローラ
）にこの信号情報を渡す。他のＭＳＣ（“ハンドオフ”ＭＳＣ）のチャネルが好適である
ことを信号情報が示す場合、サービングＭＳＣＭＳＣは、ＭＳＣ間ハンドオフを開始する
。
【０２１５】
　ＧＳＭからＷｉＦｉへのハンドオフは、サービングＭＳＣＭＳＣから見ると、ＭＳＣ間
ハンドオフと同じに見える。これは、ＮＳＣが情報をＧＳＭ無線機１４６０に渡し、ＮＣ
Ｇに関連付けられた“セル”からの好適な信号強度について無線機に報告させ、これによ
って、サービングＭＳＣＭＳＣがＭＳＣ間ハンドオフを開始することによって達成される
。
【０２１６】
　サービングＭＳＣＭＳＣは、ＮＣＧと通信を行い、これは、ＳＩＰメッセージにカプセ
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ル化された携帯電話命令を電話に渡す。ＧＳＭ無線機は、標準のＧＳＭ無線機ハンドオフ
を予想しており、新しいトラフィックチャネル割り当てを待つ。ここで、ＮＣＧは、ダミ
ートラフィックチャネル割り当てをサービングＭＳＣＭＳＣに送り、これが、ダミーチャ
ネル割り当てを電話に送る。ＧＳＭＲＲ　１４６６がダミーチャネル割り当てを受信する
とすぐに、ＮＳＣには、ダミーチャネル割り当ての到着に関して通知され、これによって
、音声経路は、ＮＣＧを通じて、ＶｏＩＰ　ＲＴＰ信号経路に切り替えられる。
【０２１７】
　ＷｉＦｉからＧＳＭへのハンドオフの場合、ＳＩＰ／ＲＴＰ　１４３２は、動作中であ
り、ＵＩ　１４１０とＮＣＧとの間において音声トラフィックを渡し、ＧＳＭ無線機１４
６０は、“中断モード”で機能しており、このモードでは、どのＧＳＭセルに呼がハンド
オフされるか判定するために用いられる信号情報の判定を含む、制限されたＧＳＭ機能が
実行される。この信号情報は、ＷｉＦｉ呼の持続期間中ずっとＮＳＣが利用可能である（
他の選択肢は、ＧＳＭ無線機を完全に遮断し、ＧＳＭ無線機が動作していた直近の時から
の信号情報を思い起こすことである）。一旦ＧＳＭ無線機全体が再起動されるとＧＳＭ無
線機の上位層の状態を後でリセットする目的のためも含み、ＧＡ－ＰＡＬ　１４７８は、
ＧＳＭ無線機の下位層から、それに記憶された情報を受信する。
【０２１８】
　例えば、ＷｉＦｉ信号品質が劣化したため、呼がハンドオフされることになる場合、Ｇ
ＳＭ無線機が、ＮＳＣによって起動され、また、停止状態であったＧＳＭ無線機の上位層
の状態が、ＧＡ－ＰＡＬ　１４７８を用いてＧＳＭ無線機の下位層にメッセージを導入す
ることによって、リセットされる。ＧＳＭ信号情報は、ＧＳＭ無線機から送信され、ＮＳ
Ｃを通じて、ＷｉＦｉクライアントにおいてＳＩＰパケットにカプセル化され、ネットワ
ークのＮＣＧに送信される。ＮＣＧは、信号情報を開き、ＮＣＧは、この情報を用い、提
供された表を用いてハンドオフＭＳＣを識別し、また、ハンドオフＧＳＭ　ＭＳＣと通信
を行い、ハンドオフを行わせる。ハンドオフＭＳＣは、その基地局コントローラからのト
ラフィックチャネル情報を要求し、そして、この情報は、ハンドオフＭＳＣがＮＣＧに送
り返す。ＮＣＧは、このトラフィックチャネル情報をＳＩＰメッセージにカプセル化し、
これらのＳＩＰメッセージを電話に送る。そして、ＮＳＣは、新しいトラフィックチャネ
ル情報を受信し、ＧＳＭ無線機に渡す。これによって、ＧＳＭ無線機は、新しいトラフィ
ックチャネルに切り替わり、ＷｉＦｉからＧＳＭドメインへの呼のハンドオフを完了する
。
【０２１９】
　ＷｉＦｉクライアントにおいて、ＧＡ－ＲＲＣ　１４３４は、無線インタフェース（例
えば、ＷｉＦｉチップセットの特定の特性等）を抽出する薄い層を提供する。例えば、Ｗ
ｉＦｉ無線からブルートゥース無線機に設計を変更すると、ＧＡ－ＲＲＣの修正が本来必
要であり、ＧＡ－ＭＣ、ＮＳＣ等の修正は全く必要ない。
【０２２０】
　呼がアクティブでない場合、ＷｉＦｉとＧＳＭネットワークとの間のハンドオフは、“
アイドル”ハンドオフと称する。電話がアイドル状態であり、アイドルハンドオフが、Ｇ
ＳＭからＷｉＦｉネットワークに行われているが、まだ完了していない場合、ＧＳＭ無線
機は、呼が電話に配信されることを示すページを受信し得る。ＷｉＦｉネットワークへの
ハンドオフを終了又は中断させるには、ＧＳＭＲＲ　１４６６は、ＷｉＦｉネットワーク
へのハンドオフは実行すべきでないことをＮＳＣに通知する信号をＮＳＣに提供する“早
期警報インジケータ”を実装する。一旦、電話がＧＳＭ呼を受信すると、上述したように
、アクティブなハンドオフは、ＷｉＦｉネットワークに対して成し得る。
【０２２１】
　本システムの代替のバージョンは、ソフトウェア、ファームウェア、デジタル電子回路
、若しくはコンピュータハードウェア、又はそれらの組合せにおいて実現し得る。本シス
テムには、機械読み取り可能な記憶装置に具体的に具現化されプログラム可能なプロセッ
サによって実行されるコンピュータプログラムプロダクトを含み得る。また、方法ステッ
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プは、プログラム可能なプロセッサが、命令のプログラムを実行して、入力データについ
て処理し出力を生成することにより機能を実現して実行し得る。本システムは、データ記
憶システム、少なくとも１つの入力装置、及び少なくとも１つの出力装置からデータ及び
命令を受信するように、また、それらにデータ及び命令を送信するように接続された少な
くとも１つのプログラム可能なプロセッサを含むプログラム可能なシステム上で実行可能
な１つ又は複数のコンピュータプログラムにおいて実現し得る。各コンピュータプログラ
ムは、高級手続き又はオブジェクト指向プログラミング言語、又は、望まれる場合、アセ
ンブリ若しくは機械言語において実現し得るが、いずれにせよ、言語は、コンパイル又は
翻訳される言語であってよい。適切なプロセッサには、一例として、汎用及び専用マイク
ロプロセッサ双方が含まれる。一般的に、プロセッサは、読み出し専用メモリ及び／又は
ランダムアクセスメモリから命令及びデータを受信する。一般的に、コンピュータには、
データファイルを記憶するための１つ又は複数の大容量記憶装置が含まれるが、そのよう
な装置には、内蔵ハードディスク及び着脱可能なディスク等の磁気ディスク、光磁気ディ
スク、光ディスクが含まれる。コンピュータプログラム命令及びデータを具体的に具現化
するのに適する記憶装置には、一例として、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、及びフラッシュ
メモリ装置等の半導体メモリ装置、内蔵ハードディスク及び着脱可能なディスク等の磁気
ディスク、光磁気ディスク、及びＣＤ－ＲＯＭディスクを含む、全ての形態の不揮発性メ
モリが含まれる。上記のものは、いずれも、ＡＳＩＣ（特定用途向け集積チップ）によっ
て補ったり、又は、それらに組み込んだりできる。
【図面の簡単な説明】
【０２２２】
【図１】携帯電話通信システムのブロック図。
【図２】携帯電話を検出するためのＲＦＩＤリーダが含まれるシステムのブロック図。
【図３】ＲＦＩＤ検出手法のフローチャート。
【図４】携帯電話を検出するための圧力パッドが含まれるシステムのブロック図。
【図５】疑似基地局を用いた登録手順用のタイミング図。
【図６】プライベートドメイン内における登録時の呼ハンドオフを示すフローチャート。
【図７】登録手順のタイミング図。
【図８】信号強度スプーフィング手順のタイミング図。
【図９】ＩＰドメインへの呼配信のタイミング図。
【図１０】ＩＰドメインからの呼発信タイミング図。
【図１１Ａ】ＣＤＭＡドメインからＩＰドメインへのハンドオフのタイミング図。
【図１１Ｂ】ＩＰドメインからＣＤＭＡドメインへのハンドオフのタイミング図。
【図１２Ａ】ＧＳＭドメインからＩＰドメインへのハンドオフのタイミング図。
【図１２Ｂ】ＩＰドメインからＧＳＭドメインへのハンドオフのタイミング図。
【図１３】ＩＰドメインからのハンドオフのタイミング図。
【図１４】デュアルモード（ＧＳＭ及びＷｉＦｉ）クライアントのソフトウェアブロック
図。
【図１５】携帯電話通信システムのブロック図。
【図１６】ブルートゥースベースの存在検出用のフローチャート。
【図１７】電気通信システムのブロック図。
【図１８Ａ】電気通信システムの構成要素間の対話を示す図であって、存在検出及び登録
を示す図。
【図１８Ｂ】電気通信システムの構成要素間の対話を示す図であって、１つのアクセスネ
ットワークへの呼配信を示す図。
【図１８Ｃ】電気通信システムの構成要素間の対話を示す図であって、もう１つのアクセ
スネットワークへの呼配信を示す図。
【図１８Ｄ】電気通信システムの構成要素間の対話を示す図であって、メッセージ配信を
示す図。
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