
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信端末と通信する手段を有する通信システムであって、
　通信端末からの呼設定要求を受けて、呼を所定の転送先へ転送するための少なくとも１
つの転送先情報を含む転送先接続情報を該通信端末に送信する手段と、
　該通信端末から、発信者により選択された転送先情報を受信し、該転送先情報に従って
該通信端末と転送先との間での通信を可能とする手段とを有

有することを特徴とする通信
システム。
【請求項２】
　通信端末と通信する手段を有する通信システムであって、
　通信端末からの呼設定要求を受けて、呼を所定の転送先へ転送するための少なくとも１
つの転送先情報を含む転送先接続情報を該通信端末に送信する手段と、
　該通信端末から、発信者により選択された転送先情報を受信し、該転送先情報に従って
該通信端末との間に通信方式を設定する手段と、
　該通信方式を用いて該通信端末と該転送先との間で通信を行わせる手段と
　を有することを特徴とする通信システム。
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し、
　前記転送先接続情報を前記通信端末に送信するための通信方式を発信者に選択させるた
めの情報を該通信端末に送信する手段と、
　発信者が該情報から選択した通信方式を該通信端末との間に設定し、該通信方式を用い
て前記転送先接続情報を該通信端末に送信する手段とを更に



【請求項３】
　前記転送先接続情報を前記通信端末に送信するための通信方式を発信者に選択させるた
めの情報を該通信端末に送信する手段と、
　発信者が該情報から選択した通信方式を該通信端末との間に設定し、該通信方式を用い
て前記転送先接続情報を該通信端末に送信する手段を有する請求項２に記載の通信システ
ム。
【請求項４】
　通信端末と通信する手段を有する通信システムであって、
　通信端末からの呼設定要求を受けて、呼を所定の転送先へ転送するための少なくとも１
つの転送先情報を含む転送先接続情報を該通信端末に送信する手段と、
　該通信端末から、発信者により選択された転送先情報を受信する手段と、
　該転送先の通信方式と該通信端末側の通信方式との間のメディア変換を行うメディア変
換手段と、
　該メディア変換手段を介して該通信端末と該転送先との間で通信を行わせる手段とを有

ことを特徴とする通信システム。
【請求項５】
　

有することを特徴とする通信
システム。
【請求項６】
　前記転送先接続情報を、加入者番号毎に着信転送設定の有無情報とともに格納する手段
を有し、
　該着信転送設定が有のときに前記転送先接続情報を前記通信端末に送信する請求項１な
いし５のうちいずれか１項に記載の通信システム。
【請求項７】
　前記転送先接続情報は、前記転送先情報毎に転送可能状態又は転送不可能状態いずれか
の状態情報を有し、
　該状態情報が転送可能状態である転送先情報を前記転送先接続情報として前記通信端末
に送信する請求項１ないし５のうちいずれか１項に記載の通信システム
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、通信網と通信端末とを有する通信システムにおける着信転送技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の着信転送方式では、着信転送を行う際、着側ユーザが転送先の接続先をネットワー
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し、
　通信方式を発信者に選択させるための情報を該通信端末に送信する手段と、
　発信者が該情報から選択した通信方式を該通信端末との間に設定する手段とを更に有し
、前記メディア変換手段は、該選択した通信方式と前記転送先の通信方式との間のメディ
ア変換を行う

通信端末と通信する手段を有する通信システムであって、
　通信端末からの呼設定要求を受けて、呼を所定の転送先へ転送するための少なくとも１
つの転送先情報を含む転送先接続情報を該通信端末に送信する手段と、
　該通信端末から、発信者により選択された転送先情報を受信する手段と、
　該転送先の通信方式と該通信端末側の通信方式との間のメディア変換を行うメディア変
換手段と、
　該メディア変換手段を介して該通信端末と該転送先との間で通信を行わせる手段とを有
し、　
　前記転送先接続情報を前記通信端末に送信するための通信方式を発信者に選択させるた
めの情報を該通信端末に送信する手段と、
　発信者が該情報から選択した通信方式を該通信端末との間に設定し、該通信方式を用い
て前記転送先接続情報を該通信端末に送信する手段とを更に



クヘ事前に登録しておき、そのユーザに着信があった場合には着信呼は自動的にその接続
先に転送され、通信が行われる。また、転送する接続先を変更する場合には着信端末側で
設定の変更を行う。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来の技術によると、着側ユーザの事前設定に従い着信呼は転送され通信可能となる
。もしくは、着信呼が着側ユーザの端末に届いた際に、着側ユーザの操作により転送接続
先へ転送され通信可能となる。
【０００４】
しかし、従来の転送方式では、発信側ユーザが接続先とその通信方式を選択できなかった
。従って、発信者はどのようにして着信側に呼を着信させるかを選択することができない
という問題点があった。
【０００５】
本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、発信者側の操作によって
転送時の着信側の通信方式を指定できる通信システムを提供することを目的とする。すな
わち、本発明は、着信転送設定先が複数あった場合に、発信者側の操作手続きに基づいて
転送接続先を選択できる通信システムを提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本発明は次のように構成することができる。
【０００７】
　請求項１に記載の発明は、通信端末と通信する手段を有する通信システムであって、通
信端末からの呼設定要求を受けて、呼を所定の転送先へ転送するための少なくとも１つの
転送先情報を含む転送先接続情報を該通信端末に送信する手段と、該通信端末から、発信
者により選択された転送先情報を受信し、該転送先情報に従って該通信端末と転送先との
間での通信を可能とする手段とを有

有する。
【０００８】
　本発明によれば、転送先接続情報を通信端末に送信することとしたので、発信者は転送
接続先を選択することができる。

。
【０００９】
請求項２に記載の発明は、通信端末と通信する手段を有する通信システムであって、通信
端末からの呼設定要求を受けて、呼を所定の転送先へ転送するための少なくとも１つの転
送先情報を含む転送先接続情報を該通信端末に送信する手段と、該通信端末から、発信者
により選択された転送先情報を受信し、該転送先情報に従って該通信端末との間に通信方
式を設定する手段と、該通信方式を用いて該通信端末と該転送先との間で通信を行わせる
手段とを有する。
【００１０】
本発明によれば、転送先の通信方式と発信者側の通信方式とをあわせることができる。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項２の記載において、前記転送先接続情報を前記通信端
末に送信するための通信方式を発信者に選択させるための情報を該通信端末に送信する手
段と、発信者が該情報から選択した通信方式を該通信端末との間に設定し、該通信方式を
用いて前記転送先接続情報を該通信端末に送信する手段を有する。
【００１２】
本発明によれば、発信者は転送先接続情報を受信する方式を選択することができる。
【００１３】
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し、前記転送先接続情報を前記通信端末に送信するた
めの通信方式を発信者に選択させるための情報を該通信端末に送信する手段と、発信者が
該情報から選択した通信方式を該通信端末との間に設定し、該通信方式を用いて前記転送
先接続情報を該通信端末に送信する手段とを更に

また、本発明によれば、発信者は転送先接続情報を受信
する方式を選択することができる



　請求項４に記載の発明は、通信端末と通信する手段を有する通信システムであって、通
信端末からの呼設定要求を受けて、呼を所定の転送先へ転送するための少なくとも１つの
転送先情報を含む転送先接続情報を該通信端末に送信する手段と、該通信端末から、発信
者により選択された転送先情報を受信する手段と、該転送先の通信方式と該通信端末側の
通信方式との間のメディア変換を行うメディア変換手段と、該メディア変換手段を介して
該通信端末と該転送先との間で通信を行わせる手段とを有

。
【００１４】
本発明によれば、メディア変換手段を介することにより、異なる方式間での通信が可能と
なる。
【００１５】
　請求項５に記載の発明は、

【００１６】
請求項６に記載の発明は、請求項１ないし５のうちいずれか１項の記載において、前記転
送先接続情報を、加入者番号毎に着信転送設定の有無情報とともに格納する手段を有し、
該着信転送設定が有のときに前記転送先接続情報を前記通信端末に送信する。本発明によ
れば、着信転送設定の有無を判断することができる。
【００１７】
請求項７に記載の発明は、請求項１ないし５のうちいずれか１項の記載において、前記転
送先接続情報は、前記転送先情報毎に転送可能状態又は転送不可能状態いずれかの状態情
報を有し、該状態情報が転送可能状態である転送先情報を前記転送先接続情報として前記
通信端末に送信する。本発明によれば、必要な情報のみを転送先接続情報として通信端末
に送付することができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。
【００１９】
（第１の実施例）
図１に、本発明の第１の実施例における通信システム１の構成図を示す。本通信システム
１は、通信端末２と無線で接続され、基地局３、ネットワーク４、サービス制御装置５、
データベース６を有する。
【００２０】
本実施例における通信端末２は、移動無線端末であり、基地局３を介してネットワークと
接続される。また、通信端末２は複数の通信方式により通信を行うことができる。サービ
ス制御装置５は、ネットワーク４を介して基地局３に接続され、複数の通信方式による通
信を実現するための制御を行う。また、通信システム１は、加入者番号に対して通信を行
うという通常の通信機能も有する。データベース６は、加入者による登録情報を有してお
り、サービス制御装置５に接続される。サービス制御装置５は、このデータベース６を参
照して種々のサービスを提供する。
【００２１】
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し、通信方式を発信者に選択さ
せるための情報を該通信端末に送信する手段と、発信者が該情報から選択した通信方式を
該通信端末との間に設定する手段とを更に有し、前記メディア変換手段は、該選択した通
信方式と前記転送先の通信方式との間のメディア変換を行うことを特徴としている

通信端末と通信する手段を有する通信システムであって、
　通信端末からの呼設定要求を受けて、呼を所定の転送先へ転送するための少なくとも１
つの転送先情報を含む転送先接続情報を該通信端末に送信する手段と、該通信端末から、
発信者により選択された転送先情報を受信する手段と、該転送先の通信方式と該通信端末
側の通信方式との間のメディア変換を行うメディア変換手段と、該メディア変換手段を介
して該通信端末と該転送先との間で通信を行わせる手段とを有し、前記転送先接続情報を
前記通信端末に送信するための通信方式を発信者に選択させるための情報を該通信端末に
送信する手段と、発信者が該情報から選択した通信方式を該通信端末との間に設定し、該
通信方式を用いて前記転送先接続情報を該通信端末に送信する手段とを更に有する。



次に、図２に示すシーケンスチャートを参照にして本発明の第１の実施例における通信シ
ステムの動作について説明する。
【００２２】
まず、通信端末２が、ある着信相手の加入者番号を含む情報を送信することにより呼設定
要求を送信する（ステップ１）。サービス制御装置５は、その呼設定要求を受信すると、
着信側ユーザの転送設定の有無を判断する（ステップ２）。サービス制御装置５は、転送
設定有りであることを確認すると、着信側ユーザの転送先接続情報を得るために、データ
ベース６に対して転送先接続情報要求を送信する（ステップ３）。
【００２３】
次に、転送先接続情報要求を受信したデータベース６は、サービス制御装置５に対して転
送先接続情報を含んだ転送先接続情報応答を返す（ステップ４）。転送先接続情報応答を
受信したサービス制御装置５は、通信端末２に対して、設定された転送先接続情報を含む
転送先接続情報通知を出す。
【００２４】
ここで、転送先接続情報通知の具体例について説明する。データベースには例えば図３に
示すように、その加入者が着信転送設定中であるか否か、サービス方式、転送先、状態等
を含む転送先接続情報が着信相手の加入者番号と対応付けられて格納される。上記のステ
ップ４で当該加入者の転送先接続情報がサービス制御装置５に送信され、ステップ５で発
信者へ転送先接続情報が通知される。発信者へは例えば音声によるガイダンス形式で通知
が行われる。通知する情報については、データベースに登録された全情報を通知すること
もできるし、一部情報のみ通知することもできる。一部情報とは、例えば図３に示す情報
のうち状態ＯＮのサービス方式のみ等である。なお、状態ＯＮはその転送先が“転送可能
状態”であることを示し、状態ＯＦＦはその転送先が“転送不可能状態”であることを示
す。
【００２５】
引き続き、図２の動作シーケンスについて説明する。
【００２６】
図２のステップ５において、通信端末２は転送先接続情報通知を受け取り、発信者は転送
先接続情報を確認し、通信端末２を操作することにより希望する転送先を選択し（ステッ
プ６）、サービス制御装置５に対して希望する転送先接続情報を含んだ転送先接続情報通
知応答を送信する（ステップ７）。
【００２７】
次に、サービス制御装置５は、その転送先接続情報通知応答に従い着信先へ呼設定要求を
送信し（ステップ８）、通信端末２との間に転送先接続情報通知応答にて要求された通信
方式を設定する。すなわち、サービス制御装置５は通信方針設定要求を通信端末２に送信
し、通信端末２は通信方式設定応答をサービス制御装置５に返す。
【００２８】
着信先からサービス制御装置５に呼設定要求完了が送信されると（ステップ１０）、サー
ビス制御装置５は呼設定要求完了を通信端末２に対して送信する（ステップ１１）。以上
の手順を経て通信が開始される。
【００２９】
（第２の実施例）
次に、本発明の第２の実施例について説明する。第２の実施例では、サービス制御装置５
から通信端末２への転送先接続情報の通知方式を発信者が選択する。本実施例では、転送
先接続情報の通知方式を複数種類予めサービス制御装置５等に登録しておく。なお、第２
の実施例における通信システムの構成は第１の実施例と同様である。
【００３０】
図４に示すシーケンスチャートを参照にして本発明の第２の実施例における通信システム
の動作について説明する。
【００３１】
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まず、通信端末２が、呼設定要求を送信する（ステップ２１）。サービス制御装置５は、
その呼設定要求を受信すると、着信側ユーザの転送設定の有無を判断する（ステップ２２
）。
【００３２】
次に、サービス制御装置５は、着信側ユーザの転送設定有りと判断すると、通信端末２へ
の情報通知方式として複数の通知方式が登録されていることを確認し、発信側ユーザに所
望の操作方式を選択させるために情報通知方式要求を送信する（ステップ２３）。情報通
知方式要求を確認した発信者は、通信端末２を操作することにより所望の情報通知方式を
選択し（ステップ２４）、情報通知方式応答を送信する（ステップ２５）。例えば、サー
ビス制御装置５からの音声ガイダンスによる案内に対して、文字情報による情報提供を選
択する。
【００３３】
続いて、サービス制御装置５は、要求された通信方式で通信を行なうための設定変更をす
るために、通信方式設定要求を通信端末２に対して送信する（ステップ２６）。そして、
通信端末２は、通信方式設定応答をサービス制御装置５に対して返し（ステップ２７）、
発信者への出力形式を変更する（ステップ２８）。
【００３４】
次に、サービス制御装置５は、着信側ユーザの転送先接続情報を得るために、データベー
ス６に対して転送先接続情報要求を送信する（ステップ２９）。そして、転送先接続情報
要求を受信したデータベース６は、サービス制御装置５に対して転送先接続情報を含んだ
転送先接続情報応答を返す（ステップ３０）。転送先接続情報応答を受信したサービス制
御装置５は、通信端末２に対して、設定された転送先接続情報を含む転送先接続情報通知
を出す（ステップ３１）。
【００３５】
ステップ３１において、通信端末２は転送先接続情報通知を受け取り、発信者は転送先接
続情報を確認し、通信端末２を操作することにより希望する転送先を選択し（ステップ３
２）、サービス制御装置５に対して希望する転送先接続情報を含んだ転送先接続情報通知
応答を送信する（ステップ３３）。
【００３６】
次に、サービス制御装置５は、その転送先接続情報通知応答に従い着信先へ呼設定要求を
送信し（ステップ３４）、通信端末２との間に転送先接続情報通知応答にて要求された通
信方式を設定する。すなわち、サービス制御装置５は通信方針設定要求を通信端末２に送
信し（ステップ３５）、通信端末２は通信方式設定応答をサービス制御装置５に返す（ス
テップ３６）。
【００３７】
着信先からサービス制御装置５に呼設定要求完了が送信されると（ステップ３８）、サー
ビス制御装置５は呼設定要求完了を通信端末２に対して送信する（ステップ３９）。以上
の手順を経て通信が開始される。
【００３８】
なお、第２の実施例において、発信者側からの要求に合った通信方式に合う方式へ変換す
る機能は、サービス制御装置５又はデータベース６のうちのいずれに有していても良い。
また、発信側の通信方式を着信側の通信方式と合わせる場合には、転送先接続情報通知応
答後に、通信方式設定を実施してもよい。
【００３９】
（第３の実施例）
次に、本発明の第３の実施例について説明する。第３の実施例では、発信側と着信側の間
でメディア変換を行い、異なるメディア間での通信を可能とする。
【００４０】
図５に、第３の実施例における通信システムの構成図を示す。メディア変換装置７を有す
る点が第１の実施例における構成と異なる。メディア変換装置７は通信方式の変換を行う
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装置であり、サービス制御装置５に接続される。
【００４１】
次に、図６に示すシーケンスチャートを参照にして本発明の第３の実施例における通信シ
ステムの動作について説明する。
【００４２】
まず、通信端末２が、呼設定要求を送信する（ステップ４１）。サービス制御装置５は、
その呼設定要求を受信すると、着信側ユーザの転送設定の有無を判断する（ステップ４２
）。サービス制御装置５は、転送設定有りであることを確認すると、データベース６に対
して転送先接続情報要求を送信する（ステップ４３）。なお、ステップ４１の後、第２の
実施例にように、情報通知方式を発信者に選択させるようにしてもよい。
【００４３】
次に、転送先接続情報要求を受信したデータベース６は、サービス制御装置５に対して転
送先接続情報を含んだ転送先接続情報応答を返す（ステップ４４）。転送先接続情報応答
を受信したサービス制御装置５は、通信端末２に対して、設定された転送先接続情報を含
む転送先接続情報通知を送信する（ステップ４５）。通信端末２は転送先接続情報通知を
受け取り、発信者は転送先接続情報を確認し、通信端末２を操作することにより希望する
転送先を選択し（ステップ４６）、サービス制御装置５に対して希望する転送先接続情報
を含んだ転送先接続情報通知応答を送信する（ステップ４７）。
【００４４】
次に、サービス制御装置５は、発信者からの転送先接続情報通知応答による着信接続先の
通信方式が、発信者の利用している通信方式と異なる場合には、メディア変換装置７に対
して、メディア変換を行うための変換情報を含んだ起動要求を送信する（ステップ４８）
。
【００４５】
起動要求を受信したメディア変換装置７は、変換情報を元に変換方式を起動させ（ステッ
プ４９）、サービス制御装置５に対して起動完了を返す（ステップ５０）。そして、サー
ビス制御装置５は通信端末２に対して呼設定要求完了を返す（ステップ５１）。以上の手
順を経て、メディア変換装置７を介して通信が開始される。
【００４６】
なお、ステップ４１、４１の後、第２の実施例にように、情報通知方式を発信者が選択し
た場合には、その通信方式と転送先の通信方式との間でメディア変換装置７を介して通信
を行なうことが可能である。
【００４７】
また、複数のメディア変換装置を設け、メディア変換の種類に応じて最適なメディア変換
装置を選択し、そのメディア変換装置経由して通信を行なうようにしてもよい。
【００４８】
具体的な例としては、発信者が音声端末利用、着信先が文字端末利用の場合には、メディ
ア変換装置７では、音声⇔テキストの変換が実施される。また、着信先が電子メールなど
のオフライン可能な接続先の場合には、発信者が必要な情報全てをメディア変換装置７に
て変換し蓄積した後、メールサーバなどへ転送を実施することも可能である。
【００４９】
本発明は、上記の実施例に限定されることなく、特許請求の範囲内で種々変更・応用が可
能である。例えば、上記の実施例では移動無線通信への適用の例を示したが、移動無線通
信以外の通信システムにおいても、上記サービス制御装置、データベース、メディア変換
装置等に相当する装置を備えることにより本発明の着信転送技術を実施することが可能で
ある。
【００５０】
【発明の効果】
上述したように本発明によれば、予め登録されている着信転送先接続情報を発信者側に通
知することによって、発信者側操作に基づいて転送先の通信方式を選択することができる
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。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例における通信システムの構成図である。
【図２】本発明の第１の実施例における通信システムの動作を示すシーケンスチャートで
ある。
【図３】データベースに格納された転送先接続情報の例を示す図である。
【図４】本発明の第２の実施例における通信システムの動作を示すシーケンスチャートで
ある。
【図５】本発明の第３の実施例における通信システムの構成図である。
【図６】本発明の第３の実施例における通信システムの動作を示すシーケンスチャートで
ある。
【符号の説明】
１　通信システム
２　通信端末
３　基地局
４　ネットワーク
５　サービス制御装置
６　データベース
７　メディア変換装置
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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