
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

線通信ネットワーク（１４）から 受信する通話を処理する
ための方法であって、前記無線移動体端末（１１）は、近距離インタフェース

（１１２）の範囲内に位置するオフィスデバイス（１２１、１２２）と通信するための少
なくとも１つの近距離インタフェース（１１２）を備えており、前記方法は、
　前記無線移動体端末（１１）において、前記近距離インタフェース（１１２）の範囲内
に位置し、それぞれが事前に定義された通話タイプのリストに属する少なくとも１つの通
話タイプを処理するように構成されたオフィスデバイス（１２１、１２２）を

識別するステップと
　前記無線移動体端末（１１）において、前記事前に定義されたリストに属する通話タイ
プを有する前記無線通話ネットワーク（１４）からの通話の受信時に、前記通話タイプを
処理可能なオフィスデバイス（１２１、１２２）を選 るステップと
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　無 無線移動体端末（１１）で
と呼ばれる

近距離無線通信用の少なくとも１つのインタフェースであって、該近距離インタフェース

、前記近距
離インタフェース（１１２）を介して識別要求メッセージを一斉送信し、前記オフィスデ
バイス（１２１、１２２）からの応答を待機することによって、 、

択す 、を含んでおり、
前記方法が、
　前記オフィスデバイス（１２２）が、通信ネットワーク（１５）を介して前記無線通信
ネットワーク（１４）と相互接続されている場合、前記無線移動体端末（１１）から前記
無線通信ネットワーク（１４）へ、明確に前記オフィスデバイス（１２２）を識別する識
別子を含むメッセージを送信するステップと、



を 含むことを特徴とする 線通信ネットワーク（１４）
から 受信する通話を処理するための方法。
【請求項２】
　オフィスデバイス（１２１、１２２）と通信するための前記近距離インタフェース（１
１２）が、無線インタフェースであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】

記方法は

記無線通信ネットワーク（１４）と前記無線移動体端末（１１）との間の接続を解放
するステッ さらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記選択は、前記無線移動体端末（１１）に設けられたマンマシンインタフェースによ
って、エンドユーザが行うことができることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　無線通信ネットワークにアクセスするための無線インタフェース（３１１）、およ
距離インタフェース

（３１２）の範囲内に位置するオフィスデバイスと通信す
るための少なくとも１つの近距離インタフェース（３１２）を備える無線移動体端末（３
０）であって、前記無線移動体端末（３０） 、
　前記近距離インタフェース（３１２）の範囲内に位置し、それぞれが事前に定義された
通話タイプのリストに属する少なくとも１つの通話タイプを処理するように構成されたオ
フィスデバイスを識別するためのモジュール（３２）と、
　前記無線通話ネットワークから、ある通話タイプを有する通話の受信時に、前記通話タ
イプを処理可能な少なくとも１つのオフィスデバイスを選択するためのモジュール（３４
）と
　

するためのモジュール
（３５ さらに備えることを特徴とする無線移動体端末（３０）。
【請求項６】
　請求項１のステップを行うように構成されたコンピュータプログラムコード手段を備え
るコンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムは、第１の無線インタ
フェース、およ 距離インタフェースの範囲内に位置するオフィスデバイスと通信する
第２の近距離インタフェースを備える無線移動体端末に格納されるコンピュータプログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、無線通信ネットワークの通話処理に関し、より詳細には、近距離インタフェー
スを備える無線移動体端末において、無線通信ネットワークから受信される通話を処理す
るための方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＧＳＭ移動体電話または第３世代のＵＭＴＳ移動体電話などの、無線通信ネットワークへ
のアクセス専用で、近距離通信のためのインタフェースをさらに備える移動体無線端末が
従来の技術において知られている。そのような移動体無線端末の一例は、１９９９年１２
月１日、「３－ｉｎ－１　ｐｈｏｎｅ（３－ｉｎ－１方式電話）」という名前で、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｖｅｒｓｉｏｎ１．０Ｂ（ブルートゥース
仕様バージョン１．０Ｂ）、１００ページに記述されている。この場合、近距離インタフ

10

20

30

40

50

(2) JP 3961840 B2 2007.8.22

　前記通話を、前記無線通信ネットワーク（１４）から前記オフィスデバイス（１２２）
へ転送するステップと、 さらに 、無

無線移動体端末（１１）で

　前 、前記無線移動端末（１１）が前記無線通信ネットワーク（１４）へ明確に
前記オフィスデバイス（１２２）を識別する前記識別子を含むメッセージを送信した後に
、前

プを

び近
と呼ばれる近距離無線通信用の少なくとも１つのインタフェースであ

って、該近距離インタフェース

は

、をさらに備えており、前記無線移動端末が、
前記選択されたオフィスデバイス（１２２）が、通信ネットワーク（１５）を介して前

記無線通信ネットワーク（１４）と相互接続されている場合に、前記無線通信ネットワー
クにおいて前記選択されたオフィスデバイスへの通話の転送を起動

）を

び近



ェースはブルートゥースインタフェースである。ブルートゥースは、移動体電話、コンピ
ュータ、ＰＤＡ（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、および他
のスタンドアロンデバイスを、互いに近距離無線接続を使用し、どのように簡単に相互接
続することができるかを記述する仕様である。各デバイスは、（様々な国において帯域幅
のいくらかの変動があるが）世界的に使用可能な２．４５ギガヘルツの周波数帯域におい
て、送受信するマイクロチップを装備している。各デバイスは、ブルートゥース規格で定
義される一意の４８ビットのアドレスによって識別される。この一意のアドレスのビルト
インされた暗号化と検証によって、接続のセキュリティが保証されている。
【０００３】
家庭において、「３－ｉｎ－１方式電話」は、コードレス電話として機能する。移動中に
は、セルラ電話として機能する。最初のこれら２つの使用例の場合、移動体電話は、無線
通信ネットワークへの通常のインタフェースを使用し、家庭においては、３－ｉｎ－１方
式電話は、たとえば、ＤＥＣＴを介してローカル基地局と通信し、移動中には、３－ｉｎ
－１方式電話はＧＳＭを介して通信する。
【０００４】
第３の構成において、３－ｉｎ－１方式電話は、ブルートゥース技術がビルトインされた
他の移動体電話の範囲内に来たとき、ウォーキトーキ（ｗａｌｋｉｅ－ｔａｌｋｉｅ）と
して機能し、ブルートゥースインタフェースを介して他の移動体電話とのみ通信する。こ
の場合、この通信には、無線通信ネットワークからの資源を必要としない。さらに、通信
は課金されない。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
この種の「３－ｉｎ－１方式電話」の欠点は、両方の無線インタフェースを互いに個別に
使用することである。無線通信ネットワークへの無線インタフェースが動作するか、また
は近距離インタフェースが動作するかのいずれか一方なのである。
【０００６】
本発明の特定な目的は、近距離インタフェースを有する無線移動体電話において、無線通
信ネットワークから受信される通話への通信処理の機能性を増強することである。
【０００７】
本発明の他の目的は、本方法を実施するための無線移動体端末のほか、本方法を実施する
ために無線移動体端末に実装されるコンピュータプログラムを提供することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　これらの目的、および以下に明示する他のものは、請求項１に記載の方法、請求項 に
記載の無線移動体端末、および請求項 に記載のコンピュータプログラムによって達成さ
れる。
【０００９】
本発明によると、近距離インタフェースを備える無線移動体端末において、無線通信ネッ
トワークから受信する通話は、無線移動体端末の環境を考慮に入れることによって処理さ
れる。無線移動体端末は、近接して位置するオフィスデバイスと、近距離インタフェース
を介して通信することによって、その環境を識別する。次いで、コンピュータプログラム
は、近距離インタフェースの範囲内に位置するオフィスデバイスの能力に応じて、通話の
その後の最良の処理を決定する。
【００１０】
本発明によると、このコンピュータプログラムは、構内交換機または公衆交換局の代わり
に無線移動体端末に再配置をする「ＰＢＸに似た」機能性を実行する。環境を知ることに
より、無線移動体端末は、現在の環境に適した「ＰＢＸに似た」機能性を選択する。「Ｐ
ＢＸに似た」機能性という用語は、適切なオフィスデバイスまたはファックスマシンに転
送される通話、あるいは通話中着信などの機能をカバーする。非常に広範囲なこのような
機能性によって、本発明による方法によってすべてがサポートされていると想定すること
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ができる。
【００１１】
無線移動体端末の環境は定期的に変動するので、本方法は移動体のユーザにより適すると
いう利点がある。さらに、近距離インタフェースの使用によって、無線移動体端末の環境
についての非常に正確な情報を有することが可能になる。
【００１２】
本発明による方法の他の利点は、エンドユーザに提供することのできる「ＰＢＸに似た」
機能性の範囲を、かなり拡張できることである。今までのところ、通話の転送、通話中着
信、通話の迂回などの通常のＰＢＸの機能性は、無線通信ネットワークに接続されたオフ
ィスデバイスに対してのみで可能である。本発明による方法は、近距離通信インタフェー
スを有するスタンドアロンのオフィスデバイスに対応可能である。
【００１３】
本発明の他の有利な特徴は、従属請求項において定義している。
【００１４】
本発明の他の特徴および利点は、限定するものではない例示として与えている好ましい一
実装形態の以下の説明を読むこと、および添付図面から明らかになろう。
【００１５】
【発明の実施の形態】
　図１は、本発明による方法を実装することができるシステムを示している。システムは
、無線移動体端末１１、無線通信ネットワーク１４に属する基地局１３、公衆交換電話網
（ＰＳＴＮ）１５を介して、無線通信ネットワーク１４と相互接続されたオフィスデバイ
ス１２ 、およびスタンドアロンオフィスデバイス１２ を備えている。
【００１６】
オフィスデバイスという用語は、無線移動体端末において受信した通話をさらに処理する
ために必要とされる可能性のある、ファックスマシン、プリンタ、ＰＤＡ、ラップトップ
、ヘッドセットなどの通常のデバイスをカバーする。ファックスマシンは、無線通信ネッ
トワークに接続したオフィスデバイスに属している。ヘッドセットは、スタンドアロンデ
バイスのグループに属している。ラップトップまたはＰＤＡおよびプリンタは、両方のグ
ループに属することができるはずである。これらは、スタンドアロンあるいは無線通信ネ
ットワーク１４に、または無線通信ネットワーク１４と相互接続された通信ネットワーク
１５自体に、接続することができる。この通信ネットワーク１５は、ＰＳＴＮまたはイン
ターネットなどのデータ通信ネットワークとすることができる。
【００１７】
無線移動体端末１１は、エアーインタフェースを介して、無線通信ネットワーク１４の基
地局１３と通信するためのアンテナ１１１を備えている。無線通信ネットワーク１４は、
ＧＳＭネットワークまたはＵＭＴＳネットワークであることが好ましい。しかし、他のあ
らゆる無線通信ネットワークも、無線通信ネットワーク１７用の実施例とすることができ
るはずである。
【００１８】
無線移動体端末は、さらにオフィスデバイス１２１、１２２と通信するための近距離イン
タフェース１１２も備えている。近距離通信のためのこのインタフェースは、たとえば、
両方とも無線周波数通信に基づくホームＲＦ、ブルートゥースなどの無線とすることがで
きる。さらに、赤外線を使用する光通信も、近距離無線インタフェースに使用することが
できる。ＩｒＤａ（Ｉｎｆｒａｒｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）によって定
義された標準には、そのような赤外線通信が記述されている。ＵＳＢまたはＲ２３２など
の有線インタフェースも、本発明の枠内とすることを想定することができる。しかし、有
線インタフェースでは本発明の利点が十分発揮されない。
【００１９】
無線移動体端末とオフィスデバイス間の距離がブルートゥースでは、１０メータ未満の場
合、赤外線通信では、さらに壁などの障害物がオフィスデバイスと無線移動体端末間にな
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いという条件の場合、通信を近距離無線インタフェースを介して確立することができる。
【００２０】
本発明によると、無線移動体端末１１は、近距離無線インタフェース１１２を介して、無
線電波の範囲内に位置するすべてのオフィスデバイス１２１、１２２にそれら自体を識別
することを求める「識別要求」メッセージを送信する。応答の際、「識別要求」メッセー
ジが到着している各オフィスデバイス１２１、１２２は、近距離無線インタフェース１１
２を通して明確にそれ自体を識別する識別子を含む、識別肯定応答メッセージを送信する
。ブルートゥース近距離インタフェースの場合、一意の４８ビットアドレスをこの目的の
ために使用することができる。
【００２１】
オフィスデバイス１２１、１２２は、さらにその機能、すなわち処理可能な通話タイプも
表示することが好ましい。たとえば、一意の４８ビットアドレスは、デバイスのタイプを
含むフィールドを有する所定のフォーマットに従う。あるいは、ハンドシェークメカニズ
ムを、無線移動体端末１１がタイプについてデバイス１２１、１２２に問い合わせるため
に実装することができるはずである。
【００２２】
無線移動体端末１１は、各オフィスデバイスが処理できる通話のタイプとともに識別子を
テーブルに格納している。
【００２３】
無線通信ネットワーク１４から通話の受信時に、無線移動体端末１１は、この通話の通話
タイプを識別し、このタイプの通話を処理可能なオフィスデバイスを選択する。
【００２４】
本発明による方法が使用可能な一部の使用実施例は以下の通りである。
【００２５】
１．移動体端末において受信されたファックス通話は、近距離インタフェースの範囲内で
、ファックスマシンまたはプリンタに転送される。
【００２６】
２．１つの部屋の中で複数の人々が聞く必要のある音声通話は、近距離インタフェースの
範囲内で複数のヘッドセットに転送される。
【００２７】
３．Ｅメールを含むデータ通話は、Ｅメールプログラムをサポートするラップトップに転
送することができる。
【００２８】
たとえば実施例２などのスタンドアロンのオフィスデバイス１２１の場合、通話に含まれ
るデータは、近距離インタフェース１１２と互換性のあるフォーマットに変換され、デー
タは、近距離インタフェース１１２を介してオフィスデバイス１２１に転送される。
【００２９】
たとえば実施例１などの、近距離インタフェースを備え、無線通信ネットワーク１４と相
互接続されたオフィスデバイスの場合、通話は、スタンドアロンデバイスに対して記述さ
れているように、近距離インタフェースを介して転送することができる。あるいは、無線
移動体端末１１は、コマンドを含むメッセージを無線通信ネットワークに送信し、通話を
無線通信ネットワークの発呼者番号によって明確に識別されるオフィスデバイスに転送す
る。
【００３０】
この目的のため、オフィスデバイス１２２の発呼者番号を、識別手順の間に近距離インタ
フェース１１２を介して無線移動体端末１１に伝達することができる。
【００３１】
次いで、通話は、無線通信ネットワーク１４からオフィスデバイス１２２にＰＳＴＮ１５
を介して転送され、インタフェース１１１を介する無線移動体端末１１と無線通信ネット
ワーク１４間の接続を解放することができるはずである。
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【００３２】
好ましい一実施形態では、無線移動体端末は、エンドユーザがどのオフィスデバイスに通
話を転送する必要があるか選択可能になるようにするためのマンマシンインタフェースを
備えている。このことは、実施例２の場合にとりわけ有用であり、そこでは、ユーザが通
話を転送する必要のあるハンドセットを選択することができる。マンマシンインタフェー
スは、さらにユーザがどのように通話をオフィスデバイスに転送するか、たとえば、近距
離インタフェースを介して、または無線通信ネットワークを介してか、暗号化するかまた
はそうではないかなどの選択をできるようにすることもできる。
【００３３】
図２は、ステップ２１から２５を含む本発明による方法の流れ図を示している。入力通話
が無線通話ネットワークから無線移動体端末において受信されるたびに、これらのステッ
プが実行されることが好ましい。
【００３４】
ステップ２１は、無線移動体端末に近接して位置しているオフィスデバイスのリストを更
新することである。この段階では、通常の標準的な接続手順を使用する。無線移動体端末
の識別子を含むメッセージが、近距離インタフェースを通して送出される。このメッセー
ジは、このメッセージを受信し、それ自体の識別子を含むメッセージとともに応答するよ
うすべてのオフィスデバイスに求める。デバイスのタイプのような他の情報も、付加的に
そのメッセージに含むことができるはずである。オフィスデバイスからの応答は、無線移
動体端末の動的テーブルの中に格納される。テーブルの入力には、オフィスデバイスの識
別子、このデバイスのタイプ、および処理可能な通話のタイプが含まれる。
【００３５】
あるいは、ステップ２１は、入力通話の発生とは無関係に行うこともできるはずである。
このステップは、一定の時間間隔で行うことも、またはエンドユーザの要求により行うこ
ともできる。これらの代替形態には、通話の受信時にあまり多くの処理能力を使用しない
という利点がある。実際のところ、このステップが長いならば、通話を非常に長く遅延さ
せることになるはずである。
【００３６】
ステップ２２は、無線移動体端末１１の無線インタフェース１１１を通して入力する通話
の受信時の通話タイプを識別することである。通話タイプの実施例は、音声通話、ファッ
クス通話、データ通話である。通話タイプは、発呼者識別子によって判定することができ
る。
【００３７】
ステップ２３は、ステップ２２において識別された通話のタイプの処理可能なオフィスデ
バイスを、動的テーブルの中から選択することである。
【００３８】
ステップ２４は、ステップ２３において選択されたオフィスデバイスの現在のステータス
を確認することである。この目的のために、要求メッセージが、これらのデバイスのステ
ータスを要求するこれらのすべてのオフィスデバイスに宛てられる。ステータスは「未使
用」または「使用中」とすることができる。
【００３９】
ステップ２５は、通話を未使用として識別されたオフィスデバイスに転送することである
。
【００４０】
図３は、本発明による無線移動体端末の一実施形態を示している。無線移動体端末３０は
、無線インタフェース３１１、近距離インタフェース３１２、近距離インタフェース３１
２の範囲内に位置するオフィスデバイスを識別するためのモジュール３２、無線インタフ
ェース３１１を通して入力する通話の受信時に通話タイプを識別するためのモジュール３
３、オフィスデバイスを選択するためのモジュール３４、通話をオフィスデバイスに転送
するためのモジュール３５を備えている。
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【００４１】
無線インタフェース３１１によって、無線通信ネットワークと無線移動体端末３０間の通
信が可能である。近距離インタフェース３１２によって、無線移動体端末３０と近距離イ
ンタフェース３１２の範囲内に位置するオフィスデバイス間の通信が可能である。近距離
インタフェース３１２に使用される標準は、ブルートゥースが好ましい。
【００４２】
本発明によると、近距離インタフェース３１２の範囲内に位置するオフィスデバイスを識
別するためのモジュール３２は、近距離インタフェースを介して「識別要求」メッセージ
を一斉送信し、「識別要求」メッセージに応答するオフィスデバイスの識別情報および能
力をデータベースに格納する。
【００４３】
無線インタフェース３１１を通して入力する通信の受信時に通話タイプを識別するための
モジュール３３によって、どの種の通話が無線通信ネットワークから受信されるかを判定
することが可能である。受信可能なタイプの通話は、データ通話、音声通話、ファックス
通話である。このリストですべてを網羅しているわけではない。通話のタイプを識別する
ためのモジュール３３は、モジュール３３において識別されたタイプの通話を処理可能な
オフィスデバイスを選択するためのモジュール３４に接続されている。オフィスデバイス
を選択するためのモジュール３４は、オフィスデバイスのリストを含むデータベースのコ
ンテンツを確認するための要求を生成する。モジュール３３において識別されたタイプの
通話を処理可能なオフィスデバイスの識別情報は、事前に定義された選択基準に従って１
つまたは複数のオフィスデバイスを選択することができるモジュール３４に戻される。
【００４４】
あるいは、オフィスデバイスを選択するためのモジュール３４は、エンドユーザとの対話
を可能にするためのマンマシンインタフェースに接続される。一つの可能性は、モジュー
ル３４に位置するコンピュータプログラムによって自動的に選択されるオフィスデバイス
を表示することである。あるいは、エンドユーザは、モジュール３４に位置するコンピュ
ータプログラムによって提案される複数の使用可能性の中からユーザ自身で１つの使用可
能性を選択するよう求めることができる。
【００４５】
選択が行われると、モジュール３４は、入力通話を転送するために選択の結果をモジュー
ル３５に示す。
【００４６】
モジュール３５は、通話に含まれる情報を近距離インタフェースと互換性のあるデータフ
ォーマットに変換するための変換モジュールを備えることができる。
【００４７】
あるいは、モジュール３５は、無線通話ネットワークの通話転送機能を起動させるための
メッセージを生成することができる。このことは、モジュール３４において選択されたオ
フィスデバイスが、さらに無線通信デバイスにも接続されている場合にのみ可能である。
この場合、通話転送メッセージは、無線通信ネットワークへの無線インタフェース３１１
を通して伝送され、無線インタフェースは選択されたオフィスデバイスに通話を転送し、
無線移動体端末３０への接続を解放する。
【００４８】
本発明の他の実施形態では、無線移動体端末３０は、複数の異なるタイプの近距離インタ
フェース（ブルートゥース、ＩｒＤａ、ＵＳＢ）を有することができ、その結果、近距離
インタフェースの範囲内でオフィスデバイスを識別するためのモジュール３２は、近距離
インタフェースごとにオフィスデバイスのリストを１つ有する。
【００４９】
本発明による方法を実施するためのソフトウェアは、無線移動体端末において、ダウンロ
ードしたり、ハードコード化したりすることができるはずである。ＷＡＰ機能の可能な無
線移動体端末の場合、ソフトウェアは、ＷＴＡエージェントに格納され、実行されること
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が好ましい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による方法を実装することができるシステムを示す図である。
【図２】本発明による方法を示す流れ図である。
【図３】本発明による無線移動体端末の一実施形態を示す図である。
【符号の説明】
１１、３０　無線移動体端末
１３　基地局
１４　無線通信ネットワーク
１５　公衆交換電話網
３２　オフィスデバイスを識別するためのモジュール
３３　通話のタイプを識別するためのモジュール
３４　オフィスデバイスを選択するためのモジュール
３５　通話をオフィスデバイスに転送するためのモジュール
１１１、３１１　無線インタフェース
１１２、３１２　近距離インタフェース
１２１、１２２　オフィスデバイス
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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