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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信網におけるリングバック・トーンサウンドの提供方法であって，
　ホーム位置登録器において，端末機の位置が登録される際，既設定されたリングバック
・トーンの代替可否に対する第１情報と，音源提供手段でルーティングするための第２情
報とを，交換機に提供するための第１段階と；
　呼が着信された交換機において，前記提供された前記第１情報及び前記第２情報に基づ
いて，前記呼の発信者にリングバック・トーンを提供し，または，前記音源提供手段にト
ランク呼接続を要請して着信加入者識別情報を提供する第２段階と；
　前記音源提供手段において，前記着信加入者識別情報，及び，前記発信時間帯情報に対
して既指定された音源を探索して，その探索された音源をリングバック・トーンの代わり
にトランク呼接続された前記着信交換機を通して前記発信者に提供する第３段階と；
を含んで構成されることを特徴とする，リングバック・トーンサウンドの提供方法。
【請求項２】
　前記第１情報は，前記着信加入者の移動端末機から生成伝送されて受信された特定キー
情報に基づいて設定されたリングバック・トーンの代替可否に対する情報であることを特
徴とする，請求項１に記載のリングバック・トーンサウンドの提供方法。
【請求項３】
　前記第１情報及び前記第２情報は，前記ホーム位置登録器から前記着信交換機に降ろし
て与える位置登録応答メッセージ内に含まれて提供されることを特徴とする，請求項１ま
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たは２に記載のリングバック・トーンサウンドの提供方法。
【請求項４】
　前記第１情報は，加入者プロファイルの付加サービス加入情報を表示するパラメータの
予備フィールドに記録されることを特徴とする，請求項１，２，または３のうちのいずれ
か１項に記載のリングバック・トーンサウンドの提供方法。
【請求項５】
　前記着信交換機は，前記着信加入者の呼応答認知時に前記音源提供手段とのトランク呼
解除を要請し，前記音源提供手段は，前記トランク呼の解除要請に基づいて前記接続され
たトランク呼を解除することを特徴とする，請求項１，２，３，または４のうちのいずれ
か１項に記載のリングバック・トーンサウンドの提供方法。
【請求項６】
　前記音源は，前記着信加入者に対して、発信者別，及び／または，発信者グループ別に
区分してそれぞれ異なる種の音源として既設定されたことを特徴とする，請求項１,２,３
，４，または５のうちのいずれか１項に記載のリングバック・トーンサウンドの提供方法
。
【請求項７】
　前記第２段階は，前記呼の発信者の識別情報も前記音源提供手段に提供することを特徴
とする，請求項１，２，３，４，５，または６のうちのいずれか１項に記載のリングバッ
ク・トーンサウンドの提供方法。
【請求項８】
　前記音源提供手段は，インターネットプロトコルに準拠する特定ウェブサーバとの通信
を通して前記着信加入者に対して既指定された音源の種を変更設定することを特徴とする
，請求項１，２，３，４，５，６，または７のうちのいずれか１項に記載のリングバック
・トーンサウンドの提供方法。
【請求項９】
　前記変更設定された音源は，前記音源提供手段に既確保された音源であるか，または，
前記ウェブサーバを媒介にして受信された音源であることを特徴とする，請求項８に記載
のリングバック・トーンサウンドの提供方法。
【請求項１０】
　前記ウェブサーバは，ウェブページを通して入力された加入者の識別情報に基づいて前
記音源提供手段に接続して関連した音源を変更設定することを特徴とする，請求項８また
は９に記載のリングバック・トーンサウンドの提供方法。
【請求項１１】
　移動通信網において，
　各種音源を備えて，任意の交換機と接続されて前記備わった音源をその交換機側に提供
する音源提供手段と；
　前記音源提供手段が前記交換機に提供すべき音源の種を，トランク呼接続を通して受信
された着信加入者の識別情報，及び，前記トランク呼接続を行った時間帯に基づいて選択
して前記音源提供手段に知らせる音源提供制御手段と；
　リングバック・トーンの代替可否に対する第１情報と，前記音源提供手段でルーティン
グするための第２情報とを，加入者に対するプロファイル情報に記録するホーム位置登録
器と；
　加入者の位置登録時に前記ホーム位置登録器と通信してその加入者に対して設定された
前記第１情報及び前記第２情報を受信して貯蔵し，前記貯蔵された第１情報及び第２情報
に基づいて前記音源提供手段にトランク呼接続して前記着信加入者の識別情報を提供し，
その結果として前記音源提供手段から受信された音源を，リングバック・トーンの代わり
にその発信者に提供する交換機と；
　を含んで構成されることを特徴とするリングバック・トーンサウンドの提供装置。
【請求項１２】
　前記交換機は，任意の加入者に呼が着信すれば，その加入者に対する前記第１情報及び
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前記第２情報に基づいて前記音源提供手段に前記着信加入者の識別情報を提供することを
特徴とする，請求項１１に記載のリングバック・トーンサウンドの提供装置。
【請求項１３】
　前記交換機は，前記着信加入者の識別情報外に呼の発信者の識別情報も前記音源提供手
段に提供することを特徴とする，請求項１１または１２に記載のリングバック・トーンサ
ウンドの提供装置。
【請求項１４】
　インターネット網を媒介にして前記音源提供手段または前記音源提供制御手段に接続さ
れて，前記音源提供手段に任意の音源を追加したり，前記音源提供制御手段が一つの音源
を選択したりするための情報を変更するウェブサーバをさらに含んで構成されることを特
徴とする，請求項１１，１２または１３のうちのいずれか１項に記載のリングバック・ト
ーンサウンドの提供装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は，着信加入者が所望する特定サウンドを発信者にリングバック・トーン（Ｒｉ
ｎｇ Ｂａｃｋ Ｔｏｎｅ）で提供する，加入者基盤のリングバック・トーンサウンドの提
供方法及び提供装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　一般的に，従来の移動通信網において発信者が電話通話を試みた場合，着信加入者の交
換機は画一的なリングバック・トーンサウンドを発信者に聞かせる方式を採択している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　このような従来のリングバック・トーンサウンド方式は，画一的で同一のトーンを提供
するので，着信者が応答するまでは発信者が誤接続の有無を判断できず，また，ユーザー
の特性に符合する多様なリングバック・トーンサウンドの代替サービスが提供できない問
題があった。
【０００４】
　一方，最近になって上記のような画一的なリングバック・トーンサウンドの代わりに，
多様な広告音を聞かせる方法が提案された。しかしこれも，加入者の選択権はなく，一方
的に通信網事業者が選択した特定広告音を発信者に聞かせて，以後所定時間無料で通話さ
せる方式である。このため，着信者が応答するまでは発信者が誤接続の有無を判断するこ
とができない。また，ユーザーの特性に符合する多様なリングバック・トーンサウンドサ
ービスを提供できない問題があった。
【０００５】
　本発明は上記のような従来の問題点を解決するために創作されたものであり，その目的
は，加入者が登録または選択した特定音またはサウンドを別途のサーバに貯蔵しておいて
，呼が発生すれば着信交換機がこのサーバと通信し，着信加入者が指定した特定音または
サウンドを受信してこれを既存のリングバック・トーンサウンドの代わりに発信者に提供
する，加入者基盤のリングバック・トーンサウンドサービスの提供方法及び提供装置を提
供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために，本発明による加入者基盤のリングバック・トーンサウンド
の提供方法は，着信加入者の位置登録時に，既設定されたリングバック・トーンの代替可
否に対する第１情報と，音源提供手段でルーティングするための第２情報とを，ホーム位
置登録器からその着信交換機に提供する第１段階と；着信交換機で，任意の発信者から着
信加入者に対する呼接続要請認知時に，提供された第１情報及び第２情報に基づいて，発
信者にリングバック・トーンを提供し，または，音源提供手段にトランク呼接続要請して
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着信加入者情報を提供する第２段階と；音源提供手段で，着信加入者情報，及び，発信時
間帯情報に基づいて既指定された音源を探索して，その探索された音源をリングバック・
トーンの代わりにしてトランク呼接続された着信交換機を通して発信者に提供する第３段
階とを含んで構成されることを特徴とする。
【０００７】
　上記の過程中に，着信交換機は，着信加入者の呼応答認知時に音源提供手段にトランク
呼解除を要請して，音源提供手段はこれによりトランク接続された呼を解除して音源の提
供を終了する。
【０００８】
【発明の実施の形態】
　以下，添付図面を参照しながら本発明の望ましい実施の形態による加入者基盤のリング
バック・トーンサウンドの提供方法及び提供装置を詳細に説明する。なお，本明細書及び
図面において，実質的に同一の機能構成を有する構成要素については，同一の符号を付す
ることにより重複説明を省略する。
【０００９】
　図１は，本発明の一実施の形態による加入者基盤のリングバック・トーンサウンドの提
供装置のブロック構成図である。
【００１０】
　図１を見れば，本実施の形態の装置は，ホーム位置登録器（ＨＬＲ）１０と；シグナリ
ングトランスファプロトコル（Ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ：ＳＴＰ）基盤のＮｏ．７網２０を媒介にして，ホーム位置登録器（ＨＬＲ）１０と通
信する交換機（Ｏ＿ＭＳＣ／ＶＬＲ，Ｔ＿ＭＳＣ／ＶＬＲ）３１，３２と；Ｎｏ．７網２
０に連結されてゲートウェイ４０を媒介にして交換機３１，３２と通信する，音源提供装
置（Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｐｅｒｉｐhｅｒａｌ：ＩＰ）５０と；インターネット網６
０を媒介にして音源提供装置５０とデータ通信する，音源提供制御サーバ（ＩＰ Ｓｅｒ
ｖｅｒ）７０と；インターネット網６０を媒介にしてホーム位置登録器１０と連結された
，加入者貯蔵データベース８０と；ゲートウェイ９０を媒介にしてインターネット網６０
に連結されて音源提供装置５０及び音源提供制御サーバ７０と通信する，ウェブサーバ（
Ｗｅｂ Ｓｅｒｖｅｒ）１００で構成されている。
【００１１】
　ホーム位置登録器１０は，既存の網構成要素としての機能を有する。そして，リングバ
ック・トーンの代替可否に対する第１情報と，音源提供装置５０にルーティングするため
の第２情報を，着信加入者に対するプロファイル情報として既設定して有している機能が
追加される。これらの情報は，着信加入者プロファイルの付加サービス加入情報として設
定貯蔵されている。
【００１２】
　交換機３１，３２は，既存の網構成要素としての機能を有する。そして，着信加入者の
位置登録時に，ホーム位置登録器１０と通信して既設定された第１情報及び第２情報を受
信して貯蔵し，着信加入者の呼接続要請時に貯蔵された第１情報及び第２情報に基づいた
音源提供装置５０との通信で，リングバック・トーンの代わりの音源，例えば，特定サウ
ンドまたはオーディオデータを受信し，その受信された音源をその発信者にリングバック
・トーンの代替音として提供する特徴をさらに有する。
【００１３】
　音源提供装置５０は，各種音源を貯蔵して備え，ゲートウェイ４０を媒介にして交換機
３１，３２と接続され，通信して貯蔵した音源を，その交換機３１，３２側に提供する特
徴を有する。
【００１４】
　音源提供制御サーバ７０は，インターネット網６０を媒介にして音源提供装置５０と通
信する。そして，音源提供装置５０が交換機３１，３２に提供すべき音源の種を，呼接続
要請された着信加入者の識別情報，これに対応する発信者の識別情報，及び／または，呼
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接続要請時間帯情報との組合せに基づいて特定する（例えば，各種の音源を，発信者別，
発信者グループ別，発信者年令別，性別，職業別，及び／または，発信時間帯別等にそれ
ぞれ特定する）機能を有する。例えば，音源提供装置５０に貯蔵された複数の音源に対し
て，それぞれ固有コードを付与して，着信者が加入時または情報変更時に，発信者，発信
者グループ，発信時間帯などを特定して選択し，これに対応する音源を特定する。このよ
うにして，これに対する情報をテーブル等で有している途中で，そのテーブル情報に基づ
いてその音源が交換機３２側に提供されるように，音源提供装置５０を制御する。
【００１５】
　ウェブサーバ１００は，インターネット網６０を媒介にして，音源提供装置５０または
音源提供制御サーバ７０に連結される。そして，音源提供装置５０に音源を追加したり，
音源提供制御サーバ７０の音源特定のための情報（例えば，特定発信者，発信者グループ
，発信時間帯等）及びこれに対応する音源コードを変更する。これは，加入者がウェブサ
ーバ１００で提供するウェブページを通して遂行することができる。
【００１６】
　次に，図１の動作を説明する。特定音源送出サービスを利用しようとする着信加入者が
，自身が属する事業者に申請すれば，加入者貯蔵データベース８０に登録され，その加入
者貯蔵データベース８０で網内要素であるホーム位置登録器１０にサービス登録される。
そのホーム位置登録器１０は，自身の加入者データベースにそのサービスを設定し，その
ホーム位置登録器１０で現在サービス中である交換機（Ｓｅｒｖｉｎｇ交換機）３１また
は３２に，位置登録手続き発生時に，サービス情報及び音源提供装置（ＩＰ）５０にトラ
ンク呼を設定できるルーティングデータを伝送する。交換機３２は，その加入者サービス
データに伝達を受けたサービス情報及びルーティングデータを設定する。
【００１７】
　任意の発信加入者が着信加入者に呼設定を要請すれば，ホーム位置登録器１０を通した
ルーティング情報交換により，発信交換機３１と着信交換機３２間にトランクＩＳＵＰ呼
接続がなされる。着信交換機３２は，発信交換機３１とトランク呼接続になれば，設定さ
れたサービス情報に基づいて特定音源送出サービスが設定されていることを感知する。そ
して，ルーティングデータを利用して音源提供装置５０にトランク呼接続と同時に着信加
入者に，情報，例えば電話番号などを提供する。そして，同時に着信加入者には着信呼が
流入したというページングを試みる。音源提供装置５０は，音源提供制御サーバ７０と連
動して，その加入者がいかなる音源を設定したかを質疑する。そして，音源提供制御サー
バ７０は，加入者が特定した音源に対するコードを，音源提供装置５０に搬送する。
【００１８】
　音源提供装置５０は，そのコードに対する音源を，既存のリングバック・トーンの代わ
りに，着信交換機３２を通して発信交換機３１まで設定されたトランク呼を通して送出す
る。そして，発信加入者に着信加入者が呼応答するまで，音源を聴取できるようにする。
着信加入者が着信呼を受信すれば，着信交換機３２は，音源提供装置５０に設定されてい
たトランク呼経路を切断して，着信加入者と発信加入者間の通話データは，既接続された
トランク呼を通して送受信する。
【００１９】
　続いて，本発明の一実施の形態による加入者基盤のリングバック・トーンサウンドの提
供方法について説明する。これは，図１の本実施の形態の装置に適用されるので，その動
作と並行して説明する。
【００２０】
　図２は，本実施の形態による加入者基盤リングバック・トーンサウンドの提供方法を利
用するための，サービス加入の手続きを示した流れ図である。
【００２１】
　まず，Ｓ２０１で，サービス，すなわち，加入者基盤リングバック・トーンサウンドサ
ービスに対する加入要請があれば（Ｓ２０１），その要請によって要請者（すなわち，要
請者の電話番号）に対してサービス加入されたことが，加入者貯蔵データベース８０に貯
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蔵される。これと同時にＳ２０２で，データベース８０からホーム位置登録器１０に，加
入情報（電話番号包含）が伝えられ（Ｓ２０２），Ｓ２０３で，そのホーム位置登録器１
０の加入者プロファイルに，本実施の形態のサービスに対して加入されたことが設定され
る（Ｓ２０３）。これと同時にＳ２０４で，加入時にデータベース８０から音源提供制御
サーバ７０に新規加入者電話番号と加入者により選択された音源種などを含んだ新規加入
者情報が伝えられる（Ｓ２０４）。そして，音源提供制御サーバ７０は，Ｓ２０５で，伝
達を受けた新規加入者情報に基づいて，その新規加入者の電話番号に連係して選択された
音源のコードを割り当てる（Ｓ２０５）。
【００２２】
　一方，Ｓ２０５で，新規加入者情報にその着信加入者に対して，例えば特定発信者別，
発信者グループ別，時間帯別等に他の音源を送るように特定する情報が含まれていれば，
それぞれ区分して音源コードを割り当てるようにする（Ｓ２０５）。
【００２３】
　以後，Ｓ２０６で，ホーム位置登録器１０は，着信交換機３２から上がってくる位置登
録要請メッセージ（Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）があれば（
Ｓ２０６），Ｓ２０７で，加入者プロファイルを確認して本実施の形態のサービス加入者
からの位置登録要請であるのか（すなわち，位置登録要求端末が，本実施の形態のサービ
スに加入されたのか）を確認（Ｓ２０７）した後，加入者でない場合，Ｓ２０８－１で，
既存の方式と同一に位置登録に対する応答メッセージのみを着信交換機３２に降ろして与
える（Ｓ２０８－１）。一方，Ｓ２０８－２で，加入者である場合，位置登録に対する応
答メッセージ内に本実施の形態のサービス設定情報及び音源提供装置５０へのルーティン
グ情報（例えば，音源提供装置５０にルーティングできる番号：Ｒｏｕｔｉｎｇ Ｄｉｇ
ｉｔｓ 等）を含んで着信交換機３２に降ろして与え，その着信交換機３２がその情報を
有しているようにする（Ｓ２０８－２）。
【００２４】
　サービス設定情報の伝達方法の一例を説明すれば，図６に示したように，付加サービス
パラメータ（Ｃａｌｌｉｎｇ Ｆｅａｔｕｒｅｓ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ２）の予備フィール
ド（ｒｅｓｅｒｖｅ ｆｉｅｌｄ）を，リングバック・トーンフィールド（Ｓｐｅｃｉｆ
ｉｃ Ｒｉｎｇ Ｂａｃｋ Ｔｏｎｅ：ＳＲＢＴ）として用いる。そして，そのＳＲＢＴフ
ィールドに，２ビットのデータ（例えば，'１０'は，サービス加入であって非活性状態，
'１１'は，サービス加入であって活性状態）で表示されるように，位置登録応答メッセー
ジ内に含んでホーム位置登録器１０から着信交換機３２に伝えられる。
【００２５】
　参考に，図６のＶＭＳＢフィールドは，ボイスメールサービスビジー（Ｖｏｉｃｅ Ｍ
ａｉｌ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｂｕｓｙ）状態を，ＶＭＳＵフィールドは，ボイスメールサービ
スビジーアンコンディショナル（Ｖｏｉｃｅ Ｍａｉｌ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｂｕｓｙ Ｕｎｃ
ｏｎｄｉｔｉｏｎａｌ）状態を，ＶＭＳＮＡフィールドは，ボイスメールサービスビジー
ノアンサー（Ｖｏｉｃｅ ＭａｉｌＳｅｒｖｉｃｅ Ｂｕｓｙ Ｎｏ Ａｎｓｗｅｒ）状態を
，ＦＭＳＮＡフィールドは，ファックスメールサービスノアンサー（Ｆａｘ Ｍａｉｌ Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ Ｎｏ Ａｎｓｗｅｒ）状態を，ＦＭＳＢフィールドは，ファックスメールサ
ービスビジー（Ｆａｘ Ｍａｉｌ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｂｕｓｙ）状態を，ＦＭＳＵフィール
ドは，ファックスメールサービスアンコンディショナル（Ｆａｘ Ｍａｉｌ Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ Ｕｎｃｏｎｄｉｔｉｏｎａｌ）状態を，ＭＣフィールドは，マルチコール（Ｍｕｌｔ
ｉ－Ｃａｌｌ）を，ＣＣフィールドは，コンファレンスコール（Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ 
Ｃａｌｌ）を，ＭＵＤＮフィールドは，マルチプルユニットディレクトリナンバー（Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅ Ｕｎｉｔ Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ Ｎｕｍｂｅｒ）を，各々２ビットデータで
表示する付加サービスを示す。
【００２６】
　図３は，本実施の形態による加入者基盤リングバック・トーンサウンドの提供方法を利
用するための，サービス変更／追加手続きを示した流れ図である。
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【００２７】
　まず，上述したように，図２の手順によって加入された加入者が，パーソナルコンピュ
ータなどを利用して指定されたウェブサーバ１００に接続すれば，そのウェブサーバ１０
０は，本実施の形態のサービスに対して，変更／追加できるウェブページをそのコンピュ
ータの画面に提供する。
【００２８】
　Ｓ３０１で，加入者がウェブページを通して自身の電話番号を入力した後，音源提供装
置５０に予め確保された音源のリストを見て，その中から所望する一つを選択することに
よって代替音変更を要請する（Ｓ３０１）。そしてウェブサーバ１００は，Ｓ３０２で，
音源提供制御サーバ７０に代替音変更を要請する（Ｓ３０２）。そして，音源提供制御サ
ーバ７０は，この要請に基づいて，Ｓ３０３で，加入者（電話番号）に対して予め連係設
定された音源コードを解除し，選択された音源のコードを連係貯蔵する（Ｓ３０３）。そ
してその後，その選択された音源が，加入者電話番号の発信者にリングバック・トーンの
代わりに提供されるようにする。
【００２９】
　一方，Ｓ３０４で，加入者がウェブページを通して音源追加を選択した後，自身の電話
番号と一緒に自身が作ったり，獲得した肉声案内音ファイル，ロゴファイル，特定音楽フ
ァイルなどを添付してウェブサーバに伝達することによって代替音追加を要請すれば（Ｓ
３０４），ウェブサーバ１００は，Ｓ３０５で，音源提供装置５０に代替音追加を要請す
る（Ｓ３０５）。そして，音源提供装置５０は，Ｓ３０６で，この要請に基づいて添付さ
れたファイルを追加音源として確保する（Ｓ３０６）と同時に，Ｓ３０７で，音源提供制
御サーバ７０にその追加音源のコードを割り当てて，そのコードがその加入者電話番号に
連係されるように要請する（Ｓ３０７）。
【００３０】
　図４は，本実施の形態による加入者基盤のリングバック・トーンサウンドの提供方法の
，解約手続きを示した流れ図である。
【００３１】
　まず，Ｓ４０１で，本実施の形態のサービス，すなわち，加入者基盤リングバック・ト
ーンサウンドサービスに対する加入者からの解約要請があれば（Ｓ４０１），その要請に
よって要請者（すなわち，要請者電話番号）に対してサービス加入が解約されるように，
加入者貯蔵データベース８０を更新すると同時に，Ｓ４０２で，データベース８０からホ
ーム位置登録器１０に解約情報（電話番号包含）が伝えられる（Ｓ４０２）。そして，そ
のホーム位置登録器１０は，Ｓ４０３で，その加入者プロファイルを本実施の形態のサー
ビスに対して加入解約されるように更新する（Ｓ４０３）。これと同時に，解約時に，Ｓ
４０４で，データベース８０から音源提供制御サーバ７０に解約加入者電話番号が含まれ
た解約情報（すなわち，加入者削除情報）が伝えられて（Ｓ４０４），音源提供制御サー
バ７０は，伝達を受けた解約情報に基づいて，Ｓ４０５で，Ｓ２０５で割り当てられた音
源のコードをサービステーブルから除去する（Ｓ４０５）。
【００３２】
　図５は，図２，及び／または，図３の手続きが完了した後に遂行される，本実施の形態
による加入者基盤のリングバック・トーンサウンドの提供方法の手続きを示した流れ図で
ある。
【００３３】
　まず，任意の発信者が本実施の形態のサービス加入者（以後，「着信加入者」と称する
）に電話して呼接続を要請すれば，その発信交換機３１は，Ｓ５０１で，ホーム位置登録
器１０に着信位置情報を要請する（Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｒｅｑｕｅｓｔ）（Ｓ５０１）。
【００３４】
　ホーム位置登録器１０は，Ｓ５０２で，この要請によって着信交換機３２にルーティン
グ情報を要請する（Ｒｏｕｔｉｎｇ Ｒｅｑｕｅｓｔ）（Ｓ５０２）。これにより，着信
交換機３２は，Ｓ５０３で，ホーム位置登録器１０にルーティング情報（すなわち，ＴＬ
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ＤＮ：Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ Ｌｏｃａｌ Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ Ｎｕｍｂｅｒ）を提供して
応答する（Ｓ５０３）。
【００３５】
　ホーム位置登録器１０は，Ｓ５０４で，ルーティング情報を発信交換機３１に伝送して
，Ｓ５０１に応答する（Ｓ５０４）。これにより，発信交換機３１は，Ｓ５０５で，ルー
ティング情報に基づいて，着信交換機３２にトランクＩＳＵＰ呼接続を要請して，相互通
話路を形成する（Ｓ５０５）。
【００３６】
　続いて，着信交換機３２は，自身に貯蔵された本実施の形態のサービス設定情報（図２
の，Ｓ２０８－２から受けて貯蔵された，図６のＳＲＢＴフィールド）を見た後，そのＳ
ＲＢＴフィールドが'１１'に表示されていれば，着信者がリングバック・トーンサウンド
の提供サービスの加入者であってサービス活性化状態であることを認知する。そして，Ｓ
５０６で，図２のＳ２０８－２から受けて貯蔵されたルーティング情報に基づいて，音源
提供装置５０にＩＳＵＰ呼接続を要請し，相互通話路を形成し，このとき着信者電話番号
及び発信者電話番号も一緒に提供する（Ｓ５０６）。このような過程期間に，発信交換機
３１は通常のリングバック・トーンを送出しない。
【００３７】
　上記の結果，発信交換機３１，着信交換機３２，及び音源提供装置５０は，通話路が形
成された状態である。
【００３８】
　着信者電話番号外に発信者電話番号も音源提供装置５０に提供する理由は，発信者別ま
たは発信者グループ別に相異なった音源をリングバック・トーンサウンドとして提供する
ことができるようにするためである。
【００３９】
　音源提供装置５０は，Ｓ５０７で，提供を受けた着信電話番号と発信電話番号（発信電
話番号も一緒に受信される場合）情報に基づいて，音源提供制御サーバ７０に音源コード
を要請する（Ｓ５０７）。そして，Ｓ５０８で，音源提供制御サーバ７０は，要請によっ
て提供を受けた着信電話番号に，または，着信及び発信電話番号に連係して（着信番号も
一緒に受信される場合），指定された音源コードを探索してその探索された音源コードを
音源提供装置５０に伝達して，Ｓ５０７に応答する（Ｓ５０８）。そして，Ｓ５０９で，
音源提供装置５０は，伝達を受けた音源コードに該当する代替音を，リングバック・トー
ンサウンドにして，形成された通話路（音源提供装置５０と着信交換機３２間に形成され
たトランク呼，及び，着信交換機３２と発信交換機３１間に形成されたトランク呼）を通
して発信者にリングバック・トーンサウンドとして伝送する（Ｓ５０９）。
【００４０】
　音源提供制御サーバ７０は，音源を探索するにおいて，現在の時間帯を参照して探索す
ることもできる。このような探索条件により，呼発生時間帯別に他の音源を発信者に提供
することができる。
【００４１】
　着信交換機３２は，Ｓ５１０で，上記のように代替音がリングバック・トーンサウンド
として伝えられているときに，着信加入者がページングに応答して呼を受諾すれば，音源
提供装置５０にＩＳＵＰ呼解除を要請してその音源提供装置５０が呼を解除させる（Ｓ５
１０）。そして，Ｓ５１１で，これと同時に，発信交換機３１と相互形成されたトランク
通話路を通して，発信者と着信加入者間に通話がなされるようにする（Ｓ５１１）。
【００４２】
　一方，本実施の形態による加入者基盤リングバック・トーンサウンドの提供方法では，
着信加入者がホーム位置登録器１０に接続して，そのホーム位置登録器１０のＳＲＢＴフ
ィールドに設定された本実施の形態のサービス設定情報を変更できるようにする。例えば
，着信加入者が自身の移動端末機を通して約束された特定キーを押せば，そのキー情報は
ホーム位置登録器１０に伝えられる。そして，ホーム位置登録器１０は，伝えられたキー
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情報に基づいてＳＲＢＴに表示された２ビットの情報を変えることができる。但し，２ビ
ット中上位ビットは，本実施の形態のサービスの加入の有無を示すので変更できないよう
にして，下位ビットはサービス活性化有無を示すので変更できるようにする。すなわち，
加入者の場合，ＳＲＢＴに表示されるデータは，'１０'と'１１'の２種があり，'１０'は
サービス非活性化を示し，'１１'はサービス活性化を示す。このとき，'１０'を'１１'に
，または'１１'を'１０'に，特定キーの選択によって変更できるようにすることによって
，着信加入者が自身の意志とおりに既存のリングバック・トーンをそのまま用いるか，そ
うでなければ自身が定めた代替音をリングバック・トーンとして用いるかを選択すること
ができるようになる。したがって，着信交換機３２は，ＳＲＢＴフィールドが'１０'にな
っていれば，加入者である場合にも既存の方式と同一のリングバック・トーンを発信者に
提供させるようにする。
【００４３】
　以上，添付図面を参照しながら本発明のリングバック・トーンサウンドの提供方法及び
リングバック・トーンサウンドの提供装置の好適な実施形態について説明したが，本発明
はこれらの例に限定されない。いわゆる当業者であれば，特許請求の範囲に記載された技
術的思想の範疇内において各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり，
それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００４４】
【発明の効果】
　上記に詳細に説明された本発明による加入者基盤のリングバック・トーンサウンドの提
供方法及び提供装置によると，着信加入者自身が所望する音源をネットワーク上に登録し
たり，選択して，自身の広告を出すことができる個人ＰＲサービス手段を提供して，発信
者は呼要請後に聞こえるリングバック・トーンサウンドによって，着信加入者を正しく知
ることができ，誤った着信者指定を予め知ることができる。また，企業体等の着信加入者
もリングバック・トーンサウンドを通して，自身の会社を広告を出すことができる効果的
な広告手段が提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は，本実施の形態による加入者基盤リングバック・トーンサウンドの提供
装置のブロック構成図である。
【図２】　図２は，本実施の形態による加入者基盤リングバック・トーンサウンドの提供
方法におけるサービス加入手続きを示した流れ図である。
【図３】　図３は，本実施の形態による加入者基盤リングバック・トーンサウンドの提供
方法におけるサービス変更／追加手続きを示した流れ図である。
【図４】　図４は，本実施の形態による加入者基盤リングバック・トーンサウンドの提供
方法におけるサービス解約手続きを示した流れ図である。
【図５】　図５は，本実施の形態による加入者基盤リングバック・トーンサウンドの提供
方法における，図２及び／または図３の手続きが完了した後に遂行される実質的なサービ
ス手続きを示した流れ図である。
【図６】　図６は，本実施の形態による加入者基盤リングバック・トーンサウンドの提供
方法におけるホーム位置登録器から着信交換機に伝えられる付加サービス設定メッセージ
形態を示した図である。
【符号の説明】
１０：ホーム位置登録器
２０：Ｎｏ．７網
３１，３２：交換機
４０，９０：ゲートウェイ
５０：音源提供装置
６０：インターネット網
７０：音源提供制御サーバ
８０：加入者貯蔵データベース
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