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(57)【要約】
　本発明の実施形態は、呼転送方法、端末、及びポータ
ブル電子デバイスを開示する。当該方法は、電話番号を
有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定
されたブラックリストにあるかどうかを判断し、ブラッ
クリストが当該電話番号を含む場合、事前設定された第
１の呼転送ポリシを端末によって実行する段階であって
、第１の呼転送ポリシは、端末が当該呼を阻止又は終了
し、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサ
ーバを触発しないことを含む、段階、又は、ブラックリ
ストが当該電話番号を含まない場合、事前設定された第
２の呼転送ポリシを前記端末によって実行する段階であ
って、前記端末は、話中呼転送サービス又は無条件呼転
送サービスを事前設定する、段階を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電話番号を有する呼を端末が受けたとき、前記電話番号が事前設定されたブラックリス
トにあるかどうかを判断する段階と、
　前記ブラックリストが前記電話番号を含む場合、事前設定された第１の呼転送ポリシを
前記端末によって実行する段階であって、前記第１の呼転送ポリシは、前記端末が前記呼
を阻止又は終了し、事前設定された別の端末に前記呼を転送するようサーバを触発しない
ことを含む、段階、又は、前記ブラックリストが前記電話番号を含まない場合、事前設定
された第２の呼転送ポリシを前記端末によって実行する段階であって、前記端末は、話中
呼転送サービス又は無条件呼転送サービスを事前設定する、段階と、
　を備える呼転送方法。
【請求項２】
　前記端末が前記話中呼転送サービスを事前設定したとき、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを前記端末によって実行する前記段階は、
　前記話中呼転送サービスを前記端末によって無効にする段階と、
　呼切断命令を前記端末によって前記サーバに送信する段階と、
　前記呼が終了された後、前記話中呼転送サービスを前記端末によって有効にする段階と
を含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを前記端末によって実行する前記段階は、
　前記話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを前記端末によって実
行する段階を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記端末が前記話中呼転送サービスを事前設定したとき、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを前記端末によって実行する前記段階は、
　前記呼を前記端末によって阻止する段階を含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを前記端末によって実行する前記段階は、
　前記話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを前記端末によって実
行する段階を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記端末が前記無条件呼転送サービスを事前設定したとき、前記無条件呼転送サービス
は既に無応答時呼転送サービスで置き換えられており、前記無条件呼転送サービスが既に
有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示
されており、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを前記端末によって実行する前記段階は、
　呼切断命令を前記端末によって前記サーバに送信する段階を含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを前記端末によって実行する前記段階は、
　無反応命令を前記端末によって前記サーバに送信する段階であって、前記無反応命令は
、事前設定された前記別の端末に前記呼を転送するよう前記サーバを触発する、段階を含
む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記端末が前記無条件呼転送サービスを事前設定したとき、前記無条件呼転送サービス
は既に前記話中呼転送サービスで置き換えられており、前記無条件呼転送サービスが既に
有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示
されており、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを前記端末によって実行する前記段階は、
　前記呼を前記端末によって阻止する段階を含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを前記端末によって実行する前記段階は、



(3) JP 2018-504861 A 2018.2.15

10

20

30

40

50

　呼切断命令を前記端末によって前記サーバに送信する段階であって、前記呼切断命令は
、事前設定された前記別の端末に前記呼を転送するよう前記サーバを触発する、段階を含
む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　端末であって、
　電話番号を有する呼を前記端末が受けたとき、前記電話番号が事前設定されたブラック
リストにあるかどうかを判断するよう構成された判断モジュールと、
　前記ブラックリストが前記電話番号を含むとき、事前設定された第１の呼転送ポリシで
あって、前記端末が前記呼を阻止又は終了し、事前設定された別の端末に前記呼を転送す
るようサーバを触発しないことを含む第１の呼転送ポリシを実行する、又は、前記ブラッ
クリストが前記電話番号を含まないとき、事前設定された第２の呼転送ポリシを実行する
よう構成された処理モジュールであって、前記端末は、話中呼転送サービス又は無条件呼
転送サービスを事前設定する、処理モジュールと、
　を備える端末。
【請求項７】
　前記端末が前記話中呼転送サービスを事前設定したとき、前記処理モジュールは具体的
に、前記ブラックリストが前記電話番号を含む場合、前記話中呼転送サービスを無効にし
、呼切断命令を前記サーバに送信し、前記呼が終了された後、前記話中呼転送サービスを
有効にする、又は、前記ブラックリストが前記電話番号を含まない場合、前記話中呼転送
サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを実行するよう構成されている、請求項
６に記載の端末。
【請求項８】
　前記端末が前記話中呼転送サービスを事前設定したとき、前記処理モジュールは具体的
に、前記ブラックリストが前記電話番号を含む場合、前記呼を阻止する、又は、前記ブラ
ックリストが前記電話番号を含まない場合、前記話中呼転送サービスに対応する事前設定
された呼転送ポリシを実行するよう構成されている、請求項６に記載の端末。
【請求項９】
　前記端末が前記無条件呼転送サービスを事前設定したとき、前記無条件呼転送サービス
は既に無応答時呼転送サービスで置き換えられており、前記無条件呼転送サービスが既に
有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示
されており、
　前記処理モジュールは具体的に、前記ブラックリストが前記電話番号を含む場合、呼切
断命令を前記サーバに送信する、又は、前記ブラックリストが前記電話番号を含まない場
合、無反応命令であって、事前設定された前記別の端末に前記呼を転送するよう前記サー
バを触発する無反応命令を前記サーバに送信するよう構成されている、
　請求項６に記載の端末。
【請求項１０】
　前記端末が前記無条件呼転送サービスを事前設定したとき、前記無条件呼転送サービス
は既に前記話中呼転送サービスで置き換えられており、前記無条件呼転送サービスが既に
有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示
されており、
　前記処理モジュールは具体的に、前記ブラックリストが前記電話番号を含む場合、前記
呼を阻止する、又は、前記ブラックリストが前記電話番号を含まない場合、呼切断命令で
あって、事前設定された前記別の端末に前記呼を転送するよう前記サーバを触発する呼切
断命令を前記サーバに送信するよう構成されている、
　請求項６に記載の端末。
【請求項１１】
　ポータブル電子デバイスであって、
　タッチセンサ面及び表示画面を含むディスプレイと、
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　１又は複数のプロセッサと、
　メモリと、
　１又は複数のプログラムとを備え、前記１又は複数のプログラムは、前記メモリに格納
され、前記１又は複数のプロセッサによって実行されるよう構成されており、前記１又は
複数のプログラムは命令を含み、前記命令は、
　電話番号を有する呼が受けられたとき、前記電話番号が事前設定されたブラックリスト
にあるかどうかを判断し、
　前記ブラックリストが前記電話番号を含む場合、事前設定された第１の呼転送ポリシで
あって、前記ポータブル電子デバイスが前記呼を阻止又は終了し、事前設定された別のデ
バイスに前記呼を転送するようサーバを触発しないことを含む第１の呼転送ポリシを実行
する、又は、前記ブラックリストが前記電話番号を含まない場合、事前設定された第２の
呼転送ポリシを実行すべく使用され、前記ポータブル電子デバイスは話中呼転送サービス
又は無条件呼転送サービスを事前設定する、
　ポータブル電子デバイス。
【請求項１２】
　前記ポータブル電子デバイスが前記話中呼転送サービスを事前設定したとき、
　前記事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　前記話中呼転送サービスを無効にすること、
　呼切断命令を前記サーバに送信すること、及び
　前記呼が終了された後、前記話中呼転送サービスを有効にすることを含み、
　前記事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　前記話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを実行することを含む
、
　請求項１１に記載のポータブル電子デバイス。
【請求項１３】
　前記ポータブル電子デバイスが前記話中呼転送サービスを事前設定したとき、
　前記事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　前記呼を阻止することを含み、
　前記事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　前記話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを実行することを含む
、
　請求項１１に記載のポータブル電子デバイス。
【請求項１４】
　前記ポータブル電子デバイスが前記無条件呼転送サービスを事前設定したとき、前記無
条件呼転送サービスは既に無応答時呼転送サービスで置き換えられており、前記無条件呼
転送サービスが既に有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース
上で依然として表示されており、
　前記事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　呼切断命令を前記サーバに送信することを含み、
　前記事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　無反応命令であって、事前設定された前記別のデバイスに前記呼を転送するよう前記サ
ーバを触発する無反応命令を前記サーバに送信することを含む、
　請求項１１に記載のポータブル電子デバイス。
【請求項１５】
　前記ポータブル電子デバイスが前記無条件呼転送サービスを事前設定したとき、前記無
条件呼転送サービスは既に前記話中呼転送サービスで置き換えられており、前記無条件呼
転送サービスが既に有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース
上で依然として表示されており、
　前記事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　前記呼を阻止することを含み、
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　前記事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　呼切断命令であって、事前設定された前記別のデバイスに前記呼を転送するよう前記サ
ーバを触発する呼切断命令を前記サーバに送信することを含む、
　請求項１１に記載のポータブル電子デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信技術分野に関し、具体的に、呼転送方法、端末、及びポータブル電子デバ
イスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　呼転送（ｃａｌｌ　ｆｏｒｗａｒｄｉｎｇ）とは、通信サービスである。ユーザの端末
が呼に応答できない場合、又はユーザが呼に応答したくない場合、着呼は事前設定された
別の端末に転送されてよい。
【０００３】
　現在、呼転送は主に以下の４つの転送モードを有する。
【０００４】
　それは、無条件呼転送（すなわち、全着呼転送）、話中呼転送（使用中転送とも称され
る）、無応答時呼転送、及び圏外時呼転送である。
【０００５】
　着呼遮断（ブラックリスト方式原理）が設定されている端末が、電話番号を有する発呼
要求を受信したとき、端末は、当該電話番号を保存されたブラックリスト内の電話番号と
比較する。電話番号がブラックリストにある場合、端末はその発呼要求を拒否する。
【０００６】
　着呼遮断及び呼転送が設定された端末が、ブラックリストにない電話番号を有する発呼
要求を受信したとき、呼転送の要件が満たされているならば、サーバは、事前設定された
別の端末に呼を転送する。
【０００７】
　着呼遮断及び呼転送が設定された端末が、ブラックリストにある電話番号を有する発呼
要求を受信したとき、呼転送のタイプが、「無条件呼転送」又は「話中呼転送」の何れか
である場合、着呼遮断に失敗するという問題が起こり得、すなわち、ブラックリストにあ
る電話番号を有する発呼要求が、事前設定された別の端末に転送されて、ユーザに妨害を
与える。
【発明の概要】
【０００８】
　本発明の実施形態は呼転送方法、端末、及びポータブル電子デバイスを提供し、これに
より、端末が、無条件呼転送又は話中呼転送を設定したときに、着呼遮断の失敗が回避さ
れる。
【０００９】
　本発明の実施形態の第１態様が呼転送方法を提供する。当該方法は、
　電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定されたブラックリス
トにあるかどうかを判断する段階と、
　ブラックリストが当該電話番号を含む場合、事前設定された第１の呼転送ポリシを端末
によって実行する段階であって、当該第１の呼転送ポリシは、端末が、呼を阻止又は終了
し、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発しないことを含む、段
階、又は、ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、事前設定された第２の呼転送
ポリシを端末によって実行する段階であって、当該端末は、話中呼転送サービス又は無条
件呼転送サービスを事前設定する、段階とを備える。
【００１０】
　本発明の実施形態の第１態様に関連して、本発明の実施形態の第１態様の第１の実装方
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式において、端末が話中呼転送サービスを事前設定したとき、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを端末によって実行する段階は、
　話中呼転送サービスを端末によって無効にする段階と、
　呼切断命令を端末によってサーバに送信する段階と、
　呼が終了された後、話中呼転送サービスを端末によって有効にする段階とを含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを端末によって実行する段階は、
　話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを端末によって実行する段
階を含む。
【００１１】
　本発明の実施形態の第１態様に関連して、本発明の実施形態の第１態様の第２の実装方
式において、端末が話中呼転送サービスを事前設定したとき、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを端末によって実行する段階は、
　呼を端末によって阻止する段階を含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを端末によって実行する段階は、
　話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを端末によって実行する段
階を含む。
【００１２】
　本発明の実施形態の第１態様に関連して、本発明の実施形態の第１態様の第３の実装方
式において、端末が無条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービスは
既に無応答時呼転送サービスで置き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効で
あることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上に依然として表示されて
おり、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを端末によって実行する段階は、
　呼切断命令を端末によってサーバに送信する段階を含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを端末によって実行する段階は、
　無反応命令を端末によってサーバに送信する段階であって、無反応命令は、事前設定さ
れた別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発する、段階を含む。
【００１３】
　本発明の実施形態の第１態様に関連して、本発明の実施形態の第１態様の第４の実装方
式において、端末が無条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービスは
既に話中呼転送サービスで置き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効である
ことは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示されており
、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを端末によって実行する段階は、
　呼を端末によって阻止する段階を含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを端末によって実行する段階は、
　呼切断命令を端末によってサーバに送信する段階であって、呼切断命令は、事前設定さ
れた別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発する、段階を含む。
【００１４】
　本発明の実施形態の第２態様が端末を提供する。当該端末は、
　電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定されたブラックリス
トにあるかどうかを判断するよう構成された判断モジュールと、
　ブラックリストが当該電話番号を含むとき、事前設定された第１の呼転送ポリシであっ
て、端末が呼を阻止又は終了し、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバ
を触発しないことを含む第１の呼転送ポリシを実行する、又は、ブラックリストが当該電
話番号を含まないとき、事前設定された第２の呼転送ポリシを実行するよう構成された処
理モジュールであって、当該端末は、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サービスを事
前設定する処理モジュールとを備える。
【００１５】
　本発明の実施形態の第２態様に関連して、本発明の実施形態の第２態様の第１の実装方
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式において、端末が話中呼転送サービスを事前設定したとき、処理モジュールは具体的に
、ブラックリストが当該電話番号を含む場合、話中呼転送サービスを無効にし、呼切断命
令をサーバに送信し、呼が終了された後、話中呼転送サービスを有効にする、又は、ブラ
ックリストが当該電話番号を含まない場合、話中呼転送サービスに対応する事前設定され
た呼転送ポリシを実行するよう構成されている。
【００１６】
　本発明の実施形態の第２態様に関連して、本発明の実施形態の第２態様の第２の実装方
式において、端末が話中呼転送サービスを事前設定したとき、処理モジュールは具体的に
、ブラックリストが当該電話番号を含む場合、呼を阻止する、又は、ブラックリストが当
該電話番号を含まない場合、話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシ
を実行するよう構成されている。
【００１７】
　本発明の実施形態の第２態様に関連して、本発明の実施形態の第２態様の第３の実装方
式において、端末が無条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービスは
既に無応答時呼転送サービスで置き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効で
あることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示されて
おり、
　処理モジュールは具体的に、ブラックリストが当該電話番号を含む場合、呼切断命令を
サーバに送信する、又は、ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、無反応命令で
あって、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発する無反応命令を
サーバに送信するよう構成されている。
【００１８】
　本発明の実施形態の第２態様に関連して、本発明の実施形態の第２態様の第４の実装方
式において、端末が無条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービスは
既に話中呼転送サービスで置き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効である
ことは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示されており
、
　処理モジュールは具体的に、ブラックリストが当該電話番号を含む場合、当該呼を阻止
する、又は、ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、呼切断命令であって、事前
設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発する呼切断命令をサーバに送信
するよう構成されている。
【００１９】
　本発明の実施形態の第３態様がポータブル電子デバイスを提供する。当該ポータブル電
子デバイスは、
　タッチセンサ面及び表示画面を含むディスプレイと、
　１又は複数のプロセッサと、
　メモリと、
　１又は複数のプログラムとを備え、当該１又は複数のプログラムは、メモリに格納され
、１又は複数のプロセッサによって実行されるよう構成されており、当該１又は複数のプ
ログラムは命令を含み、当該命令は、
　電話番号を有する呼が受けられたとき、当該電話番号が事前設定されたブラックリスト
にあるかどうかを判断し、
　ブラックリストが当該電話番号を含む場合、事前設定された第１の呼転送ポリシであっ
て、ポータブル電子デバイスが、当該呼を阻止又は終了し、事前設定された別のデバイス
に当該呼を転送するようサーバを触発しないことを含む第１の呼転送ポリシを実行する、
又は、ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、事前設定された第２の呼転送ポリ
シを実行すべく使用され、当該ポータブル電子デバイスは、話中呼転送サービス又は無条
件呼転送サービスを事前設定する。
【００２０】
　本発明の実施形態の第３態様に関連して、本発明の実施形態の第３態様の第１の実装方
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式において、ポータブル電子デバイスが話中呼転送サービスを事前設定したとき、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　話中呼転送サービスを無効にすること、
　呼切断命令をサーバに送信すること、及び、
　当該呼が終了された後、話中呼転送サービスを有効にすることを含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを実行することを含む。
【００２１】
　本発明の実施形態の第３態様に関連して、本発明の実施形態の第３態様の第２の実装方
式において、ポータブル電子デバイスが話中呼転送サービスを事前設定したとき、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　当該呼を阻止することを含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを実行することを含む。
【００２２】
　本発明の実施形態の第３態様に関連して、本発明の実施形態の第３態様の第３の実装方
式において、ポータブル電子デバイスが無条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条
件呼転送サービスは既に無応答時呼転送サービスで置き換えられており、無条件呼転送サ
ービスが既に有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依
然として表示されており、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　呼切断命令をサーバに送信することを含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　無反応命令であって、事前設定された別のデバイスに当該呼を転送するようサーバを触
発する無反応命令をサーバに送信することを含む。
【００２３】
　本発明の実施形態の第３態様に関連して、本発明の実施形態の第３態様の第４の実装方
式において、ポータブル電子デバイスが無条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条
件呼転送サービスは既に話中呼転送サービスで置き換えられており、無条件呼転送サービ
スが既に有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然と
して表示されており、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　当該呼を阻止することを含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　呼切断命令であって、事前設定された別のデバイスに当該呼を転送するようサーバを触
発する呼切断命令をサーバに送信することを含む。
【００２４】
　上述の技術的解決手段から、本発明の実施形態は以下の利点を有することが分かる。
【００２５】
　本発明の実施形態において、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サービスが事前に設
定された端末が電話番号を有する呼を受けたとき、当該電話番号が事前設定されたブラッ
クリストにあるかどうかが判断される。ブラックリストが電話番号を含む場合、第１の呼
転送ポリシであって、端末が、当該呼を阻止又は終了し、事前設定された別の端末に当該
呼を転送するようサーバを触発しないことを含む第１の呼転送ポリシが使用され、それに
より、ブラックリストにある電話番号を有する呼を受けたときに、端末が事前設定された
別の端末に当該呼を依然として転送することを回避する。その結果、着呼遮断は失敗し、
ユーザに妨害を与える。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施形態に係る呼転送方法の実施形態の概略図である。
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【００２７】
【図２】本発明の実施形態に係る呼転送方法の別の実施形態の概略図である。
【００２８】
【図３】本発明の実施形態に係る呼転送方法の別の実施形態の概略図である。
【００２９】
【図４】本発明の実施形態に係る呼転送方法の別の実施形態の概略図である。
【００３０】
【図５】本発明の実施形態に係る呼転送方法の別の実施形態の概略図である。
【００３１】
【図６】本発明の実施形態に係る端末の実施形態の概略図である。
【００３２】
【図７】本発明の実施形態に係るポータブル電子デバイスの実施形態の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　本発明の実施形態は、呼転送方法、端末、及びポータブル電子デバイスを提供する。こ
れにより、端末が無条件呼転送又は話中呼転送を設定したときに、着呼遮断の失敗が回避
される。
【００３４】
　当業者が本発明における技術的解決手段をより良く理解できるよう、本発明の実施形態
における添付図面に関連して、本発明の実施形態における技術的解決手段を以下で明確か
つ完全に説明する。説明される実施形態が、本発明の実施形態の一部に過ぎず、全部では
ないことは明らかである。創造的努力なく、本発明の実施形態に基づいて当業者によって
得られた他の全ての実施形態は、本発明の保護範囲に含まれるものとする。
【００３５】
　本発明の明細書、特許請求の範囲、及び添付図面において、「第１」、「第２」等（も
し存在すれば）の用語は、類似した物体を区別するよう意図されるが、必ずしも特定の順
序又は順番を示すわけではない。そのようにして称されるデータは、本明細書において説
明される本発明の実施形態が、本明細書において示される、又は説明される順序以外の順
序で実施され得るように、適切な状況では置き換え可能であることが理解されるべきであ
る。更に、「含む」、「含有する」という用語、及び任意の他の変形語は、非排他的な含
有を網羅することを意味する。例えば、段階又はユニットのリストを含むプロセス、方法
、システム、製品、又はデバイスが、必ずしもそれらの段階又はユニットに限定されるわ
けではなく、明示的に列挙されてもおらず、このようなプロセス、方法、システム、製品
、若しくはデバイスに固有でもない他の段階又はユニットを含んでよい。
【００３６】
　本明細書において説明されている技術は、２Ｇ通信システム、３Ｇ通信システム、及び
次世代通信システム、例えば、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケー
ション（ＧＳＭ（登録商標）、ｇｌｏｂａｌ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｍｏｂｉｌｅ　ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）などの２Ｇ通信システム、ワイドバンド符号分割多重アクセ
ス（ＷＣＤＭＡ（登録商標）、ｗｉｄｅｂａｎｄ　ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）及び時分割同期符号分割多重アクセス（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ、
ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ－ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）などの３Ｇ通信システム、並びにロングター
ムエボリューション（ＬＴＥ、ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）などの次世代
通信システムを含む様々な通信システムに適用されてよい。
【００３７】
　本発明の実施形態における端末又はポータブル電子デバイスは、上述の通信システムに
おける通信用のデバイスであってよい、例えば、携帯電話（例えば、モバイルフォン）、
通信機能を有するタブレットコンピュータ、及びコンピュータであってよい、又は、例え
ば、更に、車載通信装置であってよい。このことは、本明細書において限定されない。
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【００３８】
　以下の本発明の本実施形態において説明される非構造化付加サービスデータ（英語正式
名称：ｕｎｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａ
ｔａ、ＵＳＳＤと略される）は、通信ネットワークに基づいた新しい対話型データサービ
スである。端末（例えば、モバイルフォン）のキーボードを使用することによって、ネッ
トワークによって事前にカスタム化された、例えば＊＃といったいくつかの数字及び記号
をユーザが入力したとき、ユーザは、ダイヤルキーを押下することによってネットワーク
（サーバ）に命令を送信してよい。ネットワークは、ユーザの命令に従って必要なサービ
スを選択し、必要なサービスをユーザに提供する。
【００３９】
　呼転送サービスは主に次の４つの呼転送モード、つまり、無条件呼転送、話中呼転送、
無応答時呼転送、及び圏外時呼転送を有する。
【００４０】
　上述呼転送サービスは、一般的なシナリオにおける対応する呼転送ポリシを有する。当
該呼転送ポリシは以下の通りである。
　無条件呼転送：すなわち、全着呼転送である。事前設定された別の端末に端末の全ての
着呼が転送される。
　話中呼転送：使用中転送とも称される。ユーザが呼の途中である場合において、事前設
定された別の端末に端末の全ての着呼が転送される。
　無応答時呼転送：端末への呼に応答がなかった場合（呼に応答するための事前設定され
た時間は、例えば３０秒であってよい）、事前設定された別の端末に端末の全ての着呼が
転送される。
　圏外時呼転送：端末の電源が切られている、又は有効サービスエリア内ではない、又は
信号が弱いせいで通常の通信が実施できない場合、事前設定された別の端末に端末の全て
の着呼が転送される。
【００４１】
　様々なタイプの呼転送サービスを有効にするためのＵＳＳＤ命令は以下の通りである。
　１）無条件呼転送：＊＊２１＊目標番号＃ダイヤルキー、
　２）話中呼転送：＊＊６７＊目標番号＃ダイヤルキー、
　３）無応答時呼転送：＊＊６１＊目標番号＃ダイヤルキー、及び
　４）圏外時呼転送：＊＊６２＊目標番号＃ダイヤルキー。
【００４２】
　図１を参照すると、本発明の実施形態に係る呼転送方法の実施形態は以下の段階を含む
。
【００４３】
　１０１：電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定されたブラ
ックリストにあるかどうかを判断する。
【００４４】
　本実施形態では、電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定さ
れたブラックリストにあるかどうかが判断される。事前設定されたブラックリストは、ユ
ーザによって事前設定されたブラックリストであってよく、ネットワークから取得された
ブラックリストであってよく、又は同様のものであってよい。このことは、本明細書にお
いて限定されない。
【００４５】
　１０２：ブラックリストが当該電話番号を含む場合、端末は、事前設定された第１の呼
転送ポリシを実行する。
【００４６】
　本実施形態では、第１の呼転送ポリシは、端末が呼を阻止又は終了し、事前設定された
別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発しないことを含み、これにより、ブラック
リストにある当該電話番号が当該端末に発呼したとき、事前設定された別の端末に着呼が
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転送されることが防止される。
【００４７】
　１０３：ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、端末は、事前設定された第２
の呼転送ポリシを実行する。
【００４８】
　本実施形態では、端末は、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サービスを事前設定す
る。第２の呼転送ポリシは、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サービスに対応する呼
転送ポリシであってよい。例えば、端末が話中呼転送サービスを事前設定したとき、端末
は、話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを実行する。このことは
、本明細書において限定されない。
【００４９】
　本発明の本実施形態において、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サービスが事前に
設定されている端末が電話番号を有する呼を受けたとき、当該電話番号が事前設定された
ブラックリストにあるかどうかが判断される。ブラックリストが当該電話番号を含む場合
、第１の呼転送ポリシであって、端末が、呼を阻止又は終了し、事前設定された別の端末
に当該呼を転送するようサーバを触発しないことを含む第１の呼転送ポリシが使用され、
それにより、ブラックリストにある電話番号を有する呼を受けたときに、端末が事前設定
された別の端末に当該呼を依然として転送することを回避する。その結果、着呼遮断は失
敗し、ユーザに妨害を与える。
【００５０】
　図１に示された実施形態では、端末は、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サービス
を事前設定してよく、詳細な説明は、特定の実施形態を使用することによって以下で提示
される。
【００５１】
　１．端末は、話中呼転送サービスを事前設定する。
【００５２】
　図２を参照すると、本発明の実施形態に係る呼転送方法の別の実施形態は以下の段階を
含む。
【００５３】
　２０１：電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定されたブラ
ックリストにあるかどうかを判断する。
【００５４】
　本実施形態では、電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定さ
れたブラックリストにあるかどうかが判断される。事前設定されたブラックリストは、ユ
ーザによって事前設定されたブラックリストであってよく、ネットワークから取得された
ブラックリストであってよく、又は同様のものであってよい。このことは、本明細書にお
いて限定されない。
【００５５】
　２０２：ブラックリストが当該電話番号を含む場合、端末は、話中呼転送サービスを無
効にし、呼切断命令をサーバに送信し、呼が終了された後、話中呼転送サービスを有効に
する。
【００５６】
　本実施形態では、ブラックリストが当該電話番号を含むとき、事前設定された第１の呼
転送ポリシが実行される。当該事前設定された第１の呼転送ポリシとは具体的に、話中呼
転送サービスを端末によって無効にし、呼切断命令をサーバに送信することである。呼切
断命令は、呼を終了するようサーバを触発する。呼が終了された後、話中呼転送サービス
が有効にされる。例えば、話中呼転送サービスは、ＵＳＳＤ命令：＃６７＃ダイヤルキー
によって無効にされ、次に、呼切断命令「ｃａｌｌ　ｒｅｊｅｃｔｅｄ」がサーバに送信
され、呼が終了された後、ＵＳＳＤ命令：＊＊６７＊目標番号＃ダイヤルキーによって話
中呼転送サービスが有効にされる。
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【００５７】
　先行技術においては、ブラックリストが事前設定される。従って、ブラックリストにあ
る電話番号を有する呼を端末が受けたとき、端末は、呼切断命令をサーバに送信し、これ
により、呼が切断される。呼切断命令を受信したとき、サーバは、端末が通話中であると
見なす。加えて、端末において話中呼転送サービスが設定されていることをサーバは分か
っているので、サーバは話中呼転送サービスを実行する。その結果、ブラックリストにあ
る番号に対する着呼遮断は失敗する、すなわち、ブラックリストにある電話番号を有する
呼は、事前設定された別の端末に転送され、着呼遮断は失敗すると考えられる。
【００５８】
　本実施形態では、呼を受けたとき、端末は、話中呼転送サービスを無効にし、呼切断命
令をサーバに送信し、これにより、サーバは呼を終了する。呼が終了された後、話中呼転
送サービスが有効にされる。このように、ブラックリストにある電話番号を有する呼を端
末が受けたときに、話中呼転送サービスに対応する呼転送ポリシがそのまま実行され、サ
ーバが、事前設定された別の端末に当該呼を転送するよう触発されることが回避される。
【００５９】
　２０３：ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、端末は、話中呼転送サービス
に対応する事前設定された呼転送ポリシを実行する。
【００６０】
　端末は、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サービスを事前設定する。
【００６１】
　本実施形態において、第１の呼転送ポリシとは異なる第２の呼転送ポリシが事前設定さ
れる。ブラックリストが当該電話番号を含まないと判断された後、事前設定された第２の
呼転送ポリシが実行される。本実施形態の第２の呼転送ポリシは、話中呼転送サービスに
対応する呼転送ポリシである。例えば、端末が呼の途中である場合、端末の全ての着呼は
、事前設定された別の端末に転送される。端末が使用中ではない場合、通常呼が保持され
る。或いは、第２の呼転送ポリシは、事前設定された別の呼転送ポリシであってよいこと
が理解され得る。このことは、本明細書において限定されない。
【００６２】
　端末が呼を受ける状態のままでいるとき、端末は更に、電話マネージャなどのソフトウ
ェアの命令を受信した後、呼切断命令をサーバに送信してよい。呼切断命令は、話中呼転
送サービスを触発する、すなわち、呼切断命令は、事前設定された別の端末に当該呼を転
送するようサーバを触発する。
【００６３】
　図２に示された本実施形態では、端末が話中呼転送サービスを事前設定したとき、端末
はまた、事前設定された第１の呼転送ポリシを実行し、事前設定された第２の呼転送ポリ
シを別の方式で実行してよい。図３を参照すると、本発明の実施形態に係る呼転送方法の
別の実施形態は以下の段階を含む。
【００６４】
　３０１：電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定されたブラ
ックリストにあるかどうかを判断する。
【００６５】
　本実施形態では、電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定さ
れたブラックリストにあるかどうかが判断される。事前設定されたブラックリストは、ユ
ーザによって事前設定されたブラックリストであってよく、ネットワークから取得された
ブラックリストであってよく、又は同様のものであってよい。このことは、本明細書にお
いて限定されない。
【００６６】
　３０２：ブラックリストが当該電話番号を含む場合、端末は呼を阻止する。
【００６７】
　本実施形態では、ブラックリストが当該電話番号を含むとき、端末は、事前設定された
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第１の呼転送ポリシを実行する。本実施形態では、事前設定された第１の呼転送ポリシを
端末によって実行する段階は、呼を阻止する段階を含む。呼を阻止する段階は具体的に、
受信呼に応答しないこと、受信呼の表示を提供しないこと、及び、受信呼のプロンプトを
与えないことである。このように、呼は阻止され、呼切断命令はサーバに送信されないの
で、サーバは、端末が通話中であるとは見なさず、話中呼転送サービスを触発しない。端
末は呼を阻止し、それにより、ブラックリストにある電話番号を有する呼を受けたときに
、端末が事前設定された別の端末に呼を依然として転送し、その結果、着呼遮断を失敗さ
せ、ユーザに妨害を与えることを回避する。
【００６８】
　３０３：ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、話中呼転送サービスに対応す
る事前設定された呼転送ポリシを実行する。
【００６９】
　本実施形態では、第１の呼転送ポリシとは異なる第２の呼転送ポリシが事前設定される
。ブラックリストが当該電話番号を含まないと判断された後、事前設定された第２の呼転
送ポリシが実行される。本実施形態の第２の呼転送ポリシは、話中呼転送サービスに対応
する呼転送ポリシである。例えば、端末が呼の途中である場合、端末の全ての着呼は、端
末によって事前設定された別の端末に転送される。端末が使用中ではない場合、通常呼が
保持される。或いは、第２の呼転送ポリシは、事前設定された別の呼転送ポリシであって
よいことが理解され得る。このことは、本明細書において限定されない。
【００７０】
　端末が呼を受ける状態のままでいるとき、端末は更に、電話マネージャなどのソフトウ
ェアの命令を受信した後、呼切断命令をサーバに送信してよい。呼切断命令は、話中呼転
送サービスを触発する、すなわち、呼切断命令は、事前設定された別の端末に当該呼を転
送するようサーバを触発する。
【００７１】
　２．端末は、無条件呼転送サービスを事前設定する。
【００７２】
　端末が無条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービスは既に目標呼
転送サービスで置き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効であることは、呼
転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示されている。
【００７３】
　無条件呼転送サービスは、既に目標呼転送サービスで置き換えられている。無条件呼転
送サービスを可能にする命令をユーザから受信したとき、端末は、目標呼転送サービスを
有効にし、無条件呼転送サービスが有効であることは、呼転送サービスタイプを表示する
端末のインタフェース上で表示される。この場合、無条件呼転送サービスを可能にする命
令を、端末がユーザから受信したとき、端末は実際には目標呼転送サービスを有効にする
。目標呼転送サービスは、無条件ではない呼転送サービス（例えば、無応答時呼転送サー
ビス又は話中呼転送サービス）である。しかしながら、ユーザのために無条件呼転送サー
ビスが有効であることは、呼転送サービスタイプを表示する、端末のインタフェース上で
表示されてよい。
【００７４】
　無条件呼転送サービスを可能にする命令を端末によってユーザから受信する段階は、無
条件呼転送サービスによって触発された命令を、ユーザインタフェース（英語正式名称：
ｕｓｅｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ、ＵＩと略される）上でユーザによって選択する段階であ
ってよい。ここで、当該命令は、端末のシステム又はアプリケーションに送信された命令
であり、端末のシステム又はアプリケーションによって規定される。命令の受信後、端末
のシステム又はアプリケーションは、目標呼転送サービスを有効にするＵＳＳＤ命令をサ
ーバに送信する。実際の使用においては、無条件呼転送サービスを有効にする命令をユー
ザから受信したとき、端末は、目標呼転送サービスを有効にする。或いは、ユーザは、端
末の入力装置（例えば、キーボード又はタッチスクリーン）を使用することによって、無
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条件呼転送サービスを可能にするＵＳＳＤ命令を入力する。ユーザによって入力されたＵ
ＳＳＤ命令を認識した後、端末は自動的に、無条件呼転送のＵＳＳＤ命令を、目標呼転送
サービスのＵＳＳＤ命令に変換する（表示インタフェース上で依然として、無条件呼転送
サービスのＵＳＳＤ命令として表示されている）。ユーザがダイヤルキーを押下した後、
端末は、目標呼転送サービスを有効にするＵＳＳＤ命令をサーバに送信し、これにより、
目標呼転送サービスが有効にされる。このことは、本明細書において限定されない。
【００７５】
　この場合、複数の考えられる目標呼転送サービスが存在し得る。例えば、目標呼転送サ
ービスは、無応答時呼転送サービス又は話中呼転送サービスであってよい。このことは、
本明細書において限定されない。特定の実施形態に関連して、詳細な説明が以下で提示さ
れる。
【００７６】
　（１）目標呼転送サービスが無応答時呼転送サービスであるとき、すなわち、端末が無
条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービスは既に無応答時呼転送サ
ービスで置き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効であることは、呼転送サ
ービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示されている。
【００７７】
　図４を参照すると、本発明の実施形態に係る呼転送方法の別の実施形態は以下の段階を
含む。
【００７８】
　４０１：電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定されたブラ
ックリストにあるかどうかを判断する。
【００７９】
　本実施形態では、端末は無条件呼転送サービスを事前設定する。具体的には、端末が無
条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービスは既に無応答時呼転送サ
ービスで置き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効であることは、呼転送サ
ービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示されている。
【００８０】
　具体的には、無条件呼転送サービスを有効にする命令を端末がユーザから受信したとき
、無応答時呼転送サービスが実際には有効にされ（すなわち、無条件呼転送サービスは既
に無応答時呼転送サービスで置き換えられ）、無条件呼転送サービスが既に有効であるこ
とは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示されている。
特定のプロセスは次の通りであってよい。ＵＳＳＤ命令「＊＊６１＊目標番号＃ダイヤル
キー」をサーバに送信するＵＩ上でユーザが無条件呼転送サービスを選択したときに触発
された命令を端末が受信し、これにより、無応答時呼転送サービスが有効にされたとき、
又は、端末の入力装置（例えば、キーボード又はタッチスクリーン）を使用することによ
って、無条件呼転送サービスを有効にするＵＳＳＤ命令をユーザが入力したとき、ユーザ
によって入力されたＵＳＳＤ命令を端末が認識した後、無条件呼転送のＵＳＳＤ命令を端
末によって自動的に、無応答時呼転送のＵＳＳＤ命令に変換する（依然として、無条件呼
転送サービスのＵＳＳＤ命令として表示されている）。ユーザがダイヤルキーを押下した
後、無応答時呼転送サービスを有効にするＵＳＳＤ命令を端末がサーバに送信し、これに
より、無応答時呼転送サービスが有効にされる。このことは、本明細書において限定され
ない。
【００８１】
　変換後に得られたＵＳＳＤ命令をサーバに送信する前、端末は更に、呼転送においてブ
ラックリスト遮断機能を有効にするかどうかをプロンプトでユーザに指示を求めてよい。
プロンプトの内容は、呼転送においてブラックリスト遮断機能を有効にすることの利点、
及び、考えられるコストであってよい。
【００８２】
　本実施形態では、電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定さ
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れたブラックリストにあるかどうかが判断される。事前設定されたブラックリストは、ユ
ーザによって事前設定されたブラックリストであってよく、ネットワークから取得された
ブラックリストであってよく、又は同様のものであってよい。このことは、本明細書にお
いて限定されない。
【００８３】
　４０２：ブラックリストが当該電話番号を含む場合、端末は、呼切断命令をサーバに送
信する。
【００８４】
　本実施形態では、呼において有されている電話番号が事前設定されたブラックリストに
あるとき、端末は第１の呼転送ポリシを実行する。第１の呼転送ポリシは具体的に、呼切
断命令をサーバに送信することである。ここで、呼切断命令は、呼を終了するようサーバ
を触発する。例えば、呼切断命令「ｃａｌｌ　ｒｅｊｅｃｔｅｄ」がサーバに送信され、
呼切断命令の受信後、サーバは呼を終了する。
【００８５】
　本実施形態の事前設定された無条件呼転送サービスは、有効にされた無応答時呼転送サ
ービスを含む。無条件呼転送サービスが有効であることは、端末のインタフェース上で表
示されている、すなわち、端末は実際には無応答時呼転送サービスを有効にする。無応答
時呼転送が事前設定された時間内に応答を得られなかったときのみに、無反応命令を送信
することが呼を転送するようサーバを触発する。従って、本明細書の呼切断命令の送信は
、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発しない。
【００８６】
　４０３：ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、端末は、無反応命令をサーバ
に送信する。
【００８７】
　無反応命令は、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発する。
【００８８】
　本実施形態では、第１の呼転送ポリシとは異なる第２の呼転送ポリシが事前設定される
。ブラックリストが当該電話番号を含まないとき、端末は第２の呼転送ポリシを実行する
。ここで、第２の呼転送ポリシは具体的に、無反応命令をサーバに送信することであり、
当該無反応命令は、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発する。
例えば、無反応命令「ｎｏ　ｕｓｅｒ　ｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ」がサーバに送信され、無
反応命令の受信後、サーバは、事前設定された別の端末に呼を転送する。或いは、第２の
呼転送ポリシは、事前設定された別の呼転送ポリシであってよいことが理解され得る。こ
のことは、本明細書において限定されない。
【００８９】
　本実施形態では、ブラックリストが当該電話番号を含まないとき、無反応命令であって
、無応答時呼転送を実行するようサーバを触発する無反応命令を端末はサーバに送信し、
これにより、事前設定された別の端末に呼が転送される。この場合、通常のホワイトリス
トの無条件呼転送サービスの効果が実現され得る。
【００９０】
　（２）目標呼転送サービスが話中呼転送サービスであるとき、すなわち、端末が話中呼
転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービスは既に話中呼転送サービスで置
き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効であることは、呼転送サービスタイ
プを表示するインタフェース上で依然として表示されている。
【００９１】
　図５を参照すると、本発明の実施形態に係る呼転送方法の別の実施形態は以下の段階を
含む。
【００９２】
　５０１：電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定されたブラ
ックリストにあるかどうかを判断する。
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【００９３】
　本実施形態では、端末は無条件呼転送サービスを事前設定する。端末が無条件呼転送サ
ービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービスは既に話中呼転送サービスで置き換え
られており、無条件呼転送サービスが既に有効であることは、呼転送サービスタイプを表
示するインタフェース上で依然として表示されている。
【００９４】
　具体的には、無条件呼転送サービスを有効にする命令をユーザから受信したとき、端末
は実際には、話中呼転送サービスを有効にし（すなわち、無条件呼転送サービスは既に話
中呼転送サービスで置き換えられており）、無条件呼転送サービスが有効であることは、
呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示されている。特定の
プロセスは次の通りであってよい。ユーザがＵＩ上で無条件呼転送サービスを選択したと
きに触発された命令を端末が受信し、ＵＳＳＤ命令「＊＊６７＊目標番号＃ダイヤルキー
」を使用することによって話中呼転送サービスを有効にしたとき、又は、端末の入力装置
（例えば、キーボード又はタッチスクリーン）を使用することによって、無条件呼転送サ
ービスを有効にするＵＳＳＤ命令をユーザが入力したとき、ユーザによって入力されたＵ
ＳＳＤ命令を端末が認識した後、無条件呼転送のＵＳＳＤ命令を端末によって自動的に、
話中呼転送サービスのＵＳＳＤ命令に変換する（表示インタフェース上で依然として、無
条件呼転送サービスの命令として表示されている）。ユーザがダイヤルキーを押下した後
、端末は、話中呼転送サービスのＵＳＳＤ命令をサーバに送信し、これにより、話中呼転
送サービスが有効にされる。このことは、本明細書において限定されない。
【００９５】
　本実施形態では、変換後得られたＵＳＳＤ命令をサーバに送信する前、端末は更に、呼
転送においてブラックリスト遮断機能を有効にするかどうかをプロンプトでユーザに指示
を求めてよい。プロンプトの内容は、呼転送においてブラックリスト遮断機能を有効にす
ることの利点、及び、考えられるコストであってよい。
【００９６】
　本実施形態では、電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定さ
れたブラックリストにあるかどうかを判断する。事前設定されたブラックリストは、ユー
ザによって事前設定されたブラックリストであってよく、ネットワークから取得されたブ
ラックリストであってよく、又は同様のものであってよい。このことは、本明細書におい
て限定されない。
【００９７】
　５０２：ブラックリストが当該電話番号を含む場合、端末は呼を阻止する。
【００９８】
　本実施形態では、ブラックリストが当該電話番号を含むとき、端末は、事前設定された
第１の呼転送ポリシを実行する。本実施形態では、事前設定された第１の呼転送ポリシを
端末によって実行する段階は、呼を阻止する段階を含む。呼を阻止する段階は具体的に、
呼に応答しないこと、呼の表示を提供しないこと、及び、呼のプロンプトを与えないこと
である。このように、呼は阻止され、呼切断命令はサーバに送信されないので、サーバは
、端末が通話中であるとは見なさず、話中呼転送サービスを触発しない、すなわち、事前
設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発しない。端末は呼を阻止し、そ
れにより、ブラックリストにある電話番号を有する呼を受けたときに、端末が事前設定さ
れた別の端末に呼を依然として転送し、その結果、着呼遮断を失敗させ、ユーザに妨害を
与えることを回避する。
【００９９】
　５０３：ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、端末は呼切断命令をサーバに
送信する。
【０１００】
　呼切断命令は、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発する。
【０１０１】
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　本実施形態では、第１の呼転送ポリシとは異なる第２の呼転送ポリシが事前設定される
。ブラックリストが当該電話番号を含まないとき、事前設定された第２の呼転送ポリシは
実行される。本実施形態では、第２の呼転送ポリシは具体的に、呼切断命令をサーバに送
信することを含む。ここで、当該呼切断命令は、事前設定された別の端末に当該呼を転送
するようサーバを触発する。呼切断命令を受信したとき、サーバは、端末が通話中である
と見なす。サーバは、事前設定された別の端末に当該呼を転送するよう触発される。例え
ば、呼切断命令「ｃａｌｌ　ｒｅｊｅｃｔｅｄ」はサーバに送信される。呼切断命令の受
信後、サーバは、事前設定された別の端末に当該呼を転送する。従来のホワイトリストの
無条件呼転送サービスの効果が実現され得る。或いは、第２の呼転送ポリシは、事前設定
された別の呼転送ポリシであってよいことが理解され得る。このことは、本明細書におい
て限定されない。
【０１０２】
　加えて、コンピュータ可読媒体（又はｍｅｄｉｕｍ）が更に提供される。当該媒体は、
実行されると次の動作を実行する：上述の実施形態の方法の１０１から１０３（２０１か
ら２０３、３０１から３０３、４０１から４０３、又は５０１から５０３）の動作を実行
するコンピュータ可読命令を備える。
【０１０３】
　加えて、上述のコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品が更に提供
される。
【０１０４】
　本発明の実施形態に係る端末の実施形態が以下で説明される。図６を参照すると、本発
明の本実施形態に係る端末の実施形態は、
　電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定されたブラックリス
トにあるかどうかを判断するよう構成された判断モジュール６０１と、
　ブラックリストが当該電話番号を含むとき、事前設定された第１の呼転送ポリシであっ
て、端末が、呼を阻止又は終了し、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサー
バを触発しないことを含む第１の呼転送ポリシを実行する、又は、ブラックリストが当該
電話番号を含まないとき、事前設定された第２の呼転送ポリシを実行するよう構成された
処理モジュール６０２であって、当該端末は、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サー
ビスを事前設定する、処理モジュール６０２とを備える。
【０１０５】
　本発明の本実施形態では、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サービスが、端末にお
いて事前に設定され、電話番号を有する呼を受けたとき、判断モジュール６０１は、当該
電話番号が事前設定されたブラックリストにあるかどうかを判断する。ブラックリストが
当該電話番号を含むとき、処理モジュール６０２は、第１の呼転送ポリシであって、端末
が、呼を阻止又は終了し、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発
しないことを含む第１の呼転送ポリシを使用し、それにより、ブラックリストにある電話
番号を有する呼を受けたときに、端末が事前設定された別の端末に呼を依然として転送し
、その結果、着呼遮断を失敗させ、ユーザに妨害を与えることを回避する。
【０１０６】
　任意選択で、端末が話中呼転送サービスを事前設定したとき、処理モジュール６０２は
具体的に、ブラックリストが当該電話番号を含む場合、話中呼転送サービスを無効にし、
呼切断命令をサーバに送信し、呼が終了された後、話中呼転送サービスを有効にする、又
は、ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、話中呼転送サービスに対応する事前
設定された呼転送ポリシを実行するよう構成されている。
【０１０７】
　任意選択で、端末が話中呼転送サービスを事前設定したとき、処理モジュール６０２は
具体的に、ブラックリストが当該電話番号を含む場合、呼を阻止する、又は、ブラックリ
ストが当該電話番号を含まない場合、話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転
送ポリシを実行するよう構成されている。
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【０１０８】
　任意選択で、本発明のいくつかの実施形態では、端末が無条件呼転送サービスを事前設
定したとき、無条件呼転送サービスは既に無応答時呼転送サービスで置き換えられており
、無条件呼転送サービスが既に有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するイン
タフェース上で依然として表示されている。
【０１０９】
　処理モジュール６０２は具体的に、ブラックリストが当該電話番号を含んでいる場合、
無応答時呼転送サービスで無条件呼転送サービスを置き換える、又は、ブラックリストが
当該電話番号を含まない場合、無反応命令であって、事前設定された別の端末に当該呼を
転送するようサーバを触発する無反応命令をサーバに送信するよう構成されている。
【０１１０】
　任意選択で、端末が無条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービス
は既に話中呼転送サービスで置き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効であ
ることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示されてい
る。
【０１１１】
　処理モジュール６０２は具体的に、ブラックリストが当該電話番号を含む場合、呼を阻
止する、又は、ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、呼切断命令であって、事
前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発する呼切断命令をサーバに送
信するよう構成されている。
【０１１２】
　上記では、モジュールの機能エンティティの観点から本発明の本実施形態の端末を説明
しており、以下では、ハードウェア処理の観点から本発明の本実施形態の端末を説明する
。
【０１１３】
　本発明の実施形態において提供されるポータブル電子デバイスは、
　タッチセンサ面及び表示画面を含むディスプレイと、
　１又は複数のプロセッサと、
　メモリと、
　１又は複数のプログラムとを備え、当該１又は複数のプログラムは、メモリに格納され
、１又は複数のプロセッサによって実行されるよう構成されており、当該１又は複数のプ
ログラムは命令を含み、当該命令は、
　電話番号を有する呼が受けられたとき、当該電話番号が事前設定されたブラックリスト
にあるかどうかを判断し、
　ブラックリストが当該電話番号を含む場合、事前設定された第１の呼転送ポリシであっ
て、端末が呼を阻止又は終了し、事前設定された別のデバイスに当該呼を転送するようサ
ーバを触発しないことを含む第１の呼転送ポリシを実行する、又は、ブラックリストが当
該電話番号を含まない場合、事前設定された第２の呼転送ポリシを実行すべく使用され、
当該ポータブル電子デバイスは、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サービスを事前設
定する。
【０１１４】
　任意選択で、ポータブル電子デバイスが話中呼転送サービスを事前設定したとき、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　話中呼転送サービスを無効にすること、
　呼切断命令をサーバに送信すること、及び、
　当該呼が終了された後、話中呼転送サービスを有効にすることを含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを実行することを含む。
【０１１５】
　任意選択で、ポータブル電子デバイスが話中呼転送サービスを事前設定したとき、事前
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設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　当該呼を阻止することを含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを実行することを含む。
【０１１６】
　任意選択で、本発明のいくつかの実施形態において、ポータブル電子デバイスが無条件
呼転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービスは既に無応答時呼転送サービ
スで置き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効であることは、呼転送サービ
スタイプを表示するインタフェース上で依然として表示されている。
【０１１７】
　事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　呼切断命令をサーバに送信することを含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　無反応命令であって、事前設定された別のデバイスに当該呼を転送するようサーバを触
発する無反応命令をサーバに送信することを含む。
【０１１８】
　任意選択で、ポータブル電子デバイスが無条件呼転送サービスを事前設定したとき、無
条件呼転送サービスは既に話中呼転送サービスで置き換えられており、無条件呼転送サー
ビスが既に有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然
として表示されている。
【０１１９】
　事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　呼を阻止することを含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　呼切断命令であって、事前設定された別のデバイスに当該呼を転送するようサーバを触
発する呼切断命令をサーバに送信することを含む。
【０１２０】
　本発明の本実施形態のポータブル電子デバイスは、特定の適用シナリオに関連して以下
で説明される。図７は、本発明の具体的な実装方式に係るポータブル電子デバイスを示す
。ポータブル電子デバイス７００は、入力ユニット、プロセッサユニット、出力ユニット
、通信ユニット、記憶ユニット、周辺インタフェース、及び電源を含む。これらのユニッ
トは、１又は複数のバスを使用することによって互いに通信する。当業者ならば、図に示
されたポータブル電子デバイスの構造が本発明を限定しないことを理解し得る。当該構造
は、バス型であってよい、スター型であってよい、又は、図に示されたものより多い又は
少ないコンポーネント、いくつかのコンポーネントの組み合わせ、若しくは異なるコンポ
ーネント配置を含んでよい。本発明の本実装方式では、ポータブル電子デバイスは、限定
されないが、携帯電話、モバイルコンピュータ、タブレットコンピュータ、携帯情報端末
（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ、ＰＤＡ）、メディアプレー
ヤ、スマートテレビ、上述の項目の２又はそれより多くの組み合わせ、及び同様のものを
含む、任意の移動型又は携帯型の端末であってよい。
【０１２１】
　入力ユニットは、ユーザとポータブル電子デバイスとの間の対話、及び／又は、情報を
ポータブル電子デバイスへ入力することを実施するよう構成されている。例えば、入力デ
バイスは、ユーザによって入力された数字又は文字の情報を受信して、ユーザ設定又は機
能制御に関する信号入力を生成してよい。本発明の具体的な実装方式では、入力ユニット
は、タッチパネルであってよい、又は物理入力キー若しくはマイクなどの別のヒューマン
コンピュータインタラクションインタフェースであってよい、又はカメラなどの別の外部
情報取り込み装置であってよい。タッチスクリーン又はタッチ・スクリーンとも称される
タッチパネルは、指又はスタイラスなどの任意の適切な物体又は付属品を使用することに
よって、タッチパネル上の又はタッチパネルの近くのユーザの操作行為、例えば、タッチ
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パネル上の、又はタッチパネルの近くの位置のユーザの操作行為、を取得でき、事前設定
されたプログラムに従って、接続された対応する装置を駆動できる。任意選択で、タッチ
パネルはタッチ検出装置及びタッチコントローラという２つの部分を含んでよい。タッチ
検出装置は、ユーザのタッチ操作を検出し、検出されたタッチ操作を電気信号に変換し、
電気信号をタッチコントローラに伝送する。タッチコントローラは、タッチ検出装置から
電気信号を受信し、電気信号をタッチ点の座標に変換し、座標をプロセッサユニットに送
信する。タッチコントローラは更に、処理ユニットによって送信されたコマンドを受信し
、コマンドを実行してよい。加えて、タッチパネルは、抵抗膜方式、静電容量方式、赤外
線（ｉｎｆｒａｒｅｄ）方式、又は表面弾性波方式のタッチパネルであってよい。本発明
の別の実装方式では、入力ユニットによって使用される物理入力キーは、物理キーボード
、（音量調節キー又はスイッチキーなどの）ファンクションキー、トラックボール、マウ
ス、及びジョイスティックのうちの１又は複数を含んでよいが、これらに限定されない。
マイク形態の入力ユニットは、ユーザによって入力された、又は環境からの音声を収集し
、音声を、電気信号の形態の、処理ユニットによって実行可能なコマンドに変換してよい
。
【０１２２】
　本発明のいくつかの実施形態では、入力ユニットは、物理量、例えば、力、トルク、圧
力、応力、位置、変位、速度、加速度、角度、角速度、回転、回転速度、及び動作状態が
変化する時間を検出するよう構成された様々なタイプのセンサ、例えば、ホールコンポー
ネントであってよい。当該物理量は、検出及び制御のために電気量に変換される。他のセ
ンサは、重力センサ、三軸加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、環境光センサ、
近接センサ、温度センサ、湿度センサ、圧力センサ、心拍センサ、指紋センサ、及び同様
のものを含んでよい。
【０１２３】
　出力ユニットは、画像出力ユニット及び音声出力ユニットを含むが、それらに限定され
ない。画像出力ユニットは、テキスト、画像、及び／又はビデオを出力するよう構成され
ている。画像出力ユニットは、表示パネルを含んでよい。例えば、表示パネルは、ＬＣＤ
（液晶ディスプレイ、ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ）、ＯＬＥＤ（有
機発光ダイオード、ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）、及
び電界放出ディスプレイ（英語正式名称：ｆｉｅｌｄ　ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ｄｉｓｐｌａ
ｙ、ＦＥＤと略される）などの形態を使用することによって構成されてよい。或いは、画
像出力デバイスは、例えば、電気泳動（ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｔｉｃ）ディスプレイ
といった反射型ディスプレイ、又は光干渉変調（ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｒｉｃ　ｍｏ
ｄｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｌｉｇｈｔ）技術を使用するディスプレイとを含んでよい。画
像出力ユニットは、異なるサイズの単一のディスプレイ又は複数のディスプレイを含んで
よい。本発明の具体的な実装方式では、上述の入力ユニットによって使用される表示パネ
ルはまた、出力ユニットの表示パネルとして使用されてよい。例えば、タッチパネル上の
タッチ又はタッチパネルの近くのジェスチャ操作を検出した後、タッチパネルは、タッチ
又はジェスチャ操作を処理ユニットに伝送して、タッチイベントのタイプを判断し、続い
て、処理ユニットは、タッチイベントのタイプに応じて、対応する視覚出力を表示パネル
上に提供する。図７では、ポータブル電子デバイスの入力機能及び出力機能を実装するの
に入力ユニット及び出力ユニットが２つ独立したコンポーネントとして使用されているが
、いくつかの実施形態においては、ポータブル電子デバイスの入力機能及び出力機能を実
装するのにタッチパネルが表示パネルと統合されてよい。例えば、画像出力ユニットは、
ユーザがタッチ方式で操作を実行するよう、限定されないが、ウィンドウ、スクロールバ
ー、アイコン、及びスクラップブックを含む様々なグラフィカルユーザインタフェース（
英語正式名称：ｇｒａｐｈｉｃａｌ　ｕｓｅｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ、ＧＵＩと略される
）を仮想制御コンポーネントとして表示してよい。
【０１２４】
　本発明の具体的な実装方式では、画像出力ユニットは、フィルタ及び増幅器を含み、そ
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れらは処理ユニットによって出力されたビデオをフィルタリング及び増幅するよう構成さ
れている。オーディオ出力ユニットは、デジタルアナログ変換器を含み、当該デジタルア
ナログ変換器は、処理ユニットによって出力されたオーディオ信号をデジタル形式からア
ナログ形式に変換するよう構成されている。
【０１２５】
　プロセッサユニットは、ポータブル電子デバイスの制御中心部であり、様々なインタフ
ェース及び線によってポータブル電子デバイス全体の様々な部分を接続し、記憶ユニット
に格納されたソフトウェアプログラム及び／又はモジュールを動作させる又は実行するこ
とによって、及び、記憶ユニットに格納されたデータを呼び出すことによって、ポータブ
ル電子デバイスの様々な機能を実行する、及び／又はデータを処理する。システム制御モ
ジュールは、集積回路（英語正式名称：ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ、ＩＣと
略される）を含んでよく、例えば、単一のパッケージングされたＩＣを含んでよい、又は
、同一の機能又は異なる機能を有する複数のパッケージングされたＩＣを含んでよい。例
えば、プロセッサユニットは、中央処理装置（英語正式名称：ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃ
ｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉｔ、ＣＰＵと略される）のみを含んでよい、又は、ＧＰＵと、デジ
タル信号プロセッサ（英語正式名称：ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏ
ｒ、ＤＳＰと略される）と、通信管理モジュールの制御チップ（例えば、ベースバンドチ
ップ）との組み合わせであってよい。本発明の実装方式において、ＣＰＵは、単一のコン
ピューティングコアであってよい、又は、複数のコンピューティングコアを含んでよい。
【０１２６】
　通信ユニットは、通信チャネルを確立するよう構成され、これにより、ポータブル電子
デバイスは、通信チャネルを使用することによって遠隔の電子デバイス又はサーバと音声
通信、テキスト通信、及びデータ通信を実行する。通信ユニットは、無線ローカルエリア
ネットワーク（英語正式名称：ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒ
ｋ、ＷＬＡＮと略される）モジュール、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、又
はベースバンド（ｂａｓｅ　ｂａｎｄ）モジュールなどの通信モジュールと、通信モジュ
ールに対応する無線周波数（英語正式名称：ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ＲＦと略
される）回路とを含んでよく、通信ユニットは、無線ローカルエリアネットワークの通信
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）の通信、赤外線の通信、及び／又は、セルラ通信シス
テムの通信、例えば、ワイドバンド符号分割多重アクセス（英語正式名称：ｗｉｄｅｂａ
ｎｄ　ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ、ＷＣＤＭＡ（登
録商標）と略される）及び／又は高速ダウンリンクパケットアクセス（英語正式名称：ｈ
ｉｇｈ　ｓｐｅｅｄ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｐａｃｋｅｔ　ａｃｃｅｓｓ、ＨＳＤＰＡと略
される）、を実行するよう構成されている。通信モジュールは、ポータブル電子デバイス
のコンポーネント間の通信を制御するよう構成されており、ダイレクトメモリアクセス（
ｄｉｒｅｃｔ　ｍｅｍｏｒｙ　ａｃｃｅｓｓ）をサポートしてよい。
【０１２７】
　本発明の異なる実装方式において、通信ユニットの様々な通信モジュールは概して、集
積回路チップ（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｃｈｉｐ）の形態で現れ、様々
な通信モジュールにおいて選択的な組み合わせが実行されてよく、通信ユニットは、必ず
しも全ての通信モジュールと、対応するアンテナ群とを含むわけではない。例えば、通信
ユニットは、セルラ通信システムにおいて通信機能を提供すべく、単にベースバンドチッ
プ、無線周波数チップ、及び対応するアンテナを含むだけでよい。ポータブル電子デバイ
スは、通信ユニットによって確立された、例えば、無線ローカルエリアネットワークアク
セス又はＷＣＤＭＡ（登録商標）アクセスといった無線通信接続を使用することによって
、セルラネットワーク（ｃｅｌｌｕｌａｒ　ｎｅｔｗｏｒｋ）又はインターネット（ｉｎ
ｔｅｒｎｅｔ）に接続されてよい。
【０１２８】
　無線周波数回路は、情報送受信プロセス中又は通話中に信号を受信及び送信するよう構
成されている。例えば、基地局のダウンリンク情報が受信された後、ダウンリンク情報は
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処理のために処理ユニットに送信され、加えて、設計されたアップリンクデータが基地局
に送信される。通常、無線周波数回路は、これらの機能を実行するための既知の回路を含
む。当該回路は、限定されないが、アンテナシステム、無線周波数送受信機、１又は複数
の増幅器、チューナ、１又は複数の発振器、デジタル信号プロセッサ、コーデック（ｃｏ
ｄｅｃ）チップセット、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）、メモリ、及び同様のものを含
む。加えて、無線周波数回路はまた、無線通信によってネットワーク及び別のデバイスと
通信してよい。無線通信は、任意の通信規格又はプロトコルを使用してよい。当該通信規
格又はプロトコルは、限定されないが、ＧＳＭ（登録商標）（グローバル・システム・オ
ブ・モバイル・コミュニケーション、ｇｌｏｂａｌ　ｓｙｓｔｅｍ　ｏｆ　ｍｏｂｉｌｅ
　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）、ＧＰＲＳ（汎用パケット無線サービス、ｇｅｎｅｒａ
ｌ　ｐａｃｋｅｔ　ｒａｄｉｏ　ｓｅｒｖｉｃｅ）、ＣＤＭＡ（コード分割多重アクセス
、ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）、ＷＣＤＭＡ（登録
商標）（ワイドバンド符号分割多重アクセス、ｗｉｄｅｂａｎｄ　ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）、高速ダウンリンクパケットアクセス（ｈｉ
ｇｈ　ｓｐｅｅｄ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｐａｃｋｅｔ　ａｃｃｅｓｓ、ＨＳＤＰＡ）、Ｌ
ＴＥ（ロングタームエボリューション、ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、電
子メール、ＳＭＳ（ショートメッセージングサービス、ｓｈｏｒｔ　ｍｅｓｓａｇｉｎｇ
　ｓｅｒｖｉｃｅ）、及び同様のものを含む。
【０１２９】
　記憶ユニットは、ソフトウェアプログラム及びモジュールを格納するよう構成されてよ
い。プロセッサユニットは、記憶ユニットに格納されたソフトウェアプログラム及びモジ
ュールを動作させて、ポータブル電子デバイスの様々な機能アプリケーションを実行し、
データ処理を実施する。記憶ユニットは主に、プログラム記憶領域及びデータ記憶領域を
含む。プログラム記憶領域は、オペレーティングシステムと、音声再生プログラム及び画
像表示プログラムなどの少なくとも１つの機能によって要求されるアプリケーションプロ
グラムとを格納してよい。データ記憶領域は、ポータブル電子デバイスの使用に応じて作
成された（オーディオデータ及びアドレス帳などの）データ、及び同様のものを格納して
よい。本発明の具体的な実装方式では、記憶ユニットは、例えば、不揮発性ランダムアク
セスメモリ（英語正式名称：ｎｏｎｖｏｌａｔｉｌｅ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍ
ｅｍｏｒｙ、ＮＶＲＡＭと略される）、相変化ランダムアクセスメモリ（英語正式名称：
ｐｈａｓｅ　ｃｈａｎｇｅ　ｒａｍ、ＰＲＡＭと略される）、及び磁気抵抗ランダムアク
セスメモリ（英語正式名称：ｍａｇｅｔｏｒｅｓｉｓｔｉｖｅ　ＲＡＭ、ＭＲＡＭと略さ
れる）といった揮発性メモリを含んでよく、更に、例えば、少なくとも１つの磁気ディス
クストレージ、電気的消去可能プログラマブルリードオンリメモリ（英語正式名称：ｅｌ
ｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　ｅｒａｓａｂｌｅ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｒｅａｄ－ｏｎ
ｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ、ＥＥＰＲＯＭと略される）といった不揮発性メモリと、例えば、Ｎ
ＯＲ型フラッシュメモリ（ＮＯＲ　ｆｌａｓｈ　ｍｅｍｏｒｙ）又はＮＡＮＤ型フラッシ
ュメモリ（ＮＡＮＤ　ｆｌａｓｈ　ｍｅｍｏｒｙ）といったフラッシュコンポーネントと
を含んでよい。不揮発性メモリは、処理ユニットによって実行されるオペレーティングシ
ステム及びアプリケーションプログラムを格納する。処理ユニットは、実行プログラム及
びデータを不揮発性メモリからメモリにロードし、デジタルコンテンツを大容量記憶装置
に格納する。オペレーティングシステムは、メモリ管理、記憶デバイス制御、及び電源管
理などの従来のシステムタスクの制御及び管理、並びに、様々なタイプのソフトウェア及
びハードウェア間の通信を容易にする様々なコンポーネント及び／又はドライバのために
使用される。本発明の本実装方式では、オペレーティングシステムは、Ｇｏｏｇｌｅ社の
Ａｎｄｒｏｉｄ（登録商標）システム、Ａｐｐｌｅ社によって開発されたｉＯＳシステム
、又は、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社によって開発されたＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）システム
／Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｐｈｏｎｅシステム、又は、ＶｘＷｏｒｋｓの組み込み
型オペレーティングシステムであってよい。
【０１３０】
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　アプリケーションプログラムは、ポータブル電子デバイスにインストールされた、限定
されないが、ブラウザ、電子メール、インスタントメッセージサービス、テキスト処理、
キーボード仮想化、ウィンドウウィジェット（ｗｉｄｇｅｔ）、暗号化、デジタル著作権
管理、音声認識、音声複製、測位（例えば、グローバルポジショニングシステムによって
提供される機能）、音楽再生、及び同様のものを含む任意のアプリケーションを含む。
【０１３１】
　本発明の本実施形態において、記憶ユニットは、処理モジュール及び判断モジュールを
含む。
【０１３２】
　判断モジュールは、プロセッサユニットを使用することによって、
　電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が、事前設定されたブラックリ
ストあるかどうかを判断する動作を実行するよう構成されている。
【０１３３】
　処理モジュールは更に、プロセッサユニットを使用することによって、
　ブラックリストが当該電話番号を含むとき、事前設定された第１の呼転送ポリシであっ
て、端末が呼を阻止又は終了し、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバ
を触発しないことを含む第１の呼転送ポリシを実行する動作、又は、ブラックリストが当
該電話番号を含まないとき、事前設定された第２の呼転送ポリシを実行する動作であって
、当該端末は、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サービスを事前設定する、動作を実
行するよう構成されている。
【０１３４】
　任意選択で、本発明のいくつかの実施形態において、端末が話中呼転送サービスを事前
設定したとき、処理モジュールはプロセッサユニットを使用することによって具体的に、
　ブラックリストが当該電話番号を含む場合、話中呼転送サービスを無効にし、呼切断命
令をサーバに送信し、呼が終了された後、話中呼転送サービスを有効にする動作、又は、
ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、話中呼転送サービスに対応する事前設定
された呼転送ポリシを実行する動作を実行するよう構成されている。
【０１３５】
　任意選択で、端末が話中呼転送サービスを事前設定したとき、処理モジュールはプロセ
ッサユニットを使用することによって具体的に、
　ブラックリストが当該電話番号を含む場合、呼を阻止する動作、又は、ブラックリスト
が当該電話番号を含まない場合、話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポ
リシを実行する動作を実行するよう構成されている。
【０１３６】
　任意選択で、端末が無条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービス
は既に無応答時呼転送サービスで置き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効
であることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上に依然として表示され
ている。
【０１３７】
　処理モジュールは具体的に、ブラックリストが当該電話番号を含む場合、呼切断命令を
サーバに送信する、又は、ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、無反応命令で
あって、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発する無反応命令を
サーバに送信するよう構成されている。
【０１３８】
　任意選択で、本発明のいくつかの実施形態において、端末が無条件呼転送サービスを事
前設定したとき、無条件呼転送サービスは既に話中呼転送サービスで置き換えられており
、無条件呼転送サービスが既に有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するイン
タフェース上で依然として表示されている。
【０１３９】
　処理モジュールは具体的に、ブラックリストが当該電話番号を含む場合、呼を阻止する
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、又は、ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、呼切断命令であって、事前設定
された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発する呼切断命令をサーバに送信する
よう構成されている。
【０１４０】
　電源は、ポータブル電子デバイスの異なるコンポーネントに電力を供給するよう構成さ
れており、これにより、ポータブル電子デバイスは動作し続ける。一般的な理解として、
電源は、例えば、一般的なリチウムイオンバッテリ又はニッケル水素バッテリといった内
蔵バッテリであってよい、又は、電力を直接ポータブル電子デバイスに供給する、例えば
ＡＣアダプタといった外部電源を含んでよい。本発明のいくつかの実装方式において、電
源はまた、より広い定義を有してよい。例えば、電源はまた、電源管理システム、課金シ
ステム、電源異常検出回路、電力変換器又は電力インバータ、（発光ダイオードなどの）
電源状態インジケータ、及び、ポータブル電子デバイスのための電気エネルギーの生成、
管理、及び分配に関する任意の他のコンポーネントを含んでよい。
【０１４１】
　当業者ならば明確に理解し得るように、簡便かつ簡潔な説明を目的として、上述のシス
テム、装置、及びユニットの詳細な動作プロセスについて、上述の方法の実施形態におけ
る対応するプロセスが参照されてよく、詳細は本明細書において再度説明されない。
【０１４２】
　本願において提供されたいくつかの実施形態において、開示されたシステム、装置、及
び方法が他の方式で実装されてよいことが理解されるべきである。例えば、説明された装
置の実施形態は、例示に過ぎない。例えば、ユニットの分割は論理的な機能の分割に過ぎ
ず、実際の実装では他の分割であってよい。例えば、複数のユニット又はコンポーネント
が組み合わせられてよい、若しくは別のシステムに統合されてよい、又は、いくつかの特
徴が無視されてよい、若しくは実行されなくてよい。加えて、表示又は説明された相互結
合、又は直接的な結合若しくは通信接続は、いくつかのインタフェースを使用することに
よって実装されてよい。装置間又はユニット間の間接的な結合又は通信接続は、電子的、
機械的、又は他の形態で実装されてよい。 
【０１４３】
　別個の部分として説明されたユニットは物理的に別個であってもなくてもよい。また、
ユニットとして表示された部分は物理的ユニットであってもなくてもよい、一か所に配置
されてよい、又は、複数のネットワークユニットにおいて分散されてよい。当該ユニット
の一部又は全部は、実施形態の解決手段の目的を実現すべく、実際の必要性に応じて選択
されてよい。 
【０１４４】
　加えて、本発明の実施形態の機能ユニットが、１つの処理ユニットに統合されてよい、
又は、当該ユニットの各々が物理的に単独で存在してよい、又は、２又はそれより多くの
ユニットが１つのユニットに統合される。統合ユニットは、ハードウェアの形態で実装さ
れてよい、又はソフトウェア機能ユニットの形態で実装されてよい。
【０１４５】
　統合ユニットがソフトウェア機能ユニットの形態で実装され、独立した製品として販売
又は使用されたとき、統合ユニットは、コンピュータ可読記憶媒体に格納されてよい。こ
のような理解に基づいて、本発明の技術的解決手段は本質的に、又は先行技術に寄与する
部分は、又は技術的解決手段の全部若しくは一部は、ソフトウェア製品の形態で実装され
てよい。コンピュータソフトウェア製品は、記憶媒体に格納され、本発明の実施形態にお
いて説明された方法の段階の全部又は一部を実行するよう、（パーソナルコンピュータ、
サーバ、ネットワークデバイス、又は同様のものであってよい）コンピュータデバイスに
命令するためのいくつかの命令を含む。上述の記憶媒体は、プログラムコードを格納でき
る、ＵＳＢフラッシュドライブ、リムーバブルハードディスク、リードオンリメモリ（英
語正式名称：ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ、ＲＯＭと略される）、ランダムアクセ
スメモリ（英語正式名称：ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ、ＲＡＭと略され
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る）、磁気ディスク、又は光ディスクなどの任意の媒体を含む。
【０１４６】
　上述の実施形態は、本発明の技術的解決手段を説明するよう意図されているに過ぎず、
本発明を限定するようには意図されていない。本発明が上述の実施形態に関連して詳細に
説明されているが、当業者ならば、本発明の実施形態の技術的解決手段の主旨及び範囲か
ら逸脱することなく、更に、上述の実施形態において説明された技術的解決手段に対して
変更を施し得る、又は、それらのいくつかの技術的特徴に対して等価な置き換えを成し得
ることを当業者は理解すべきである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成29年9月13日(2017.9.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電話番号を有する呼を端末が受けたとき、前記電話番号が事前設定されたブラックリス
トにあるかどうかを判断する段階と、
　前記ブラックリストが前記電話番号を含む場合、事前設定された第１の呼転送ポリシを
前記端末によって実行する段階であって、前記第１の呼転送ポリシは、前記端末が前記呼
を阻止又は終了し、事前設定された別の端末に前記呼を転送するようサーバを触発しない
ことを含む、段階、又は、前記ブラックリストが前記電話番号を含まない場合、事前設定
された第２の呼転送ポリシを前記端末によって実行する段階であって、前記端末は、話中
呼転送サービス又は無条件呼転送サービスを事前設定する、段階と、
　を備える呼転送方法。
【請求項２】
　前記端末が前記話中呼転送サービスを事前設定したとき、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを前記端末によって実行する前記段階は、
　前記話中呼転送サービスを前記端末によって無効にする段階と、
　呼切断命令を前記端末によって前記サーバに送信する段階と、
　前記呼が終了された後、前記話中呼転送サービスを前記端末によって有効にする段階と
を含み、
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　事前設定された第２の呼転送ポリシを前記端末によって実行する前記段階は、
　前記話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを前記端末によって実
行する段階を含む、
　請求項１に記載の呼転送方法。
【請求項３】
　前記端末が前記無条件呼転送サービスを事前設定したとき、前記無条件呼転送サービス
は既に無応答時呼転送サービスで置き換えられており、前記無条件呼転送サービスが既に
有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示
されており、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを前記端末によって実行する前記段階は、
　呼切断命令を前記端末によって前記サーバに送信する段階を含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを前記端末によって実行する前記段階は、
　無反応命令を前記端末によって前記サーバに送信する段階であって、前記無反応命令は
、事前設定された前記別の端末に前記呼を転送するよう前記サーバを触発する、段階を含
む、
　請求項１又は２に記載の呼転送方法。
【請求項４】
　前記端末が前記話中呼転送サービスを事前設定したとき、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを前記端末によって実行する前記段階は、
　前記呼を前記端末によって阻止する段階を含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを前記端末によって実行する前記段階は、
　前記話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを前記端末によって実
行する段階を含む、
　請求項１に記載の呼転送方法。
【請求項５】
　前記端末が前記無条件呼転送サービスを事前設定したとき、前記無条件呼転送サービス
は既に前記話中呼転送サービスで置き換えられており、前記無条件呼転送サービスが既に
有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示
されており、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを前記端末によって実行する前記段階は、
　前記呼を前記端末によって阻止する段階を含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを前記端末によって実行する前記段階は、
　呼切断命令を前記端末によって前記サーバに送信する段階であって、前記呼切断命令は
、事前設定された前記別の端末に前記呼を転送するよう前記サーバを触発する、段階を含
む、
　請求項１又は４に記載の呼転送方法。
【請求項６】
　端末であって、
　電話番号を有する呼を前記端末が受けたとき、前記電話番号が事前設定されたブラック
リストにあるかどうかを判断する判断モジュールと、
　前記ブラックリストが前記電話番号を含むとき、事前設定された第１の呼転送ポリシで
あって、前記端末が前記呼を阻止又は終了し、事前設定された別の端末に前記呼を転送す
るようサーバを触発しないことを含む第１の呼転送ポリシを実行する、又は、前記ブラッ
クリストが前記電話番号を含まないとき、事前設定された第２の呼転送ポリシを実行する
処理モジュールであって、前記端末は、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サービスを
事前設定する、処理モジュールと、
　を備える端末。
【請求項７】
　前記端末が前記話中呼転送サービスを事前設定したとき、前記処理モジュールは、前記
ブラックリストが前記電話番号を含む場合、前記話中呼転送サービスを無効にし、呼切断
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命令を前記サーバに送信し、前記呼が終了された後、前記話中呼転送サービスを有効にす
る、又は、前記ブラックリストが前記電話番号を含まない場合、前記話中呼転送サービス
に対応する事前設定された呼転送ポリシを実行する、請求項６に記載の端末。
【請求項８】
　前記端末が前記無条件呼転送サービスを事前設定したとき、前記無条件呼転送サービス
は既に無応答時呼転送サービスで置き換えられており、前記無条件呼転送サービスが既に
有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示
されており、
　前記処理モジュールは、前記ブラックリストが前記電話番号を含む場合、呼切断命令を
前記サーバに送信する、又は、前記ブラックリストが前記電話番号を含まない場合、無反
応命令であって、事前設定された前記別の端末に前記呼を転送するよう前記サーバを触発
する無反応命令を前記サーバに送信する、
　請求項６又は７に記載の端末。
【請求項９】
　前記端末が前記話中呼転送サービスを事前設定したとき、前記処理モジュールは、前記
ブラックリストが前記電話番号を含む場合、前記呼を阻止する、又は、前記ブラックリス
トが前記電話番号を含まない場合、前記話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼
転送ポリシを実行する、請求項６に記載の端末。
【請求項１０】
　前記端末が前記無条件呼転送サービスを事前設定したとき、前記無条件呼転送サービス
は既に前記話中呼転送サービスで置き換えられており、前記無条件呼転送サービスが既に
有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示
されており、
　前記処理モジュールは、前記ブラックリストが前記電話番号を含む場合、前記呼を阻止
する、又は、前記ブラックリストが前記電話番号を含まない場合、呼切断命令であって、
事前設定された前記別の端末に前記呼を転送するよう前記サーバを触発する呼切断命令を
前記サーバに送信する、
　請求項６又は９に記載の端末。
【請求項１１】
　ポータブル電子デバイスであって、
　タッチセンサ面及び表示画面を含むディスプレイと、
　１又は複数のプロセッサと、
　メモリと、
　１又は複数のプログラムとを備え、前記１又は複数のプログラムは、前記メモリに格納
され、前記１又は複数のプロセッサによって実行され、前記１又は複数のプログラムは命
令を含み、前記命令は、
　電話番号を有する呼が受けられたとき、前記電話番号が事前設定されたブラックリスト
にあるかどうかを判断し、
　前記ブラックリストが前記電話番号を含む場合、事前設定された第１の呼転送ポリシで
あって、前記ポータブル電子デバイスが、前記呼を阻止又は終了し、事前設定された別の
デバイスに前記呼を転送するようサーバを触発しないことを含む第１の呼転送ポリシを実
行する、又は、前記ブラックリストが前記電話番号を含まない場合、事前設定された第２
の呼転送ポリシを実行すべく構成され、前記ポータブル電子デバイスは話中呼転送サービ
ス又は無条件呼転送サービスを事前設定する、
　ポータブル電子デバイス。
【請求項１２】
　前記ポータブル電子デバイスが前記話中呼転送サービスを事前設定したとき、
　前記事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　前記話中呼転送サービスを無効にすること、
　呼切断命令を前記サーバに送信すること、及び
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　前記呼が終了された後、前記話中呼転送サービスを有効にすることを含み、
　前記事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　前記話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを実行することを含む
、
　請求項１１に記載のポータブル電子デバイス。
【請求項１３】
　前記ポータブル電子デバイスが前記無条件呼転送サービスを事前設定したとき、前記無
条件呼転送サービスは既に無応答時呼転送サービスで置き換えられており、前記無条件呼
転送サービスが既に有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース
上で依然として表示されており、
　前記事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　呼切断命令を前記サーバに送信することを含み、
　前記事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　無反応命令であって、事前設定された前記別のデバイスに前記呼を転送するよう前記サ
ーバを触発する無反応命令を前記サーバに送信することを含む、
　請求項１１又は１２に記載のポータブル電子デバイス。
【請求項１４】
　前記ポータブル電子デバイスが前記話中呼転送サービスを事前設定したとき、
　前記事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　前記呼を阻止することを含み、
　前記事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　前記話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを実行することを含む
、
　請求項１１に記載のポータブル電子デバイス。
【請求項１５】
　前記ポータブル電子デバイスが前記無条件呼転送サービスを事前設定したとき、前記無
条件呼転送サービスは既に前記話中呼転送サービスで置き換えられており、前記無条件呼
転送サービスが既に有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース
上で依然として表示されており、
　前記事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　前記呼を阻止することを含み、
　前記事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　呼切断命令であって、事前設定された前記別のデバイスに前記呼を転送するよう前記サ
ーバを触発する呼切断命令を前記サーバに送信することを含む、
　請求項１１又は１４に記載のポータブル電子デバイス。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信技術分野に関し、具体的に、呼転送方法、端末、及びポータブル電子デバ
イスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　呼転送（ｃａｌｌ　ｆｏｒｗａｒｄｉｎｇ）とは、通信サービスである。ユーザの端末
が呼に応答できない場合、又はユーザが呼に応答したくない場合、着呼は事前設定された
別の端末に転送されてよい。
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【０００３】
　現在、呼転送は主に以下の４つの転送モードを有する。
【０００４】
　それは、無条件呼転送（すなわち、全着呼転送）、話中呼転送（使用中転送とも称され
る）、無応答時呼転送、及び圏外時呼転送である。
【０００５】
　着呼遮断（ブラックリスト方式原理）が設定されている端末が、電話番号を有する発呼
要求を受信したとき、端末は、当該電話番号を保存されたブラックリスト内の電話番号と
比較する。電話番号がブラックリストにある場合、端末はその発呼要求を拒否する。
【０００６】
　着呼遮断及び呼転送が設定された端末が、ブラックリストにない電話番号を有する発呼
要求を受信したとき、呼転送の要件が満たされているならば、サーバは、事前設定された
別の端末に呼を転送する。
【０００７】
　着呼遮断及び呼転送が設定された端末が、ブラックリストにある電話番号を有する発呼
要求を受信したとき、呼転送のタイプが、「無条件呼転送」又は「話中呼転送」の何れか
である場合、着呼遮断に失敗するという問題が起こり得、すなわち、ブラックリストにあ
る電話番号を有する発呼要求が、事前設定された別の端末に転送されて、ユーザに妨害を
与える。
【発明の概要】
【０００８】
　本発明の実施形態は呼転送方法、端末、及びポータブル電子デバイスを提供し、これに
より、端末が、無条件呼転送又は話中呼転送を設定したときに、着呼遮断の失敗が回避さ
れる。
【０００９】
　本発明の実施形態の第１態様が呼転送方法を提供する。当該方法は、
　電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定されたブラックリス
トにあるかどうかを判断する段階と、
　ブラックリストが当該電話番号を含む場合、事前設定された第１の呼転送ポリシを端末
によって実行する段階であって、当該第１の呼転送ポリシは、端末が、呼を阻止又は終了
し、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発しないことを含む、段
階、又は、ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、事前設定された第２の呼転送
ポリシを端末によって実行する段階であって、当該端末は、話中呼転送サービス又は無条
件呼転送サービスを事前設定する、段階とを備える。
【００１０】
　本発明の実施形態の第１態様に関連して、本発明の実施形態の第１態様の第１の実装方
式において、端末が話中呼転送サービスを事前設定したとき、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを端末によって実行する段階は、
　話中呼転送サービスを端末によって無効にする段階と、
　呼切断命令を端末によってサーバに送信する段階と、
　呼が終了された後、話中呼転送サービスを端末によって有効にする段階とを含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを端末によって実行する段階は、
　話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを端末によって実行する段
階を含む。
【００１１】
　本発明の実施形態の第１態様に関連して、本発明の実施形態の第１態様の第２の実装方
式において、端末が話中呼転送サービスを事前設定したとき、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを端末によって実行する段階は、
　呼を端末によって阻止する段階を含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを端末によって実行する段階は、
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　話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを端末によって実行する段
階を含む。
【００１２】
　本発明の実施形態の第１態様に関連して、本発明の実施形態の第１態様の第３の実装方
式において、端末が無条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービスは
既に無応答時呼転送サービスで置き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効で
あることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上に依然として表示されて
おり、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを端末によって実行する段階は、
　呼切断命令を端末によってサーバに送信する段階を含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを端末によって実行する段階は、
　無反応命令を端末によってサーバに送信する段階であって、無反応命令は、事前設定さ
れた別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発する、段階を含む。
【００１３】
　本発明の実施形態の第１態様に関連して、本発明の実施形態の第１態様の第４の実装方
式において、端末が無条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービスは
既に話中呼転送サービスで置き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効である
ことは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示されており
、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを端末によって実行する段階は、
　呼を端末によって阻止する段階を含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを端末によって実行する段階は、
　呼切断命令を端末によってサーバに送信する段階であって、呼切断命令は、事前設定さ
れた別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発する、段階を含む。
【００１４】
　本発明の実施形態の第２態様が端末を提供する。当該端末は、
　電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定されたブラックリス
トにあるかどうかを判断するよう構成された判断モジュールと、
　ブラックリストが当該電話番号を含むとき、事前設定された第１の呼転送ポリシであっ
て、端末が呼を阻止又は終了し、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバ
を触発しないことを含む第１の呼転送ポリシを実行する、又は、ブラックリストが当該電
話番号を含まないとき、事前設定された第２の呼転送ポリシを実行するよう構成された処
理モジュールであって、当該端末は、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サービスを事
前設定する処理モジュールとを備える。
【００１５】
　本発明の実施形態の第２態様に関連して、本発明の実施形態の第２態様の第１の実装方
式において、端末が話中呼転送サービスを事前設定したとき、処理モジュールは具体的に
、ブラックリストが当該電話番号を含む場合、話中呼転送サービスを無効にし、呼切断命
令をサーバに送信し、呼が終了された後、話中呼転送サービスを有効にする、又は、ブラ
ックリストが当該電話番号を含まない場合、話中呼転送サービスに対応する事前設定され
た呼転送ポリシを実行するよう構成されている。
【００１６】
　本発明の実施形態の第２態様に関連して、本発明の実施形態の第２態様の第２の実装方
式において、端末が話中呼転送サービスを事前設定したとき、処理モジュールは具体的に
、ブラックリストが当該電話番号を含む場合、呼を阻止する、又は、ブラックリストが当
該電話番号を含まない場合、話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシ
を実行するよう構成されている。
【００１７】
　本発明の実施形態の第２態様に関連して、本発明の実施形態の第２態様の第３の実装方
式において、端末が無条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービスは
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既に無応答時呼転送サービスで置き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効で
あることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示されて
おり、
　処理モジュールは具体的に、ブラックリストが当該電話番号を含む場合、呼切断命令を
サーバに送信する、又は、ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、無反応命令で
あって、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発する無反応命令を
サーバに送信するよう構成されている。
【００１８】
　本発明の実施形態の第２態様に関連して、本発明の実施形態の第２態様の第４の実装方
式において、端末が無条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービスは
既に話中呼転送サービスで置き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効である
ことは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示されており
、
　処理モジュールは具体的に、ブラックリストが当該電話番号を含む場合、当該呼を阻止
する、又は、ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、呼切断命令であって、事前
設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発する呼切断命令をサーバに送信
するよう構成されている。
【００１９】
　本発明の実施形態の第３態様がポータブル電子デバイスを提供する。当該ポータブル電
子デバイスは、
　タッチセンサ面及び表示画面を含むディスプレイと、
　１又は複数のプロセッサと、
　メモリと、
　１又は複数のプログラムとを備え、当該１又は複数のプログラムは、メモリに格納され
、１又は複数のプロセッサによって実行されるよう構成されており、当該１又は複数のプ
ログラムは命令を含み、当該命令は、
　電話番号を有する呼が受けられたとき、当該電話番号が事前設定されたブラックリスト
にあるかどうかを判断し、
　ブラックリストが当該電話番号を含む場合、事前設定された第１の呼転送ポリシであっ
て、ポータブル電子デバイスが、当該呼を阻止又は終了し、事前設定された別のデバイス
に当該呼を転送するようサーバを触発しないことを含む第１の呼転送ポリシを実行する、
又は、ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、事前設定された第２の呼転送ポリ
シを実行すべく使用され、当該ポータブル電子デバイスは、話中呼転送サービス又は無条
件呼転送サービスを事前設定する。
【００２０】
　本発明の実施形態の第３態様に関連して、本発明の実施形態の第３態様の第１の実装方
式において、ポータブル電子デバイスが話中呼転送サービスを事前設定したとき、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　話中呼転送サービスを無効にすること、
　呼切断命令をサーバに送信すること、及び、
　当該呼が終了された後、話中呼転送サービスを有効にすることを含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを実行することを含む。
【００２１】
　本発明の実施形態の第３態様に関連して、本発明の実施形態の第３態様の第２の実装方
式において、ポータブル電子デバイスが話中呼転送サービスを事前設定したとき、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　当該呼を阻止することを含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを実行することを含む。
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【００２２】
　本発明の実施形態の第３態様に関連して、本発明の実施形態の第３態様の第３の実装方
式において、ポータブル電子デバイスが無条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条
件呼転送サービスは既に無応答時呼転送サービスで置き換えられており、無条件呼転送サ
ービスが既に有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依
然として表示されており、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　呼切断命令をサーバに送信することを含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　無反応命令であって、事前設定された別のデバイスに当該呼を転送するようサーバを触
発する無反応命令をサーバに送信することを含む。
【００２３】
　本発明の実施形態の第３態様に関連して、本発明の実施形態の第３態様の第４の実装方
式において、ポータブル電子デバイスが無条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条
件呼転送サービスは既に話中呼転送サービスで置き換えられており、無条件呼転送サービ
スが既に有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然と
して表示されており、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　当該呼を阻止することを含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　呼切断命令であって、事前設定された別のデバイスに当該呼を転送するようサーバを触
発する呼切断命令をサーバに送信することを含む。
【００２４】
　上述の技術的解決手段から、本発明の実施形態は以下の利点を有することが分かる。
【００２５】
　本発明の実施形態において、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サービスが事前に設
定された端末が電話番号を有する呼を受けたとき、当該電話番号が事前設定されたブラッ
クリストにあるかどうかが判断される。ブラックリストが電話番号を含む場合、第１の呼
転送ポリシであって、端末が、当該呼を阻止又は終了し、事前設定された別の端末に当該
呼を転送するようサーバを触発しないことを含む第１の呼転送ポリシが使用され、それに
より、ブラックリストにある電話番号を有する呼を受けたときに、端末が事前設定された
別の端末に当該呼を依然として転送し、その結果、着呼遮断を失敗させ、ユーザに妨害を
与えることを回避する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施形態に係る呼転送方法の実施形態の概略図である。
【００２７】
【図２】本発明の実施形態に係る呼転送方法の別の実施形態の概略図である。
【００２８】
【図３】本発明の実施形態に係る呼転送方法の別の実施形態の概略図である。
【００２９】
【図４】本発明の実施形態に係る呼転送方法の別の実施形態の概略図である。
【００３０】
【図５】本発明の実施形態に係る呼転送方法の別の実施形態の概略図である。
【００３１】
【図６】本発明の実施形態に係る端末の実施形態の概略図である。
【００３２】
【図７】本発明の実施形態に係るポータブル電子デバイスの実施形態の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
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　本発明の実施形態は、呼転送方法、端末、及びポータブル電子デバイスを提供する。こ
れにより、端末が無条件呼転送又は話中呼転送を設定したときに、着呼遮断の失敗が回避
される。
【００３４】
　当業者が本発明における技術的解決手段をより良く理解できるよう、本発明の実施形態
における添付図面に関連して、本発明の実施形態における技術的解決手段を以下で明確か
つ完全に説明する。説明される実施形態が、本発明の実施形態の一部に過ぎず、全部では
ないことは明らかである。創造的努力なく、本発明の実施形態に基づいて当業者によって
得られた他の全ての実施形態は、本発明の保護範囲に含まれるものとする。
【００３５】
　本発明の明細書、特許請求の範囲、及び添付図面において、「第１」、「第２」等（も
し存在すれば）の用語は、類似した物体を区別するよう意図されるが、必ずしも特定の順
序又は順番を示すわけではない。そのようにして称されるデータは、本明細書において説
明される本発明の実施形態が、本明細書において示される、又は説明される順序以外の順
序で実施され得るように、適切な状況では置き換え可能であることが理解されるべきであ
る。更に、「含む」、「含有する」という用語、及び任意の他の変形語は、非排他的な含
有を網羅することを意味する。例えば、段階又はユニットのリストを含むプロセス、方法
、システム、製品、又はデバイスが、必ずしもそれらの段階又はユニットに限定されるわ
けではなく、明示的に列挙されてもおらず、このようなプロセス、方法、システム、製品
、若しくはデバイスに固有でもない他の段階又はユニットを含んでよい。
【００３６】
　本明細書において説明されている技術は、２Ｇ通信システム、３Ｇ通信システム、及び
次世代通信システム、例えば、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケー
ション（ＧＳＭ（登録商標）、ｇｌｏｂａｌ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｍｏｂｉｌｅ　ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）などの２Ｇ通信システム、ワイドバンド符号分割多重アクセ
ス（ＷＣＤＭＡ（登録商標）、ｗｉｄｅｂａｎｄ　ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）及び時分割同期符号分割多重アクセス（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ、
ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ－ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）などの３Ｇ通信システム、並びにロングター
ムエボリューション（ＬＴＥ、ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）などの次世代
通信システムを含む様々な通信システムに適用されてよい。
【００３７】
　本発明の実施形態における端末又はポータブル電子デバイスは、上述の通信システムに
おける通信用のデバイスであってよい、例えば、携帯電話（例えば、モバイルフォン）、
通信機能を有するタブレットコンピュータ、及びコンピュータであってよい、又は、例え
ば、更に、車載通信装置であってよい。このことは、本明細書において限定されない。
【００３８】
　以下の本発明の本実施形態において説明される非構造化付加サービスデータ（ｕｎｓｔ
ｒｕｃｔｕｒｅｄ　ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ、ＵＳＳＤ
）は、通信ネットワークに基づいた新しい対話型データサービスである。端末（例えば、
モバイルフォン）のキーボードを使用することによって、ネットワークによって事前にカ
スタム化された、例えば＊＃といったいくつかの数字及び記号をユーザが入力したとき、
ユーザは、ダイヤルキーを押下することによってネットワーク（サーバ）に命令を送信し
てよい。ネットワークは、ユーザの命令に従って必要なサービスを選択し、必要なサービ
スをユーザに提供する。
【００３９】
　呼転送サービスは主に次の４つの呼転送モード、つまり、無条件呼転送、話中呼転送、
無応答時呼転送、及び圏外時呼転送を有する。
【００４０】
　上述呼転送サービスは、一般的なシナリオにおける対応する呼転送ポリシを有する。当
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該呼転送ポリシは以下の通りである。
　無条件呼転送：すなわち、全着呼転送である。事前設定された別の端末に端末の全ての
着呼が転送される。
　話中呼転送：使用中転送とも称される。ユーザが呼の途中である場合において、事前設
定された別の端末に端末の全ての着呼が転送される。
　無応答時呼転送：端末への呼に応答がなかった場合（呼に応答するための事前設定され
た時間は、例えば３０秒であってよい）、事前設定された別の端末に端末の全ての着呼が
転送される。
　圏外時呼転送：端末の電源が切られている、又は有効サービスエリア内ではない、又は
信号が弱いせいで通常の通信が実施できない場合、事前設定された別の端末に端末の全て
の着呼が転送される。
【００４１】
　様々なタイプの呼転送サービスを有効にするためのＵＳＳＤ命令は以下の通りである。
　１）無条件呼転送：＊＊２１＊目標番号＃ダイヤルキー、
　２）話中呼転送：＊＊６７＊目標番号＃ダイヤルキー、
　３）無応答時呼転送：＊＊６１＊目標番号＃ダイヤルキー、及び
　４）圏外時呼転送：＊＊６２＊目標番号＃ダイヤルキー。
【００４２】
　図１を参照すると、本発明の実施形態に係る呼転送方法の実施形態は以下の段階を含む
。
【００４３】
　１０１：電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定されたブラ
ックリストにあるかどうかを判断する。
【００４４】
　本実施形態では、電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定さ
れたブラックリストにあるかどうかが判断される。事前設定されたブラックリストは、ユ
ーザによって事前設定されたブラックリストであってよく、ネットワークから取得された
ブラックリストであってよく、又は同様のものであってよい。このことは、本明細書にお
いて限定されない。
【００４５】
　１０２：ブラックリストが当該電話番号を含む場合、端末は、事前設定された第１の呼
転送ポリシを実行する。
【００４６】
　本実施形態では、第１の呼転送ポリシは、端末が呼を阻止又は終了し、事前設定された
別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発しないことを含み、これにより、ブラック
リストにある当該電話番号が当該端末に発呼したとき、事前設定された別の端末に着呼が
転送されることが防止される。
【００４７】
　１０３：ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、端末は、事前設定された第２
の呼転送ポリシを実行する。
【００４８】
　本実施形態では、端末は、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サービスを事前設定す
る。第２の呼転送ポリシは、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サービスに対応する呼
転送ポリシであってよい。例えば、端末が話中呼転送サービスを事前設定したとき、端末
は、話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを実行する。このことは
、本明細書において限定されない。
【００４９】
　本発明の本実施形態において、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サービスが事前に
設定されている端末が電話番号を有する呼を受けたとき、当該電話番号が事前設定された
ブラックリストにあるかどうかが判断される。ブラックリストが当該電話番号を含む場合
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、第１の呼転送ポリシであって、端末が、呼を阻止又は終了し、事前設定された別の端末
に当該呼を転送するようサーバを触発しないことを含む第１の呼転送ポリシが使用され、
それにより、ブラックリストにある電話番号を有する呼を受けたときに、端末が事前設定
された別の端末に当該呼を依然として転送し、その結果、着呼遮断を失敗させ、ユーザに
妨害を与えることを回避する。
【００５０】
　図１に示された実施形態では、端末は、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サービス
を事前設定してよく、詳細な説明は、特定の実施形態を使用することによって以下で提示
される。
【００５１】
　１．端末は、話中呼転送サービスを事前設定する。
【００５２】
　図２を参照すると、本発明の実施形態に係る呼転送方法の別の実施形態は以下の段階を
含む。
【００５３】
　２０１：電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定されたブラ
ックリストにあるかどうかを判断する。
【００５４】
　本実施形態では、電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定さ
れたブラックリストにあるかどうかが判断される。事前設定されたブラックリストは、ユ
ーザによって事前設定されたブラックリストであってよく、ネットワークから取得された
ブラックリストであってよく、又は同様のものであってよい。このことは、本明細書にお
いて限定されない。
【００５５】
　２０２：ブラックリストが当該電話番号を含む場合、端末は、話中呼転送サービスを無
効にし、呼切断命令をサーバに送信し、呼が終了された後、話中呼転送サービスを有効に
する。
【００５６】
　本実施形態では、ブラックリストが当該電話番号を含むとき、事前設定された第１の呼
転送ポリシが実行される。当該事前設定された第１の呼転送ポリシとは具体的に、話中呼
転送サービスを端末によって無効にし、呼切断命令をサーバに送信することである。呼切
断命令は、呼を終了するようサーバを触発する。呼が終了された後、話中呼転送サービス
が有効にされる。例えば、話中呼転送サービスは、ＵＳＳＤ命令：＃６７＃ダイヤルキー
によって無効にされ、次に、呼切断命令「ｃａｌｌ　ｒｅｊｅｃｔｅｄ」がサーバに送信
され、呼が終了された後、ＵＳＳＤ命令：＊＊６７＊目標番号＃ダイヤルキーによって話
中呼転送サービスが有効にされる。
【００５７】
　先行技術においては、ブラックリストが事前設定される。従って、ブラックリストにあ
る電話番号を有する呼を端末が受けたとき、端末は、呼切断命令をサーバに送信し、これ
により、呼が切断される。呼切断命令を受信したとき、サーバは、端末が通話中であると
見なす。加えて、端末において話中呼転送サービスが設定されていることをサーバは分か
っているので、サーバは話中呼転送サービスを実行する。その結果、ブラックリストにあ
る番号に対する着呼遮断は失敗する、すなわち、ブラックリストにある電話番号を有する
呼は、事前設定された別の端末に転送され、着呼遮断は失敗すると考えられる。
【００５８】
　本実施形態では、呼を受けたとき、端末は、話中呼転送サービスを無効にし、呼切断命
令をサーバに送信し、これにより、サーバは呼を終了する。呼が終了された後、話中呼転
送サービスが有効にされる。このように、ブラックリストにある電話番号を有する呼を端
末が受けたときに、話中呼転送サービスに対応する呼転送ポリシがそのまま実行され、サ
ーバが、事前設定された別の端末に当該呼を転送するよう触発されることが回避される。
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【００５９】
　２０３：ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、端末は、話中呼転送サービス
に対応する事前設定された呼転送ポリシを実行する。
【００６０】
　端末は、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サービスを事前設定する。
【００６１】
　本実施形態において、第１の呼転送ポリシとは異なる第２の呼転送ポリシが事前設定さ
れる。ブラックリストが当該電話番号を含まないと判断された後、事前設定された第２の
呼転送ポリシが実行される。本実施形態の第２の呼転送ポリシは、話中呼転送サービスに
対応する呼転送ポリシである。例えば、端末が呼の途中である場合、端末の全ての着呼は
、事前設定された別の端末に転送される。端末が使用中ではない場合、通常呼が保持され
る。或いは、第２の呼転送ポリシは、事前設定された別の呼転送ポリシであってよいこと
が理解され得る。このことは、本明細書において限定されない。
【００６２】
　端末が呼を受ける状態のままでいるとき、端末は更に、電話マネージャなどのソフトウ
ェアの命令を受信した後、呼切断命令をサーバに送信してよい。呼切断命令は、話中呼転
送サービスを触発する、すなわち、呼切断命令は、事前設定された別の端末に当該呼を転
送するようサーバを触発する。
【００６３】
　図２に示された本実施形態では、端末が話中呼転送サービスを事前設定したとき、端末
はまた、事前設定された第１の呼転送ポリシを実行し、事前設定された第２の呼転送ポリ
シを別の方式で実行してよい。図３を参照すると、本発明の実施形態に係る呼転送方法の
別の実施形態は以下の段階を含む。
【００６４】
　３０１：電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定されたブラ
ックリストにあるかどうかを判断する。
【００６５】
　本実施形態では、電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定さ
れたブラックリストにあるかどうかが判断される。事前設定されたブラックリストは、ユ
ーザによって事前設定されたブラックリストであってよく、ネットワークから取得された
ブラックリストであってよく、又は同様のものであってよい。このことは、本明細書にお
いて限定されない。
【００６６】
　３０２：ブラックリストが当該電話番号を含む場合、端末は呼を阻止する。
【００６７】
　本実施形態では、ブラックリストが当該電話番号を含むとき、端末は、事前設定された
第１の呼転送ポリシを実行する。本実施形態では、事前設定された第１の呼転送ポリシを
端末によって実行する段階は、呼を阻止する段階を含む。呼を阻止する段階は具体的に、
受信呼に応答しないこと、受信呼の表示を提供しないこと、及び、受信呼のプロンプトを
与えないことである。このように、呼は阻止され、呼切断命令はサーバに送信されないの
で、サーバは、端末が通話中であるとは見なさず、話中呼転送サービスを触発しない。端
末は呼を阻止し、それにより、ブラックリストにある電話番号を有する呼を受けたときに
、端末が事前設定された別の端末に呼を依然として転送し、その結果、着呼遮断を失敗さ
せ、ユーザに妨害を与えることを回避する。
【００６８】
　３０３：ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、話中呼転送サービスに対応す
る事前設定された呼転送ポリシを実行する。
【００６９】
　本実施形態では、第１の呼転送ポリシとは異なる第２の呼転送ポリシが事前設定される
。ブラックリストが当該電話番号を含まないと判断された後、事前設定された第２の呼転
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送ポリシが実行される。本実施形態の第２の呼転送ポリシは、話中呼転送サービスに対応
する呼転送ポリシである。例えば、端末が呼の途中である場合、端末の全ての着呼は、端
末によって事前設定された別の端末に転送される。端末が使用中ではない場合、通常呼が
保持される。或いは、第２の呼転送ポリシは、事前設定された別の呼転送ポリシであって
よいことが理解され得る。このことは、本明細書において限定されない。
【００７０】
　端末が呼を受ける状態のままでいるとき、端末は更に、電話マネージャなどのソフトウ
ェアの命令を受信した後、呼切断命令をサーバに送信してよい。呼切断命令は、話中呼転
送サービスを触発する、すなわち、呼切断命令は、事前設定された別の端末に当該呼を転
送するようサーバを触発する。
【００７１】
　２．端末は、無条件呼転送サービスを事前設定する。
【００７２】
　端末が無条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービスは既に目標呼
転送サービスで置き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効であることは、呼
転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示されている。
【００７３】
　無条件呼転送サービスは、既に目標呼転送サービスで置き換えられている。無条件呼転
送サービスを可能にする命令をユーザから受信したとき、端末は、目標呼転送サービスを
有効にし、無条件呼転送サービスが有効であることは、呼転送サービスタイプを表示する
端末のインタフェース上で表示される。この場合、無条件呼転送サービスを可能にする命
令を、端末がユーザから受信したとき、端末は実際には目標呼転送サービスを有効にする
。目標呼転送サービスは、無条件ではない呼転送サービス（例えば、無応答時呼転送サー
ビス又は話中呼転送サービス）である。しかしながら、ユーザのために無条件呼転送サー
ビスが有効であることは、呼転送サービスタイプを表示する、端末のインタフェース上で
表示されてよい。
【００７４】
　無条件呼転送サービスを可能にする命令を端末によってユーザから受信する段階は、無
条件呼転送サービスによって触発された命令を、ユーザインタフェース（ｕｓｅｒ　ｉｎ
ｔｅｒｆａｃｅ、ＵＩ）上でユーザによって選択する段階であってよい。ここで、当該命
令は、端末のシステム又はアプリケーションに送信された命令であり、端末のシステム又
はアプリケーションによって規定される。命令の受信後、端末のシステム又はアプリケー
ションは、目標呼転送サービスを有効にするＵＳＳＤ命令をサーバに送信する。実際の使
用においては、無条件呼転送サービスを有効にする命令をユーザから受信したとき、端末
は、目標呼転送サービスを有効にする。或いは、ユーザは、端末の入力装置（例えば、キ
ーボード又はタッチスクリーン）を使用することによって、無条件呼転送サービスを可能
にするＵＳＳＤ命令を入力する。ユーザによって入力されたＵＳＳＤ命令を認識した後、
端末は自動的に、無条件呼転送のＵＳＳＤ命令を、目標呼転送サービスのＵＳＳＤ命令に
変換する（表示インタフェース上で依然として、無条件呼転送サービスのＵＳＳＤ命令と
して表示されている）。ユーザがダイヤルキーを押下した後、端末は、目標呼転送サービ
スを有効にするＵＳＳＤ命令をサーバに送信し、これにより、目標呼転送サービスが有効
にされる。このことは、本明細書において限定されない。
【００７５】
　この場合、複数の考えられる目標呼転送サービスが存在し得る。例えば、目標呼転送サ
ービスは、無応答時呼転送サービス又は話中呼転送サービスであってよい。このことは、
本明細書において限定されない。特定の実施形態に関連して、詳細な説明が以下で提示さ
れる。
【００７６】
　（１）目標呼転送サービスが無応答時呼転送サービスであるとき、すなわち、端末が無
条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービスは既に無応答時呼転送サ
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ービスで置き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効であることは、呼転送サ
ービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示されている。
【００７７】
　図４を参照すると、本発明の実施形態に係る呼転送方法の別の実施形態は以下の段階を
含む。
【００７８】
　４０１：電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定されたブラ
ックリストにあるかどうかを判断する。
【００７９】
　本実施形態では、端末は無条件呼転送サービスを事前設定する。具体的には、端末が無
条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービスは既に無応答時呼転送サ
ービスで置き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効であることは、呼転送サ
ービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示されている。
【００８０】
　具体的には、無条件呼転送サービスを有効にする命令を端末がユーザから受信したとき
、無応答時呼転送サービスが実際には有効にされ（すなわち、無条件呼転送サービスは既
に無応答時呼転送サービスで置き換えられ）、無条件呼転送サービスが既に有効であるこ
とは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示されている。
特定のプロセスは次の通りであってよい。ＵＳＳＤ命令「＊＊６１＊目標番号＃ダイヤル
キー」をサーバに送信するＵＩ上でユーザが無条件呼転送サービスを選択したときに触発
された命令を端末が受信し、これにより、無応答時呼転送サービスが有効にされたとき、
又は、端末の入力装置（例えば、キーボード又はタッチスクリーン）を使用することによ
って、無条件呼転送サービスを有効にするＵＳＳＤ命令をユーザが入力したとき、ユーザ
によって入力されたＵＳＳＤ命令を端末が認識した後、無条件呼転送のＵＳＳＤ命令を端
末によって自動的に、無応答時呼転送のＵＳＳＤ命令に変換する（依然として、無条件呼
転送サービスのＵＳＳＤ命令として表示されている）。ユーザがダイヤルキーを押下した
後、無応答時呼転送サービスを有効にするＵＳＳＤ命令を端末がサーバに送信し、これに
より、無応答時呼転送サービスが有効にされる。このことは、本明細書において限定され
ない。
【００８１】
　変換後に得られたＵＳＳＤ命令をサーバに送信する前、端末は更に、呼転送においてブ
ラックリスト遮断機能を有効にするかどうかをプロンプトでユーザに指示を求めてよい。
プロンプトの内容は、呼転送においてブラックリスト遮断機能を有効にすることの利点、
及び、考えられるコストであってよい。
【００８２】
　本実施形態では、電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定さ
れたブラックリストにあるかどうかが判断される。事前設定されたブラックリストは、ユ
ーザによって事前設定されたブラックリストであってよく、ネットワークから取得された
ブラックリストであってよく、又は同様のものであってよい。このことは、本明細書にお
いて限定されない。
【００８３】
　４０２：ブラックリストが当該電話番号を含む場合、端末は、呼切断命令をサーバに送
信する。
【００８４】
　本実施形態では、呼において有されている電話番号が事前設定されたブラックリストに
あるとき、端末は第１の呼転送ポリシを実行する。第１の呼転送ポリシは具体的に、呼切
断命令をサーバに送信することである。ここで、呼切断命令は、呼を終了するようサーバ
を触発する。例えば、呼切断命令「ｃａｌｌ　ｒｅｊｅｃｔｅｄ」がサーバに送信され、
呼切断命令の受信後、サーバは呼を終了する。
【００８５】
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　本実施形態の事前設定された無条件呼転送サービスは、有効にされた無応答時呼転送サ
ービスを含む。無条件呼転送サービスが有効であることは、端末のインタフェース上で表
示されている、すなわち、端末は実際には無応答時呼転送サービスを有効にする。無応答
時呼転送が事前設定された時間内に応答を得られなかったときのみに、無反応命令を送信
することが呼を転送するようサーバを触発する。従って、本明細書の呼切断命令の送信は
、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発しない。
【００８６】
　４０３：ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、端末は、無反応命令をサーバ
に送信する。
【００８７】
　無反応命令は、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発する。
【００８８】
　本実施形態では、第１の呼転送ポリシとは異なる第２の呼転送ポリシが事前設定される
。ブラックリストが当該電話番号を含まないとき、端末は第２の呼転送ポリシを実行する
。ここで、第２の呼転送ポリシは具体的に、無反応命令をサーバに送信することであり、
当該無反応命令は、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発する。
例えば、無反応命令「ｎｏ　ｕｓｅｒ　ｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ」がサーバに送信され、無
反応命令の受信後、サーバは、事前設定された別の端末に呼を転送する。或いは、第２の
呼転送ポリシは、事前設定された別の呼転送ポリシであってよいことが理解され得る。こ
のことは、本明細書において限定されない。
【００８９】
　本実施形態では、ブラックリストが当該電話番号を含まないとき、無反応命令であって
、無応答時呼転送を実行するようサーバを触発する無反応命令を端末はサーバに送信し、
これにより、事前設定された別の端末に呼が転送される。この場合、通常のホワイトリス
トの無条件呼転送サービスの効果が実現され得る。
【００９０】
　（２）目標呼転送サービスが話中呼転送サービスであるとき、すなわち、端末が話中呼
転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービスは既に話中呼転送サービスで置
き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効であることは、呼転送サービスタイ
プを表示するインタフェース上で依然として表示されている。
【００９１】
　図５を参照すると、本発明の実施形態に係る呼転送方法の別の実施形態は以下の段階を
含む。
【００９２】
　５０１：電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定されたブラ
ックリストにあるかどうかを判断する。
【００９３】
　本実施形態では、端末は無条件呼転送サービスを事前設定する。端末が無条件呼転送サ
ービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービスは既に話中呼転送サービスで置き換え
られており、無条件呼転送サービスが既に有効であることは、呼転送サービスタイプを表
示するインタフェース上で依然として表示されている。
【００９４】
　具体的には、無条件呼転送サービスを有効にする命令をユーザから受信したとき、端末
は実際には、話中呼転送サービスを有効にし（すなわち、無条件呼転送サービスは既に話
中呼転送サービスで置き換えられており）、無条件呼転送サービスが有効であることは、
呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示されている。特定の
プロセスは次の通りであってよい。ユーザがＵＩ上で無条件呼転送サービスを選択したと
きに触発された命令を端末が受信し、ＵＳＳＤ命令「＊＊６７＊目標番号＃ダイヤルキー
」を使用することによって話中呼転送サービスを有効にしたとき、又は、端末の入力装置
（例えば、キーボード又はタッチスクリーン）を使用することによって、無条件呼転送サ
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ービスを有効にするＵＳＳＤ命令をユーザが入力したとき、ユーザによって入力されたＵ
ＳＳＤ命令を端末が認識した後、無条件呼転送のＵＳＳＤ命令を端末によって自動的に、
話中呼転送サービスのＵＳＳＤ命令に変換する（表示インタフェース上で依然として、無
条件呼転送サービスの命令として表示されている）。ユーザがダイヤルキーを押下した後
、端末は、話中呼転送サービスのＵＳＳＤ命令をサーバに送信し、これにより、話中呼転
送サービスが有効にされる。このことは、本明細書において限定されない。
【００９５】
　本実施形態では、変換後得られたＵＳＳＤ命令をサーバに送信する前、端末は更に、呼
転送においてブラックリスト遮断機能を有効にするかどうかをプロンプトでユーザに指示
を求めてよい。プロンプトの内容は、呼転送においてブラックリスト遮断機能を有効にす
ることの利点、及び、考えられるコストであってよい。
【００９６】
　本実施形態では、電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定さ
れたブラックリストにあるかどうかを判断する。事前設定されたブラックリストは、ユー
ザによって事前設定されたブラックリストであってよく、ネットワークから取得されたブ
ラックリストであってよく、又は同様のものであってよい。このことは、本明細書におい
て限定されない。
【００９７】
　５０２：ブラックリストが当該電話番号を含む場合、端末は呼を阻止する。
【００９８】
　本実施形態では、ブラックリストが当該電話番号を含むとき、端末は、事前設定された
第１の呼転送ポリシを実行する。本実施形態では、事前設定された第１の呼転送ポリシを
端末によって実行する段階は、呼を阻止する段階を含む。呼を阻止する段階は具体的に、
呼に応答しないこと、呼の表示を提供しないこと、及び、呼のプロンプトを与えないこと
である。このように、呼は阻止され、呼切断命令はサーバに送信されないので、サーバは
、端末が通話中であるとは見なさず、話中呼転送サービスを触発しない、すなわち、事前
設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発しない。端末は呼を阻止し、そ
れにより、ブラックリストにある電話番号を有する呼を受けたときに、端末が事前設定さ
れた別の端末に呼を依然として転送し、その結果、着呼遮断を失敗させ、ユーザに妨害を
与えることを回避する。
【００９９】
　５０３：ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、端末は呼切断命令をサーバに
送信する。
【０１００】
　呼切断命令は、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発する。
【０１０１】
　本実施形態では、第１の呼転送ポリシとは異なる第２の呼転送ポリシが事前設定される
。ブラックリストが当該電話番号を含まないとき、事前設定された第２の呼転送ポリシは
実行される。本実施形態では、第２の呼転送ポリシは具体的に、呼切断命令をサーバに送
信することを含む。ここで、当該呼切断命令は、事前設定された別の端末に当該呼を転送
するようサーバを触発する。呼切断命令を受信したとき、サーバは、端末が通話中である
と見なす。サーバは、事前設定された別の端末に当該呼を転送するよう触発される。例え
ば、呼切断命令「ｃａｌｌ　ｒｅｊｅｃｔｅｄ」はサーバに送信される。呼切断命令の受
信後、サーバは、事前設定された別の端末に当該呼を転送する。従来のホワイトリストの
無条件呼転送サービスの効果が実現され得る。或いは、第２の呼転送ポリシは、事前設定
された別の呼転送ポリシであってよいことが理解され得る。このことは、本明細書におい
て限定されない。
【０１０２】
　加えて、コンピュータ可読媒体（ｍｅｄｉｕｍ）が更に提供される。当該媒体は、実行
されると次の動作を実行する：上述の実施形態の方法の１０１から１０３（２０１から２
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０３、３０１から３０３、４０１から４０３、又は５０１から５０３）の動作を実行する
コンピュータ可読命令を備える。
【０１０３】
　加えて、上述のコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品が更に提供
される。
【０１０４】
　本発明の実施形態に係る端末の実施形態が以下で説明される。図６を参照すると、本発
明の本実施形態に係る端末の実施形態は、
　電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が事前設定されたブラックリス
トにあるかどうかを判断するよう構成された判断モジュール６０１と、
　ブラックリストが当該電話番号を含むとき、事前設定された第１の呼転送ポリシであっ
て、端末が、呼を阻止又は終了し、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサー
バを触発しないことを含む第１の呼転送ポリシを実行する、又は、ブラックリストが当該
電話番号を含まないとき、事前設定された第２の呼転送ポリシを実行するよう構成された
処理モジュール６０２であって、当該端末は、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サー
ビスを事前設定する、処理モジュール６０２とを備える。
【０１０５】
　本発明の本実施形態では、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サービスが、端末にお
いて事前に設定され、電話番号を有する呼を受けたとき、判断モジュール６０１は、当該
電話番号が事前設定されたブラックリストにあるかどうかを判断する。ブラックリストが
当該電話番号を含むとき、処理モジュール６０２は、第１の呼転送ポリシであって、端末
が、呼を阻止又は終了し、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発
しないことを含む第１の呼転送ポリシを使用し、それにより、ブラックリストにある電話
番号を有する呼を受けたときに、端末が事前設定された別の端末に呼を依然として転送し
、その結果、着呼遮断を失敗させ、ユーザに妨害を与えることを回避する。
【０１０６】
　任意選択で、端末が話中呼転送サービスを事前設定したとき、処理モジュール６０２は
具体的に、ブラックリストが当該電話番号を含む場合、話中呼転送サービスを無効にし、
呼切断命令をサーバに送信し、呼が終了された後、話中呼転送サービスを有効にする、又
は、ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、話中呼転送サービスに対応する事前
設定された呼転送ポリシを実行するよう構成されている。
【０１０７】
　任意選択で、端末が話中呼転送サービスを事前設定したとき、処理モジュール６０２は
具体的に、ブラックリストが当該電話番号を含む場合、呼を阻止する、又は、ブラックリ
ストが当該電話番号を含まない場合、話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転
送ポリシを実行するよう構成されている。
【０１０８】
　任意選択で、本発明のいくつかの実施形態では、端末が無条件呼転送サービスを事前設
定したとき、無条件呼転送サービスは既に無応答時呼転送サービスで置き換えられており
、無条件呼転送サービスが既に有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するイン
タフェース上で依然として表示されている。
【０１０９】
　処理モジュール６０２は具体的に、ブラックリストが当該電話番号を含んでいる場合、
無応答時呼転送サービスで無条件呼転送サービスを置き換える、又は、ブラックリストが
当該電話番号を含まない場合、無反応命令であって、事前設定された別の端末に当該呼を
転送するようサーバを触発する無反応命令をサーバに送信するよう構成されている。
【０１１０】
　任意選択で、端末が無条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービス
は既に話中呼転送サービスで置き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効であ
ることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然として表示されてい
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る。
【０１１１】
　処理モジュール６０２は具体的に、ブラックリストが当該電話番号を含む場合、呼を阻
止する、又は、ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、呼切断命令であって、事
前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発する呼切断命令をサーバに送
信するよう構成されている。
【０１１２】
　上記では、モジュールの機能エンティティの観点から本発明の本実施形態の端末を説明
しており、以下では、ハードウェア処理の観点から本発明の本実施形態の端末を説明する
。
【０１１３】
　本発明の実施形態において提供されるポータブル電子デバイスは、
　タッチセンサ面及び表示画面を含むディスプレイと、
　１又は複数のプロセッサと、
　メモリと、
　１又は複数のプログラムとを備え、当該１又は複数のプログラムは、メモリに格納され
、１又は複数のプロセッサによって実行されるよう構成されており、当該１又は複数のプ
ログラムは命令を含み、当該命令は、
　電話番号を有する呼が受けられたとき、当該電話番号が事前設定されたブラックリスト
にあるかどうかを判断し、
　ブラックリストが当該電話番号を含む場合、事前設定された第１の呼転送ポリシであっ
て、端末が呼を阻止又は終了し、事前設定された別のデバイスに当該呼を転送するようサ
ーバを触発しないことを含む第１の呼転送ポリシを実行する、又は、ブラックリストが当
該電話番号を含まない場合、事前設定された第２の呼転送ポリシを実行すべく使用され、
当該ポータブル電子デバイスは、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サービスを事前設
定する。
【０１１４】
　任意選択で、ポータブル電子デバイスが話中呼転送サービスを事前設定したとき、
　事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　話中呼転送サービスを無効にすること、
　呼切断命令をサーバに送信すること、及び、
　当該呼が終了された後、話中呼転送サービスを有効にすることを含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを実行することを含む。
【０１１５】
　任意選択で、ポータブル電子デバイスが話中呼転送サービスを事前設定したとき、事前
設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　当該呼を阻止することを含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポリシを実行することを含む。
【０１１６】
　任意選択で、本発明のいくつかの実施形態において、ポータブル電子デバイスが無条件
呼転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービスは既に無応答時呼転送サービ
スで置き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効であることは、呼転送サービ
スタイプを表示するインタフェース上で依然として表示されている。
【０１１７】
　事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　呼切断命令をサーバに送信することを含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　無反応命令であって、事前設定された別のデバイスに当該呼を転送するようサーバを触
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発する無反応命令をサーバに送信することを含む。
【０１１８】
　任意選択で、ポータブル電子デバイスが無条件呼転送サービスを事前設定したとき、無
条件呼転送サービスは既に話中呼転送サービスで置き換えられており、無条件呼転送サー
ビスが既に有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上で依然
として表示されている。
【０１１９】
　事前設定された第１の呼転送ポリシを実行することは、
　呼を阻止することを含み、
　事前設定された第２の呼転送ポリシを実行することは、
　呼切断命令であって、事前設定された別のデバイスに当該呼を転送するようサーバを触
発する呼切断命令をサーバに送信することを含む。
【０１２０】
　本発明の本実施形態のポータブル電子デバイスは、特定の適用シナリオに関連して以下
で説明される。図７は、本発明の具体的な実装方式に係るポータブル電子デバイスを示す
。ポータブル電子デバイス７００は、入力ユニット、プロセッサユニット、出力ユニット
、通信ユニット、記憶ユニット、周辺インタフェース、及び電源を含む。これらのユニッ
トは、１又は複数のバスを使用することによって互いに通信する。当業者ならば、図に示
されたポータブル電子デバイスの構造が本発明を限定しないことを理解し得る。当該構造
は、バス型であってよい、スター型であってよい、又は、図に示されたものより多い又は
少ないコンポーネント、いくつかのコンポーネントの組み合わせ、若しくは異なるコンポ
ーネント配置を含んでよい。本発明の本実装方式では、ポータブル電子デバイスは、限定
されないが、携帯電話、モバイルコンピュータ、タブレットコンピュータ、携帯情報端末
（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ、ＰＤＡ）、メディアプレー
ヤ、スマートテレビ、上述の項目の２又はそれより多くの組み合わせ、及び同様のものを
含む、任意の移動型又は携帯型の端末であってよい。
【０１２１】
　入力ユニットは、ユーザとポータブル電子デバイスとの間の対話、及び／又は、情報を
ポータブル電子デバイスへ入力することを実施するよう構成されている。例えば、入力デ
バイスは、ユーザによって入力された数字又は文字の情報を受信して、ユーザ設定又は機
能制御に関する信号入力を生成してよい。本発明の具体的な実装方式では、入力ユニット
は、タッチパネルであってよい、又は物理入力キー若しくはマイクなどの別のヒューマン
コンピュータインタラクションインタフェースであってよい、又はカメラなどの別の外部
情報取り込み装置であってよい。タッチスクリーン又はタッチ・スクリーンとも称される
タッチパネルは、指又はスタイラスなどの任意の適切な物体又は付属品を使用することに
よって、タッチパネル上の又はタッチパネルの近くのユーザの操作行為、例えば、タッチ
パネル上の、又はタッチパネルの近くの位置のユーザの操作行為、を取得でき、事前設定
されたプログラムに従って、接続された対応する装置を駆動できる。任意選択で、タッチ
パネルはタッチ検出装置及びタッチコントローラという２つの部分を含んでよい。タッチ
検出装置は、ユーザのタッチ操作を検出し、検出されたタッチ操作を電気信号に変換し、
電気信号をタッチコントローラに伝送する。タッチコントローラは、タッチ検出装置から
電気信号を受信し、電気信号をタッチ点の座標に変換し、座標をプロセッサユニットに送
信する。タッチコントローラは更に、処理ユニットによって送信されたコマンドを受信し
、コマンドを実行してよい。加えて、タッチパネルは、抵抗膜方式、静電容量方式、赤外
線（ｉｎｆｒａｒｅｄ）方式、又は表面弾性波方式のタッチパネルであってよい。本発明
の別の実装方式では、入力ユニットによって使用される物理入力キーは、物理キーボード
、（音量調節キー又はスイッチキーなどの）ファンクションキー、トラックボール、マウ
ス、及びジョイスティックのうちの１又は複数を含んでよいが、これらに限定されない。
マイク形態の入力ユニットは、ユーザによって入力された、又は環境からの音声を収集し
、音声を、電気信号の形態の、処理ユニットによって実行可能なコマンドに変換してよい
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。
【０１２２】
　本発明のいくつかの実施形態では、入力ユニットは、物理量、例えば、力、トルク、圧
力、応力、位置、変位、速度、加速度、角度、角速度、回転、回転速度、及び動作状態が
変化する時間を検出するよう構成された様々なタイプのセンサ、例えば、ホールコンポー
ネントであってよい。当該物理量は、検出及び制御のために電気量に変換される。他のセ
ンサは、重力センサ、三軸加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、環境光センサ、
近接センサ、温度センサ、湿度センサ、圧力センサ、心拍センサ、指紋センサ、及び同様
のものを含んでよい。
【０１２３】
　出力ユニットは、画像出力ユニット及び音声出力ユニットを含むが、それらに限定され
ない。画像出力ユニットは、テキスト、画像、及び／又はビデオを出力するよう構成され
ている。画像出力ユニットは、表示パネルを含んでよい。例えば、表示パネルは、ＬＣＤ
（液晶ディスプレイ、ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ）、ＯＬＥＤ（有
機発光ダイオード、ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）、及
び電界放出ディスプレイ（ｆｉｅｌｄ　ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ｄｉｓｐｌａｙ、ＦＥＤ）な
どの形態を使用することによって構成されてよい。或いは、画像出力デバイスは、例えば
、電気泳動（ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｔｉｃ）ディスプレイといった反射型ディスプレ
イ、又は光干渉変調（ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｒｉｃ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　
ｌｉｇｈｔ）技術を使用するディスプレイとを含んでよい。画像出力ユニットは、異なる
サイズの単一のディスプレイ又は複数のディスプレイを含んでよい。本発明の具体的な実
装方式では、上述の入力ユニットによって使用される表示パネルはまた、出力ユニットの
表示パネルとして使用されてよい。例えば、タッチパネル上のタッチ又はタッチパネルの
近くのジェスチャ操作を検出した後、タッチパネルは、タッチ又はジェスチャ操作を処理
ユニットに伝送して、タッチイベントのタイプを判断し、続いて、処理ユニットは、タッ
チイベントのタイプに応じて、対応する視覚出力を表示パネル上に提供する。図７では、
ポータブル電子デバイスの入力機能及び出力機能を実装するのに入力ユニット及び出力ユ
ニットが２つ独立したコンポーネントとして使用されているが、いくつかの実施形態にお
いては、ポータブル電子デバイスの入力機能及び出力機能を実装するのにタッチパネルが
表示パネルと統合されてよい。例えば、画像出力ユニットは、ユーザがタッチ方式で操作
を実行するよう、限定されないが、ウィンドウ、スクロールバー、アイコン、及びスクラ
ップブックを含む様々なグラフィカルユーザインタフェース（ｇｒａｐｈｉｃａｌ　ｕｓ
ｅｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ、ＧＵＩ）を仮想制御コンポーネントとして表示してよい。
【０１２４】
　本発明の具体的な実装方式では、画像出力ユニットは、フィルタ及び増幅器を含み、そ
れらは処理ユニットによって出力されたビデオをフィルタリング及び増幅するよう構成さ
れている。オーディオ出力ユニットは、デジタルアナログ変換器を含み、当該デジタルア
ナログ変換器は、処理ユニットによって出力されたオーディオ信号をデジタル形式からア
ナログ形式に変換するよう構成されている。
【０１２５】
　プロセッサユニットは、ポータブル電子デバイスの制御中心部であり、様々なインタフ
ェース及び線によってポータブル電子デバイス全体の様々な部分を接続し、記憶ユニット
に格納されたソフトウェアプログラム及び／又はモジュールを動作させる又は実行するこ
とによって、及び、記憶ユニットに格納されたデータを呼び出すことによって、ポータブ
ル電子デバイスの様々な機能を実行する、及び／又はデータを処理する。システム制御モ
ジュールは、集積回路（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ、ＩＣ）を含んでよく、
例えば、単一のパッケージングされたＩＣを含んでよい、又は、同一の機能又は異なる機
能を有する複数のパッケージングされたＩＣを含んでよい。例えば、プロセッサユニット
は、中央処理装置（ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉｔ、ＣＰＵ）のみを
含んでよい、又は、グラフィックス処理装置（ｇｒａｐｈｉｃｓ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
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　ｕｎｉｔ、ＧＰＵ）と、デジタル信号プロセッサ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐ
ｒｏｃｅｓｓｏｒ、ＤＳＰ）と、通信管理モジュールの制御チップ（例えば、ベースバン
ドチップ）との組み合わせであってよい。本発明の実装方式において、ＣＰＵは、単一の
コンピューティングコアであってよい、又は、複数のコンピューティングコアを含んでよ
い。
【０１２６】
　通信ユニットは、通信チャネルを確立するよう構成され、これにより、ポータブル電子
デバイスは、通信チャネルを使用することによって遠隔の電子デバイス又はサーバと音声
通信、テキスト通信、及びデータ通信を実行する。通信ユニットは、無線ローカルエリア
ネットワーク（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ、ＷＬＡＮ）
モジュール、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、又はベースバンド（ｂａｓｅ
ｂａｎｄ）モジュールなどの通信モジュールと、通信モジュールに対応する無線周波数（
ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ＲＦ）回路とを含んでよく、通信ユニットは、無線ロ
ーカルエリアネットワークの通信、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）の通信、赤外線の通
信、及び／又は、セルラ通信システムの通信、例えば、ワイドバンド符号分割多重アクセ
ス（ｗｉｄｅｂａｎｄ　ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ
、ＷＣＤＭＡ（登録商標））及び／又は高速ダウンリンクパケットアクセス（ｈｉｇｈ　
ｓｐｅｅｄ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｐａｃｋｅｔ　ａｃｃｅｓｓ、ＨＳＤＰＡ）、を実行す
るよう構成されている。通信モジュールは、ポータブル電子デバイスのコンポーネント間
の通信を制御するよう構成されており、ダイレクトメモリアクセス（ｄｉｒｅｃｔ　ｍｅ
ｍｏｒｙ　ａｃｃｅｓｓ）をサポートしてよい。
【０１２７】
　本発明の異なる実装方式において、通信ユニットの様々な通信モジュールは概して、集
積回路チップ（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｃｈｉｐ）の形態で現れ、様々
な通信モジュールにおいて選択的な組み合わせが実行されてよく、通信ユニットは、必ず
しも全ての通信モジュールと、対応するアンテナ群とを含むわけではない。例えば、通信
ユニットは、セルラ通信システムにおいて通信機能を提供すべく、単にベースバンドチッ
プ、無線周波数チップ、及び対応するアンテナを含むだけでよい。ポータブル電子デバイ
スは、通信ユニットによって確立された、例えば、無線ローカルエリアネットワークアク
セス又はＷＣＤＭＡ（登録商標）アクセスといった無線通信接続を使用することによって
、セルラネットワーク（ｃｅｌｌｕｌａｒ　ｎｅｔｗｏｒｋ）又はインターネット（ｉｎ
ｔｅｒｎｅｔ）に接続されてよい。
【０１２８】
　無線周波数回路は、情報送受信プロセス中又は通話中に信号を受信及び送信するよう構
成されている。例えば、基地局のダウンリンク情報が受信された後、ダウンリンク情報は
処理のために処理ユニットに送信され、加えて、設計されたアップリンクデータが基地局
に送信される。通常、無線周波数回路は、これらの機能を実行するための既知の回路を含
む。当該回路は、限定されないが、アンテナシステム、無線周波数送受信機、１又は複数
の増幅器、チューナ、１又は複数の発振器、デジタル信号プロセッサ、コーデック（ｃｏ
ｄｅｃ）チップセット、加入者識別モジュール（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｔ
ｙ　ｍｏｄｕｌｅ、ＳＩＭ）、メモリ、及び同様のものを含む。加えて、無線周波数回路
はまた、無線通信によってネットワーク及び別のデバイスと通信してよい。無線通信は、
任意の通信規格又はプロトコルを使用してよい。当該通信規格又はプロトコルは、限定さ
れないが、ＧＳＭ（登録商標）（グローバル・システム・オブ・モバイル・コミュニケー
ション、ｇｌｏｂａｌ　ｓｙｓｔｅｍ　ｏｆ　ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎ）、ＧＰＲＳ（汎用パケット無線サービス、ｇｅｎｅｒａｌ　ｐａｃｋｅｔ　ｒａｄｉ
ｏ　ｓｅｒｖｉｃｅ）、ＣＤＭＡ（コード分割多重アクセス、ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）、ＷＣＤＭＡ（登録商標）（ワイドバンド符号分
割多重アクセス、ｗｉｄｅｂａｎｄ　ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
ａｃｃｅｓｓ）、高速ダウンリンクパケットアクセス（ｈｉｇｈ　ｓｐｅｅｄ　ｄｏｗｎ
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ｌｉｎｋ　ｐａｃｋｅｔ　ａｃｃｅｓｓ、ＨＳＤＰＡ）、ＬＴＥ（ロングタームエボリュ
ーション、ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、電子メール、ＳＭＳ（ショート
メッセージングサービス、ｓｈｏｒｔ　ｍｅｓｓａｇｉｎｇ　ｓｅｒｖｉｃｅ）、及び同
様のものを含む。
【０１２９】
　記憶ユニットは、ソフトウェアプログラム及びモジュールを格納するよう構成されてよ
い。プロセッサユニットは、記憶ユニットに格納されたソフトウェアプログラム及びモジ
ュールを動作させて、ポータブル電子デバイスの様々な機能アプリケーションを実行し、
データ処理を実施する。記憶ユニットは主に、プログラム記憶領域及びデータ記憶領域を
含む。プログラム記憶領域は、オペレーティングシステムと、音声再生プログラム及び画
像表示プログラムなどの少なくとも１つの機能によって要求されるアプリケーションプロ
グラムとを格納してよい。データ記憶領域は、ポータブル電子デバイスの使用に応じて作
成された（オーディオデータ及びアドレス帳などの）データ、及び同様のものを格納して
よい。本発明の具体的な実装方式では、記憶ユニットは、例えば、不揮発性ランダムアク
セスメモリ（ｎｏｎｖｏｌａｔｉｌｅ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ、Ｎ
ＶＲＡＭ）、相変化ランダムアクセスメモリ（ｐｈａｓｅ　ｃｈａｎｇｅ　ｒａｍ、ＰＲ
ＡＭ）、及び磁気抵抗ランダムアクセスメモリ（ｍａｇｅｔｏｒｅｓｉｓｔｉｖｅ　ＲＡ
Ｍ、ＭＲＡＭ）といった不揮発性メモリを含んでよく、更に、例えば、少なくとも１つの
磁気ディスクストレージ、電気的消去可能プログラマブルリードオンリメモリ（ｅｌｅｃ
ｔｒｉｃａｌｌｙ　ｅｒａｓａｂｌｅ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ
　ｍｅｍｏｒｙ、ＥＥＰＲＯＭ）といった不揮発性メモリと、例えば、ＮＯＲ型フラッシ
ュメモリ（ＮＯＲ　ｆｌａｓｈ　ｍｅｍｏｒｙ）又はＮＡＮＤ型フラッシュメモリ（ＮＡ
ＮＤ　ｆｌａｓｈ　ｍｅｍｏｒｙ）といったフラッシュコンポーネントとを含んでよい。
不揮発性メモリは、処理ユニットによって実行されるオペレーティングシステム及びアプ
リケーションプログラムを格納する。処理ユニットは、実行プログラム及びデータを不揮
発性メモリからメモリにロードし、デジタルコンテンツを大容量記憶装置に格納する。オ
ペレーティングシステムは、メモリ管理、記憶デバイス制御、及び電源管理などの従来の
システムタスクの制御及び管理、並びに、様々なタイプのソフトウェア及びハードウェア
間の通信を容易にする様々なコンポーネント及び／又はドライバのために使用される。本
発明の本実装方式では、オペレーティングシステムは、Ｇｏｏｇｌｅ社のＡｎｄｒｏｉｄ
（登録商標）システム、Ａｐｐｌｅ社によって開発されたｉＯＳシステム、又は、Ｍｉｃ
ｒｏｓｏｆｔ社によって開発されたＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）システム／Ｗｉｎｄｏｗ
ｓ（登録商標）　Ｐｈｏｎｅシステム、又は、ＶｘＷｏｒｋｓの組み込み型オペレーティ
ングシステムであってよい。
【０１３０】
　アプリケーションプログラムは、ポータブル電子デバイスにインストールされた、限定
されないが、ブラウザ、電子メール、インスタントメッセージサービス、テキスト処理、
キーボード仮想化、ウィンドウウィジェット（ｗｉｄｇｅｔ）、暗号化、デジタル著作権
管理、音声認識、音声複製、測位（例えば、グローバルポジショニングシステムによって
提供される機能）、音楽再生、及び同様のものを含む任意のアプリケーションを含む。
【０１３１】
　本発明の本実施形態において、記憶ユニットは、処理モジュール及び判断モジュールを
含む。
【０１３２】
　判断モジュールは、プロセッサユニットを使用することによって、
　電話番号を有する呼を端末が受けたとき、当該電話番号が、事前設定されたブラックリ
ストあるかどうかを判断する動作を実行するよう構成されている。
【０１３３】
　処理モジュールは更に、プロセッサユニットを使用することによって、
　ブラックリストが当該電話番号を含むとき、事前設定された第１の呼転送ポリシであっ
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て、端末が呼を阻止又は終了し、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバ
を触発しないことを含む第１の呼転送ポリシを実行する動作、又は、ブラックリストが当
該電話番号を含まないとき、事前設定された第２の呼転送ポリシを実行する動作であって
、当該端末は、話中呼転送サービス又は無条件呼転送サービスを事前設定する、動作を実
行するよう構成されている。
【０１３４】
　任意選択で、本発明のいくつかの実施形態において、端末が話中呼転送サービスを事前
設定したとき、処理モジュールはプロセッサユニットを使用することによって具体的に、
　ブラックリストが当該電話番号を含む場合、話中呼転送サービスを無効にし、呼切断命
令をサーバに送信し、呼が終了された後、話中呼転送サービスを有効にする動作、又は、
ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、話中呼転送サービスに対応する事前設定
された呼転送ポリシを実行する動作を実行するよう構成されている。
【０１３５】
　任意選択で、端末が話中呼転送サービスを事前設定したとき、処理モジュールはプロセ
ッサユニットを使用することによって具体的に、
　ブラックリストが当該電話番号を含む場合、呼を阻止する動作、又は、ブラックリスト
が当該電話番号を含まない場合、話中呼転送サービスに対応する事前設定された呼転送ポ
リシを実行する動作を実行するよう構成されている。
【０１３６】
　任意選択で、端末が無条件呼転送サービスを事前設定したとき、無条件呼転送サービス
は既に無応答時呼転送サービスで置き換えられており、無条件呼転送サービスが既に有効
であることは、呼転送サービスタイプを表示するインタフェース上に依然として表示され
ている。
【０１３７】
　処理モジュールは具体的に、ブラックリストが当該電話番号を含む場合、呼切断命令を
サーバに送信する、又は、ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、無反応命令で
あって、事前設定された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発する無反応命令を
サーバに送信するよう構成されている。
【０１３８】
　任意選択で、本発明のいくつかの実施形態において、端末が無条件呼転送サービスを事
前設定したとき、無条件呼転送サービスは既に話中呼転送サービスで置き換えられており
、無条件呼転送サービスが既に有効であることは、呼転送サービスタイプを表示するイン
タフェース上で依然として表示されている。
【０１３９】
　処理モジュールは具体的に、ブラックリストが当該電話番号を含む場合、呼を阻止する
、又は、ブラックリストが当該電話番号を含まない場合、呼切断命令であって、事前設定
された別の端末に当該呼を転送するようサーバを触発する呼切断命令をサーバに送信する
よう構成されている。
【０１４０】
　電源は、ポータブル電子デバイスの異なるコンポーネントに電力を供給するよう構成さ
れており、これにより、ポータブル電子デバイスは動作し続ける。一般的な理解として、
電源は、例えば、一般的なリチウムイオンバッテリ又はニッケル水素バッテリといった内
蔵バッテリであってよい、又は、電力を直接ポータブル電子デバイスに供給する、例えば
ＡＣアダプタといった外部電源を含んでよい。本発明のいくつかの実装方式において、電
源はまた、より広い定義を有してよい。例えば、電源はまた、電源管理システム、課金シ
ステム、電源異常検出回路、電力変換器又は電力インバータ、（発光ダイオードなどの）
電源状態インジケータ、及び、ポータブル電子デバイスのための電気エネルギーの生成、
管理、及び分配に関する任意の他のコンポーネントを含んでよい。
【０１４１】
　当業者ならば明確に理解し得るように、簡便かつ簡潔な説明を目的として、上述のシス
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テム、装置、及びユニットの詳細な動作プロセスについて、上述の方法の実施形態におけ
る対応するプロセスが参照されてよく、詳細は本明細書において再度説明されない。
【０１４２】
　本願において提供されたいくつかの実施形態において、開示されたシステム、装置、及
び方法が他の方式で実装されてよいことが理解されるべきである。例えば、説明された装
置の実施形態は、例示に過ぎない。例えば、ユニットの分割は論理的な機能の分割に過ぎ
ず、実際の実装では他の分割であってよい。例えば、複数のユニット又はコンポーネント
が組み合わせられてよい、若しくは別のシステムに統合されてよい、又は、いくつかの特
徴が無視されてよい、若しくは実行されなくてよい。加えて、表示又は説明された相互結
合、又は直接的な結合若しくは通信接続は、いくつかのインタフェースを使用することに
よって実装されてよい。装置間又はユニット間の間接的な結合又は通信接続は、電子的、
機械的、又は他の形態で実装されてよい。 
【０１４３】
　別個の部分として説明されたユニットは物理的に別個であってもなくてもよい。また、
ユニットとして表示された部分は物理的ユニットであってもなくてもよい、一か所に配置
されてよい、又は、複数のネットワークユニットにおいて分散されてよい。当該ユニット
の一部又は全部は、実施形態の解決手段の目的を実現すべく、実際の必要性に応じて選択
されてよい。 
【０１４４】
　加えて、本発明の実施形態の機能ユニットが、１つの処理ユニットに統合されてよい、
又は、当該ユニットの各々が物理的に単独で存在してよい、又は、２又はそれより多くの
ユニットが１つのユニットに統合される。統合ユニットは、ハードウェアの形態で実装さ
れてよい、又はソフトウェア機能ユニットの形態で実装されてよい。
【０１４５】
　統合ユニットがソフトウェア機能ユニットの形態で実装され、独立した製品として販売
又は使用されたとき、統合ユニットは、コンピュータ可読記憶媒体に格納されてよい。こ
のような理解に基づいて、本発明の技術的解決手段は本質的に、又は先行技術に寄与する
部分は、又は技術的解決手段の全部若しくは一部は、ソフトウェア製品の形態で実装され
てよい。コンピュータソフトウェア製品は、記憶媒体に格納され、本発明の実施形態にお
いて説明された方法の段階の全部又は一部を実行するよう、（パーソナルコンピュータ、
サーバ、ネットワークデバイス、又は同様のものであってよい）コンピュータデバイスに
命令するためのいくつかの命令を含む。上述の記憶媒体は、プログラムコードを格納でき
る、ＵＳＢフラッシュドライブ、リムーバブルハードディスク、リードオンリメモリ（ｒ
ｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ、ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ｒａｎｄｏｍ　
ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ、ＲＡＭ）、磁気ディスク、又は光ディスクなどの任意の媒
体を含む。
【０１４６】
　上述の実施形態は、本発明の技術的解決手段を説明するよう意図されているに過ぎず、
本発明を限定するようには意図されていない。本発明が上述の実施形態に関連して詳細に
説明されているが、当業者ならば、本発明の実施形態の技術的解決手段の主旨及び範囲か
ら逸脱することなく、更に、上述の実施形態において説明された技術的解決手段に対して
変更を施し得る、又は、それらのいくつかの技術的特徴に対して等価な置き換えを成し得
ることを当業者は理解すべきである。
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