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(57)【要約】
間接通信システム及び間接通信方法においては、発信機
器（１００）又は受信機器（１０２）を含み、そのいず
れかはモバイルフォンである。モバイルフォンは他の機
器を発呼し、これから行う通信の設定をし、ボイスオー
バインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）を用いてイン
ターネット（１１４）上の他の機器と通信を行う。受信
機器（１０２）は、生成された信号を受信し、発信機器
により提案された通信が、受信機器に通知される。サー
バ（１０８）は、発信機器がサーバへの接続を確立した
後に、ミーティングポイントチャネルを設定する。サー
バは、発信機器からの発信ＶｏＩＰパケットを受信し、
受信機器へ発信ＶｏＩＰパケットを転送する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発信機器からの情報に応じて通信が見込まれることを受信機器に通知する通知器と、
　前記情報に応じてミーティングポイントチャネルを形成するミーティングポイント生成
器と、
　前記発信機器からパケットを受信し前記受信機器へ前記パケットを転送するミーティン
グポイントチャネルと
を備える間接通信システム。
【請求項２】
　前記受信機器は、ハンドセット、電話機、ゲートウェイ、ベースステーション、サーバ
、携帯電話の基地局、トランシーバ又はコンピュータである請求項１に記載の間接通信シ
ステム。
【請求項３】
　前記発信機器は、ハンドセット、電話機、ゲートウェイ、ベースステーション、サーバ
、携帯電話の基地局、トランシーバ又はコンピュータである請求項１または請求項２に記
載の間接通信システム。
【請求項４】
　前記ミーティングポイントチャネルは、サーバ、コンピュータ、ベースステーション、
ハンドセット、ボイスオーバインターネットプロトコルハンドセット、ボイスオーバイン
ターネットプロトコル制御器、交換機又は専用のブラックボックス機器及び周辺機器の内
部に生成される請求項１から３のいずれかに記載の間接通信システム。
【請求項５】
　前記ミーティングポイントチャネルは、ボイスオーバインターネットプロトコルの制御
と管理の配列を備え多数の通信を同時に処理する前記請求項のいずれかに記載の間接通信
システム。
【請求項６】
　前記通知器は、マルチトーンの着信トーンを生成する前記請求項のいずれかに記載の間
接通信システム。
【請求項７】
　前記通知器は、サーバに備えられている前記請求項のいずれかに記載の間接通信システ
ム。
【請求項８】
　前記通知器は、発信機器に備えられている請求項１から６のいずれかに記載の間接通信
システム。
【請求項９】
　前記ミーティングポイントチャネルのアドレスは、受信機器の識別番号及び前記ミーテ
ィングポイント生成器のインターネットプロトコルアドレス又はドメインネームシステム
名を有する前記請求項のいずれかに記載の間接通信システム。
【請求項１０】
　前記受信機器が前記通信を受け入れるならば、前記受信機器は前記ミーティングポイン
トチャネルに接続する前記請求項のいずれかに記載の間接通信システム。
【請求項１１】
　前記受信機器が前記通信を拒否するならば、前記受信機器は前記ミーティングポイント
チャネルへ拒否メッセージを送信し、前記ミーティングポイントチャネルは前記拒否メッ
セージを前記発信機器へ中継する前記請求項のいずれかに記載の間接通信システム。
【請求項１２】
　前記受信機器が別のミーティングポイントチャネルを提案するならば、前記受信機器は
前記別のミーティングポイントチャネルに接続する前記請求項のいずれかに記載の間接通
信システム。
【請求項１３】



(3) JP 2010-502076 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

　前記受信されるパケットは、ボイスオーバインターネットプロトコル、インターネット
プロトコル及びユーザデータグラムプロトコルからなる群から選択されるフォーマットで
フォーマットされている前記請求項のいずれかに記載の間接通信システム。
【請求項１４】
　前記転送は、それぞれのパケットヘッダのアドレスを、前記ミーティングポイントチャ
ネルから前記受信機器のアドレスに変えることを有する前記請求項のいずれかに記載の間
接通信システム。
【請求項１５】
　前記通信は、音声、インターネットテレビ、映画、ビデオ会議、静止画又は動画を有す
る前記請求項のいずれかに記載の間接通信システム。
【請求項１６】
　複数の受信機器をさらに備え、発信機器から受信されるパケットそれぞれは前記ミーテ
ィングポイントチャネルにて複数回コピーされ、前記コピーされたパケットのそれぞれは
、前記複数の受信機器の一に転送される前記請求項のいずれかに記載の間接通信システム
。
【請求項１７】
　前記発信機器は、第１のネットワークで動作し、前記受信機器は、第２のネットワーク
で動作し、前記第２のネットワークは前記第１のネットワークと互換性を有さず、前記通
知器は前記第１のネットワークの情報を含む前記請求項のいずれかに記載の間接通信シス
テム。
【請求項１８】
　発信機器からの情報に応じて通信が見込まれることを受信機器へ通知し、
　前記情報に応じてミーティングポイントチャネルを形成し、
　前記ミーティングポイントチャネルにて前記発信機器からのパケットを受信し、
　前記ミーティングポイントチャネルにて前記受信機器へ前記パケットを転送する間接通
信方法。
【請求項１９】
　さらに、前記ミーティングポイントチャネルにて発信機器から受信されるパケットそれ
ぞれを複数回コピーし、
　複数の受信機器の一へコピーされたパケットのそれぞれを転送する請求項１８に記載の
間接通信方法。
【請求項２０】
　前記受信機器は、ハンドセット、電話機、ゲートウェイ、ベースステーション、サーバ
、携帯電話の基地局、トランシーバ又はコンピュータである請求項１８又は請求項１９に
記載の間接通信方法。
【請求項２１】
　前記発信機器は、ハンドセット、電話機、ゲートウェイ、ベースステーション、サーバ
、携帯電話の基地局、トランシーバ又はコンピュータである請求項１８から２０のいずれ
かに記載の間接通信方法。
【請求項２２】
　前記ミーティングポイントチャネルは、サーバ、コンピュータ、ベースステーション、
ハンドセット、ボイスオーバインターネットプロトコルハンドセット、ボイスオーバイン
ターネットプロトコル制御器、交換機又は専用のブラックボックス機器及び周辺機器に生
成される請求項１８から２１のいずれかに記載の間接通信方法。
【請求項２３】
　前記ミーティングポイントチャネルは、ボイスオーバインターネットプロトコルの制御
及び管理マトリックスを備え多数の呼を同時に処理する請求項１８から２２のいずれかに
記載の間接通信方法。
【請求項２４】
　前記通知においてマルチトーンの着信トーンを生成する請求項１８から２３のいずれか
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に記載の間接通信方法。
【請求項２５】
　前記通知は、サーバから行われる請求項１８から２４のいずれかに記載の間接通信方法
。
【請求項２６】
　前記通知は、発信機器から行われる請求項１８から２４のいずれかに記載の間接通信方
法。
【請求項２７】
　前記ミーティングポイントチャネルのアドレスは、前記受信機器の識別番号と前記ミー
ティングポイント生成器のインターネットプロトコルのアドレス又はドメインネームシス
テム名とを有する請求項１８から２６のいずれかに記載の間接通信方法。
【請求項２８】
　前記受信機器が前記通信を受け入れるならば、前記受信機器は前記ミーティングポイン
トチャネルに接続する請求項１８から２７のいずれかに記載の間接通信方法。
【請求項２９】
　前記受信機器が前記通信を拒否するならば、前記受信機器は、前記ミーティングポイン
トチャネルへ拒否メッセージを送信し、前記ミーティングポイントチャネルは前記発信機
器へ前記拒否メッセージを中継する請求項１８から２８のいずれかに記載の間接通信方法
。
【請求項３０】
　前記受信機器が別のミーティングポイントチャネルを提案するならば、前記受信機器は
、前記別のミーティングポイントチャネルに接続する請求項１８から２９のいずれかに記
載の間接通信方法。
【請求項３１】
　前記受信されるパケットは、ボイスオーバインターネットプロトコル、インターネット
プロトコル及びユーザデータグラムプロトコルからなる群から選択されるフォーマットで
とーマットされている請求項１８から３０のいずれかに記載の間接通信方法。
【請求項３２】
　前記転送は、それぞれのパケットヘッダのアドレスを、前記ミーティングポイントチャ
ネルから前記受信機器のアドレスに変えることを有する請求項１８から３０のいずれかに
記載の間接通信方法。
【請求項３３】
　前記発信機器のネットワークの前記受信機器に通知し、
　前記受信機器にて前記発信機器のネットワークに関連付けられているソフトウェアをア
クティベートする請求項１８から３２のいずれかに記載の間接通信方法。
【請求項３４】
　発信機器からの情報に応じて受信機器に通信が見込まれることを通知する手段と、
　前記情報に応じてミーティングポイントチャネルを形成する手段と、
　前記ミーティングポイントチャネルにて前記発信機器からパケットを受信する手段と、
　前記ミーティングポイントチャネルにて前記受信機器へ前記パケットを転送する手段と
を備える間接通信システム。
【請求項３５】
　受信機器へ通知信号を送信し通信を終了する送信器を備え、ここに前記通知信号は前記
受信機器に通信が見込まれることを通知し、また、前記受信機器へ前記通知信号を送信し
た結果としてサーバより通信信号を受信する接続器を備える電話機器。
【請求項３６】
　発信機器から通知信号を受信する受信器と、
　前記発信機器からの前記通知信号に応じてサーバへ通信信号を送信する接続器とを備え
、
　前記通信信号は、見込まれる通信を受け入れ、前記見込まれる通信を拒否し又は前記見
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込まれる通信のために別のミーティングポイントロケーションを合意する情報を伝送する
電話機器。
【請求項３７】
　発信機器からの情報を受信した後、２つの着信トーン信号を伝達する生成器と、
　前記２つの着信トーン信号を複数の受信機器に送信する送信器とを備え、前記２つの着
信トーン信号は、前記受信機器に通信が見込まれることを通知し、前記受信機器へミーテ
ィングポイントチャネルのアドレスを送信し、
　また、ミーティングポイントサーバ内に、前記発信機器が前記サーバに接続を確立した
後、ミーティングポイントチャネルを生成するミーティングポイント生成器とを備え、前
記ミーティングポイントチャネルのアドレスは、前記受信機器の電話番号及び前記サーバ
のアドレスであり、
　また、パケットヘッダにより特定される発信ボイスオーバインターネットプロトコルパ
ケットに取り込まれた音声データを、前記ミーティングポイントチャネルにて、受信し、
前記発信ボイスオーバインターネットプロトコルパケットのそれぞれのコピーを複数の受
信機器へ転送する際、前記パケットヘッダのあて先アドレスを前記受信機器の一のアドレ
スに変え、前記パケットヘッダの送信元アドレスを前記サーバのアドレスに変える転送器
を備える間接通信システム。
【請求項３８】
　発信機器からの情報受信した後、２つの着信トーン信号を送信し、
　複数の受信機器へ前記２つの着信トーン信号を送信し、
　ミーティングポイントチャネルにて、前記発信機器が前記サーバへの接続を確立した後
、ミーティングポイントチャネルを生成し、
　パケットヘッダにより特定される発信ボイスオーバインターネットプロトコルパケット
に取り込まれた音声データを、前記ミーティングポイントチャネルにて、受信し、
　前記発信ボイスオーバインターネットプロトコルパケットのそれぞれのコピーを複数の
受信機器へ転送する際、前記パケットヘッダのあて先アドレスを前記受信機器の一のアド
レスに変え、前記パケットヘッダの送信元アドレスを前記サーバのアドレスに変える間接
通信方法。
【請求項３９】
　発信機器から情報を受信した後、２つの着信トーン信号を伝達する生成器と、
　複数の受信機器へ前記２つの着信トーン信号を送信する送信器とを備え、前記２つの着
信トーン信号は、通信が見込まれることを前記受信機器へ通知しミーティングポイントチ
ャネルのアドレスを送信するものであり、
　また、ミーティングポイントサーバ内に、前記発信機器が前記サーバに接続を確立した
後、前記ミーティングポイントチャネルを生成するミーティングポイント生成器とを備え
、前記ミーティングポイントチャネルは、前記受信機器の電話番号及び前記サーバのアド
レスであり、前記発信機器は、パケットヘッダにより特定される発信ボイスオーバインタ
ーネットプロトコルパケットに取り込まれた音声データを転送器に送信し、前記パケット
ヘッダは、前記サーバのあて先アドレス及び前記発信機器の送信元アドレスを有し、
　また、前記複数の受信機器のそれぞれに前記発信ボイスオーバインターネットプロトコ
ルパケットのそれぞれのコピーを転送する際、前記パケットヘッダのあて先アドレスを前
記受信機器の一のアドレスに変え前記パケットの送信元アドレスを前記サーバのアドレス
に変える転送器を備える間接通信システム。
【請求項４０】
　発信機器から情報を受信した後に、２つの着信トーン信号を転送し、
　複数の受信機器に前記２つの着信トーン信号を送信し、
　ミーティングポイントサーバ内に、前記発信機器が前記ミーティングポイントサーバと
の接続を確立した後、ミーティングポイントチャネルを生成し、
　発信機器から、ミーティングポイントチャネル内の転送器へ、パケットヘッダにより特
定される発信ボイスオーバインターネットプロトコルパケットに取り込まれた音声データ
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を送信し、ここにパケットヘッダは、前記サーバのあて先アドレス及び前記発信機器の送
信元アドレスを有しており、
　前記ミーティングポイントチャネル内にて、前記複数の受信機器のそれぞれに前記発信
ボイスオーバインターネットプロトコルパケットのそれぞれのコピーを転送する際、前記
パケットヘッダのあて先アドレスを前記受信機器の一のアドレスに変え前記パケットの送
信元アドレスを前記サーバのアドレスに変える間接通信方法。
【請求項４１】
　受信機器へ通知信号を送信し通信を終了する送信部を備え、前記通知信号は通信が見込
まれることを前記受信機器に通知し、また、前記受信機器へ前記通知信号を送信した結果
としてサーバから通信信号を受信可能な接続器を備える電話機器。
【請求項４２】
　発信機器から通知信号を受信する受信器と、
　前記発信機器からの前記通知信号に応じてサーバへ通信信号を送信可能な接続器を備え
、
　前記通信信号は、見込まれる通信を受け入れ、前記見込まれる通信を拒否し又は前記見
込まれる通信のための別のミーティングポイントロケーションを合意する情報を伝達する
電話機器。
【請求項４３】
　発信機器及び受信機器を備え、前記受信機器は番号を有し、また、
　前記発信機器から前記受信機器の番号へ伝わる信号と、
　前記受信機器の番号により特定されるミーティングポイントチャネルとを備え、
　前記受信機器は、前記発信機器からの信号に応じて、前記受信機器の番号により特定さ
れるミーティングポイントチャネルを呼び出し、
　前記発信機器は、前記受信機器の番号により特定されるミーティングポイントチャネル
を呼び出し、
　前記ミーティングポイントチャネルにて前記発信機器から受信されるパケットは、前記
ミーティングポイントチャネルにて前記受信機器へ転送される間接通信システム。
【請求項４４】
　発信機器及び受信機器を備え、前記受信機器は番号又は名前を有し、また、
　前記発信機器から前記受信機器の番号又は名前へ伝わる信号と、
　サーバの内部で生成されるミーティングポイントチャネルとを備え、
　前記ミーティングポイントチャネルは、前記受信機器の番号又は名前により特定され、
前記ミーティングポイントチャネルは、前記発信機器からの信号に反応し、また前記ミー
ティングポイントチャネルは、受信機器の番号又は名前により特定される呼び出しに反応
し、
　前記発信機器は、前記受信機器の番号又は名前により特定されるミーティングポイント
チャネルを呼び出し、
　前記ミーティングポイントチャネルにて前記発信機器から受信されるパケットは、前記
ミーティングポイントチャネルにて前記受信機器へ転送される間接通信システム。
【請求項４５】
　前記受信機器の番号又は名前は、番号そのもの、プレフィックスを有する番号、サフィ
ックスを有する番号、番号と関連付けられた名前、ＩＰアドレス、置換名又は上記列挙さ
れた要素の結合の少なくとも一つから選択されている請求項４４に記載の間接通信システ
ム。
【請求項４６】
　前記受信機器の番号により特定される前記ミーティングポイントチャネルは、所有及び
管理の作業のために前記受信機器により所有されている請求項４４に記載の間接通信シス
テム。
【請求項４７】
　発信機器及び受信機器を備え、
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　前記受信機器は、番号又は名前を有し、前記発信機器はサーバへ接続し、信号が前記サ
ーバから前記受信機器の番号又は名前に伝わり、
　また、前記サーバの内部に生成されたミーティングポイントチャネルを備え、前記ミー
ティングポイントチャネルは、前記受信機器の番号により特定され、
　前記受信機器は、前記受信機器の番号により特定されるミーティングポイントチャネル
に転送された後、前記受信機器を待ち、
　前記受信機器は、前記サーバからの信号に応じて、前記受信機器の番号又は名前により
特定されるミーティングポイントチャネルを呼び出し、
　前記ミーティングポイントチャネルにて前記発信機器から受信されるパケットは、前記
ミーティングポイントチャネルにて前記受信機器へ転送される間接通信システム。
【請求項４８】
　発信機器から受信機器へ信号を送信し、
　前記受信機器にて、前記受信機器の番号により特定されるミーティングポイントチャネ
ルを呼び出すことにより前記発信機器からの信号に応答し、
　前記発信機器にて、前記受信機器の番号により特定されるミーティングポイントチャネ
ルを呼び出し、
　前記ミーティングポイントチャネルにて前記発信機器からのパケットを受信し、
　前記ミーティングポイントチャネルにて前記受信機器へ前記パケットを転送する間接通
信方法。
【請求項４９】
　発信機器にてサーバに接続し、
　前記サーバから受信機器へ信号を送信し、
　受信機器の番号により特定されるミーティングポイントチャネルへ前記受信機器を転送
し、
　前記受信機器にて前記受信機器の番号により特定されるミーティングポイントチャネル
を呼び出すことにより、前記サーバからの信号に応答する間接通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線媒体及びボイスオーバインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）を用いる
モバイルフォンを使用して、比較的低コストであり高い品質の通話をし、また、受けるこ
とができる機器及び方法に一般的に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モバイルフォンを用いる通話は、接続が確立し、通知子又は着信トーンを送信したのと
同じチャネルで行われる。したがって、料金は、チャネルを維持するのに必要となり、ま
た、通知子又は着信トーンの通信時間から生じる。また、モバイルフォンの通信品質は、
無線及びＶｏＩＰ通信の変動により影響を受ける。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の第１の目的は、モバイルフォンに関する間接通信システム及びその方法を提供
することにより、上述した関連技術の問題を解決することである。本発明のさらなる目的
は、モバイルフォンの利用者に低コストであり比較的高品質の通話を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一実施形態においては、ＷｉＭＡＸなどのプロトコルを使用することにより、無線通信
のために使用されている無線周波数（ＲＦ）を、国際コミュニティを通じて互換性を有す
るようにする。この実施形態においては、一台のモバイルフォンを、どの国においても使
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用することができる。インターネット及び特にボイスオーバインターネットプロトコル（
ＶｏＩＰ）は、世界中のモバイルの利用者に送受信の確立し標準化された一体化された環
境を提供する。したがって、間接通信システムは、世界的な規模で低コストのモバイルフ
ォンを提供するために使用することができる。
【０００５】
　間接通信システムの一側面において、短い（１つか２つの）着信トーン等の独立した信
号が受信機器へ送信され、ここに受信機器はモバイルフォンであってもよい。この独立し
た信号は、ボイスオーバインターネットプロトコルを使用できる誰かがインターネットの
どこかの「ミーティングポイント」で待っていることを、受信機器に知らせる。そして受
信機器は、インターネットに接続し、合意されたミーティングポイントに行き、会話を行
うことができる。
【０００６】
　間接通信システムの一側面において、発信機器は短い信号を受信機器へ送信し、ここに
発信機器はモバイルフォンであってもよく、また、短い信号は、１つ又は２つの着信トー
ン信号である。着信トーンを送信した後、発信機器は、一般的に、通話料金が発生しない
よう通信を終了する。発信機器は、インターネットに接続し、合意されたミーティングポ
イントに行き、受信機器が来て（あるいは出会って）通話をするのを待つ。インターネッ
ト上のミーティンポイントは、ｘｘｘ．ｘｘｘ．ｘｘｘ．ｘｘｘ等の特定のＩＰ（インタ
ーネットプロトコル）アドレス、サーバ（又はＰＣ）又は専用のウェブサイトである。受
信機器が着信トーンを受信した後、受信機器は、合意されたミーティングポイントのイン
ターネットに接続し、インターネット上のＶｏＩＰを用いて発信機器と通話を行う。
【０００７】
　間接通信システムの一側面において、間接通信システムは、発信機器からの情報に応じ
て通信が見込まれることを受信機器に通知する通知器と、情報に応じてミーティングポイ
ントチャネルを形成するミーティングポイント生成器と、発信機器からのパケットを受信
しそのパケットを受信機器へ転送するミーティングポイントチャネルとを含む。
【０００８】
　間接通信システムの一側面において、受信機器と発信機器のいずれか又は両方は、ハン
ドセット、電話機、モバイルフォン、携帯電話、ラジオ、ＰＤＡ（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄ
ｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、ゲートウェイ、ベースステーション、サーバ、携
帯電話の基地局、トランシーバ又はコンピュータであってもよい。
【０００９】
　一実施形態において、通知器は、ディスクリートマルチトーン（ＤＭＴ）の呼び出し音
を生成してもよく、ここに、通知器は、サーバ又は発信機器のいずれかに備わっており、
また、ディスクリートマルチトーン（ＤＭＴ）の呼び出し音には、ミーティングポイント
チャネルのアドレスが含まれていてもよい。
【００１０】
　一実施形態において、ミーティングポイントのチャネルは、名前又は識別番号とともに
通信チャネルを特定するインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス又はドメインネーム
システム（ＤＮＳ）名から構成されていてもよい。
【００１１】
　一実施形態において、ミーティングポイントチャネルは、予め決められており、固定し
た通信チャネルを表わしていてもよい。
【００１２】
　一実施形態において、ミーティングポイントチャネルは、必要が生じた時に生成される
。
【００１３】
　一実施形態において、ミーティングポイントチャネルのアドレスは、受信機器の識別番
号及びインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス又はドメインネームシステム（ＤＮＳ
）名から構成されていてもよい。
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【００１４】
　一実施形態において、受信機器を特定するミーティングポイントのチャネルは受信機器
に属している。この場合、ミーティングポイントチャネルは、受信機器のホームミーティ
ングポイントとなる。
【００１５】
　一実施形態において、発信機器は、受信機器のミーティングポイントに接続し、受信機
器が通信を始めるのを待つ。
【００１６】
　一実施形態において、受信機器は、もし通信を受け入れるのであれば、ホームミーティ
ングポイントに接続する。
【００１７】
　一実施形態において、受信機器は、もし通信を拒否するのであれば、ミーティングポイ
ントチャネルに拒否のメッセージを送信し、ミーティングポイントチャネルは、発信機器
へ拒否の信号を中継する。
【００１８】
　一実施形態において、受信機器は、受信（又は送信）機器が別のミーティングポイント
チャネルを提案すれば、受信機器は別のミーティングポイントチャネルに接続する。
【００１９】
　一実施形態においては、受信されるパケットは、発信機器の送信元アドレス及びミーテ
ィングポイントチャネルのあて先アドレスを含んでいてもよい。
【００２０】
　一実施形態において、転送は、それぞれの転送されるパケットのヘッダのあて先アドレ
スを、ミーティングポイントチャネルのアドレスから受信機器のアドレスに変えるととも
に、それぞれの転送されるパケットのヘッダの発信元アドレスをミーティングポイントチ
ャネルのアドレスに変えることで構成されていてもよい。
【００２１】
　一実施形態において、間接通信システムは、さらに、複数の受信機器を含み、発信機器
から受信されたそれぞれのパケットはミーティングポイントにて複数回コピーされ、そし
てコピーされたパケットは、複数の受信機器の一つに転送される。
【００２２】
　間接通信方法の一側面において、通信方法は、発信機器からの情報に応じて通信が見込
まれることを受信機器に通知し、情報に応じてミーティングポイントチャネルを形成し、
ミーティングポイントチャネルにて発信機器からのパケットを受信し、ミーティングポイ
ントチャネルにて受信機器へパケットを転送する処理を含む。
【００２３】
　一実施形態において、その方法は、ミーティングポイントチャネルにて発信機器から受
信されるパケットのそれぞれを複数回コピーし、コピーされたパケットを複数の受信機器
の一つに転送することを含む。
【００２４】
　間接通信方法の一実施形態において、受信機器は、ハンドセット、電話機、ゲートウェ
イ、ベースステーション、サーバ、携帯電話の基地局、トランシーバ又はコンピュータで
ある。
【００２５】
　間接通信方法の一実施形態において、発信機器は、ハンドセット、電話機、ゲートウェ
イ、ベースステーション、サーバ、携帯電話の基地局、トランシーバ又はコンピュータで
ある。
【００２６】
　間接通信方法の一実施形態において、ミーティングポイントチャネルは、サーバ、ベー
スステーション、ハンドセット、ボイスオーバインターネットプロトコルハンドセット、
ボイスオーバインターネットプロトコル制御器、交換機又は専用のブラックボックス機器
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及び周辺機器の内部にて生成される。
【００２７】
　間接通信方法の一実施形態において、ミーティングポイントチャネルは、ボイスオーバ
インターネットプロトコルの制御及び管理マトリックスから構成され、多数の通話を同時
に処理できるようになっている。
【００２８】
　一実施形態において、ミーティングポイントチャネルは、サーバ、コンピュータ、ベー
スステーション、ハンドセット、ボイスオーバインターネットプロトコルハンドセット、
ボイスオーバインターネットプロトコル制御器、交換機又は専用のブラックボックス機器
及び周辺機器の内部にて生成される。
【００２９】
　一実施形態において、ミーティングポイントチャネルは、ボイスオーバインターネット
プロトコルの制御及び管理マトリックスから構成され、多数の通話を同時に処理できるよ
うになっている。
【００３０】
　一実施形態において、通知器は、マルチトーンの着信トーンを生成する。
【００３１】
　一実施形態において、通知器は、サーバ上に備えられている。
【００３２】
　一実施形態において、通知器は、発信機器上に備えられている。
【００３３】
　一実施形態において、ミーティングポイントチャネルのアドレスは、受信機器の識別番
号及びミーティングポイント生成器のインターネットプロトコルアドレス又はドメインネ
ームシステム名、すなわち、受信機器のホームミーティングポイントを含む。
【００３４】
　一実施形態において、もし受信機器が通信を受け入れるならば、受信機器は、ホームミ
ーティングポイントチャネルに接続する。
【００３５】
　一実施形態において、もし、受信機器が通信を拒否するならば、受信機器は、ミーティ
ングポイントチャネルに拒否のメッセージを送信し、ミーティングポイントチャネルは、
発信機器へ拒否のメッセージを中継する。
【００３６】
　一実施形態において、もし、受信機器が別のミーティングポイントチャネルを提案する
ならば、受信機器は、その別のミーティングポイントチャネルに接続する。
【００３７】
　一実施形態において、受信されたパケットは、ボイスオーバインターネットプロトコル
、インターネットプロトコル又はユーザデータグラムプロトコルを用いる形式であっても
よい。
【００３８】
　一実施形態において、転送は、パケットのヘッダの発信元アドレスをミーティングポイ
ントチャネルのアドレスから受信機器のアドレスに変えることを含む。
【００３９】
　一実施形態において、発信機器は、第１のネットワークで動作し、受信機器は、第２の
ネットワークで動作し、第２のネットワークは、第１のネットワークと互換性を有さず、
通知子は、第１のネットワークについての情報を含む。
【００４０】
　一実施形態において、受信機器は、発信機器のネットワークが通知され、発信機器のネ
ットワークに関連付けられている受信機器ソフトウェアを起動する。
【００４１】
　間接通信システムの別の一側面において、間接通信システムは、通信が見込まれること
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を発信機器からの情報に応じて受信機器に通知する手段と、その情報に応じて、ミーティ
ングポイントチャネルを形成する手段と、ミーティングポイントチャネルにて発信機器か
らのパケットを受信する手段と、ミーティングポイントチャネルにて受信機器へパケット
を転送する手段を含む。
【００４２】
　間接通信システムの別の一側面において、電話機器は、受信機器へ通知信号を送信して
通信を終了する送信機と、通知信号は通信が見込まれることを受信機器へ通知し、通知信
号を受信機器へ送信した結果としてサーバから通信信号を受信する接続器を含む。
【００４３】
　間接通信システムの別の一側面において、電話機器は、発信機器から通知信号を受信す
る受信器と、発信機器からの通知信号に応じてサーバへ通信信号を送信する接続器を含み
、通信信号は、見込まれる通信を受け入れ、見込まれる信号を拒否し、又は見込まれる通
信のための別のミーティングロケーションを合意する信号を伝達する。
【００４４】
　間接通信システムの別の一側面において、間接通信システムは、発信機器から情報を受
信した後に２つの着信トーン信号を送信する生成器と、受信機器へ２つの着信トーン信号
を送信する送信器とを有し、２つの着信トーン信号は、受信器に通信が見込まれることを
通知しミーティングポイントチャネルのアドレスを送信し、また、受信機器がサーバへの
接続を確立した後にミーティングポイントサーバ内にミーティングポイントチャネルを生
成するミーティングポイント生成器を有し、ミーティングポイントチャネルは受信機器の
電話番号及びサーバのアドレスにより特定され、さらにミーティングポイントチャネルの
中でパケットヘッダにより識別される発信ＶｏＩＰパケットの、取得された音声データを
受信する転送器を有し、パケットヘッダはサーバのあて先アドレス及び発信機器の送信元
アドレスを有しており、転送器は発信ＶｏＩＰパケットのパケットヘッダのあて先アドレ
スを受信機器のアドレスに変え、パケットヘッダの発信元アドレスをサーバのアドレスに
変えて転送する。
【００４５】
　間接通信方法の別の一側面において、通信方法は、発信機器から情報を受信した後に、
２つの着信トーン信号を伝達し、受信機器へ２つの着信トーン信号を送信し、発信機器が
サーバとの接続を確立した後にミーティングポイントサーバ内にミーティングポイントチ
ャネルを生成し、ミーティングポイントチャネル内で取得された、パケットヘッダにより
特定される発信ＶｏＩＰパケットの中の音声データを受信し、ここにパケットヘッダは、
サーバのあて先アドレス及び発信機器の発信元アドレスを有し、さらにミーティングポイ
ントチャネル内で発信ＶｏＩＰパケットを、パケットヘッダのあて先アドレスを受信機器
のアドレスに変え、パケットヘッダの送信元アドレスをサーバのアドレスに変えて転送す
る。
【００４６】
　間接通信システムの別の一側面において、間接通信システムは、発信機器から情報を受
信した後に２つの着信トーン信号を伝達する生成器と、２つの着信トーン信号を受信機器
へ送信する送信器を有し、２つの着信トーンは、通信が見込まれることを受信器に通知し
ミーティングポイントチャネルのアドレスを送信し、また、間接通信システムは発信機器
がサーバに接続を確立した後に、ミーティングポイントサーバ内にミーティングポイント
チャネルを生成するミーティングポイント生成器を有し、ミーティングポイントチャネル
は、受信機器の電話番号及びサーバのアドレスにより特定され、発信機器は、パケットヘ
ッダにより特定される発信ＶｏＩＰパケット内の取得された音声データを転送器へ送信し
、パケットヘッダはサーバのあて先アドレス及び発信機器の送信元アドレスを有し、また
、間接通信システムは、パケットヘッダのあて先アドレスを受信機器のアドレスに変え、
パケットヘッダの送信元アドレスをサーバのアドレスに変えることにより受信機器へ発信
ＶｏＩＰパケットを転送する転送器を有する。
【００４７】
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　間接通信方法の別の一側面において、通信方法は、発信機器から情報を受信した後に、
２つの着信トーン信号を伝達し、受信機器へ２つの着信トーン信号を送信し、発信機器が
ミーティングポイントサーバとの接続を確立した後にミーティングポイントサーバ内にミ
ーティングポイントチャネルを生成し、発信機器からのパケットヘッダにより特定される
発信ＶｏＩＰパケットの取得された音声データをミーティングポイントチャネルの転送器
に伝達し、ここにパケットヘッダは、サーバのあて先アドレス及び発信機器の送信元アド
レスを有し、転送器は発信ＶｏＩＰパケットをミーティングチャネル内でパケットヘッダ
のあて先アドレスを受信機器のアドレスに変えパケットヘッダの送信元アドレスをサーバ
のアドレスに変えることにより転送し、したがって、コストを削減し、また、モバイルフ
ォンにインターネット上の品質ある通話を送受信させる。
【００４８】
　間接通信システムの別の一側面において、電話機器は、受信機器へ通信信号を送信し通
信を終了する送信器を有し、ここに通信信号は、受信機器に通信が見込まれることを通知
し、また、電話機器は、受信機器への通知信号を送信した結果サーバから通信信号を受信
することができる接続器を有する。
【００４９】
　間接通信システムの別の一側面において、電話機器は、発信機器からの通信信号を受信
する受信器と、発信機器からの通信信号に応じてサーバへ通信信号を送信することができ
る接続器を有し、通信信号は、予見される通信を受け入れ、予見される通信を拒否し又は
予見される通信のための別のミーティングポイントロケーションを合意する情報を伝達す
る。
【００５０】
　間接通信システムの別の一側面において、間接通信システムは、発信機器と受信機器と
を含み、受信機器は番号を有し、信号が発信機器から受信機器の番号へ伝わり、また間接
通信システムは、受信機器の番号により特定されるミーティングポイントチャネルを有し
、受信機器は、発信機器からの信号に応じ、受信機器の番号により特定されるミーティン
グポイントチャネルを呼び出し、発信機器は、受信機器の番号により特定されるミーティ
ングポイントチャネルを呼び出し、ミーティングポイントチャネルにおいて発信機器から
受信されたパケットは、ミーティングポイントチャネルにおいて受信機器へ転送される。
【００５１】
　間接通信システムの別の一側面において、間接通信システムは、発信機器と受信機器と
を有し、受信機器は、番号又は名前を有し、信号が発信機器から受信機器の番号又は名前
へ伝わり、また間接通信システムは、受信機器の番号又は名前により特定されるミーティ
ングポイントチャネルを有し、ミーティングポイントチャネルは、発信機器の信号に応じ
、またミーティングポイントチャネルは受信機器の番号又は名前により特定される呼び出
しに応じ、発信機器は、受信機器の番号又は名前により特定されるミーティングポイント
チャネルを呼び出し、また、ミーティングポイントチャネルにて発信機器から受信された
パケットは、ミーティングポイントチャネルにて受信機器へ転送される。
【００５２】
　間接通信システムの一実施形態において、受信機器の番号又は名前は、番号自体、プレ
フィックスを有する番号、サフィックスを有する番号、番号と関連付けられた名前、ＩＰ
アドレス、名前の置換及びここに列挙された要素の組み合わせである。
【００５３】
　間接通信システムの一実施形態において、受信機器の番号により特定されるミーティン
グポイントチャネルは、受信機器により、所有及び管理作業のために所有される。
【００５４】
　間接通信システムの一側面において、間接通信システムは、発信機器と受信機器とを有
し、受信機器は番号又は名前を有し、発信機器はサーバに接続し、信号がサーバから受信
機器の番号又は名前に伝わり、また間接通信システムは、サーバ内部に生成されたミーテ
ィングポイントチャネルを有し、ミーティングポイントチャネルは、受信機器の番号によ



(13) JP 2010-502076 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

り特定され、発信機器は、受信機器の番号で特定されるミーティングポイントチャネルへ
転送された後、受信機器を待ち、また、受信機器は、サーバからの信号に応じて受信機器
の番号又は名前により特定されるミーティングポイントチャネルを呼び出し、また、ミー
ティングポイントチャネルにて発信機器から受信されたパケットは、ミーティングポイン
トチャネルにて受信機器へ転送される。
【００５５】
　間接通信システムの別の一側面において、間接通信方法は、発信機器から受信機器へ信
号を送信し、受信機器にて受信機器の番号により特定されるミーティングポイントチャネ
ルを呼び出して発信機器からの信号に応答し、発信機器にて受信機器の番号により特定さ
れるミーティングポイントチャネルを呼び出し、ミーティングポイントチャネルにて発信
機器からのパケットを受信し、ミーティングポイントチャネルにて受信機器へパケットを
転送することを含む。
【００５６】
　間接通信システムの別の一側面において、間接通信方法は、発信機器から受信機器へ信
号を送信し、信号が送信される時に発信機器は、受信機器が待っているホームミーティン
グポイントに接続し、信号を受信した後に、受信機器はそのホームミーティングポイント
に接続し、発信機器からパケットをミーティングポイントチャネルにおいて受信し、ミー
ティングポイントチャネルにて受信機器へパケットを転送する。
【００５７】
　本発明は、間接通信システムとその方法に関するモバイルフォンを提供してこれらの事
や他のことを実現する。本発明の一側面において、受信機器は、常にインターネットにア
クティブに接続する必要はない。通信システムは、モバイルフォンの正確な位置を知らな
くてもよい。モバイルフォンは、最も近くのベースステーション（又はインターネットア
クセスポイント）を探し、必要な時にだけインターネットに接続してもよい。
【００５８】
　本発明の上述の及び他の特徴及び利点とともに本発明の種々の実施形態の構造及び動作
は、添付の図面を参照し、以下に詳細に説明される。
【００５９】
　本発明のさらなる側面及び／又は利点は、一部は、以下の説明に開示され、また、一部
は、その説明から自明であり、又は発明の実施から知られるであろう。
【発明の効果】
【００６０】
　本発明によれば、無線媒体及びボイスオーバインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）を
用いるモバイルフォンを使用して、比較的低コストであり高い品質の通話をし、また、受
けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
　添付の図面は、本明細書に取り込まれ、明細書の一部を成し、本発明の種々の実施形態
を示し、説明と共に、さらに本発明の原理を説明する役に立ち、当業者が本発明を実施し
実行できるようになる。図面において、同様の番号は同等又は機能的に同等の要素を示す
。本発明のこれら及び／又は他の側面及び利点は、添付の図面を組み合わせると以下の実
施形態の説明から明らかでありさらによりよく理解される。
【図１】本発明の一実施形態に係る間接通信システムの概要図である。
【図２】本発明の一実施形態にて使用するミーティングポイントサーバの概要図である。
【図３Ａ】本発明の一実施形態に係る間接通信システムの概要図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態に係る間接通信システムの概要図である。
【図４】本発明の一実施形態にて使用するためのミーティングポイントサーバの概要図で
ある。
【図５】本発明の一実施形態にて使用するベースステーションの概要図である。
【図６】本発明の一実施形態にて使用するトランシーバの概要図である。
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【図７】本発明の一実施形態にて使用するためのミーティングポイントサーバの概要図で
ある。
【図８】本発明の一実施形態にて使用するための通知信号の概要図である。
【図９】本発明の一実施形態にて使用するためのミーティングポイントサーバの概要図で
ある。
【図１０】本発明の一実施形態にて使用するためのミーティングポイントサーバの概要図
である。
【図１１】本発明の一実施形態にて使用するためのミーティングポイントサーバの概要図
である。
【図１２】本発明の一実施形態にて使用するためのミーティングポイントサーバの概要図
である。
【図１３】本発明の一実施形態にて使用するためのミーティングポイントサーバの概要図
である。
【図１４】本発明の一実施形態にて使用するためのミーティングポイントサーバの概要図
である。
【図１５】本発明の一実施形態にて使用するためのミーティングポイントサーバの概要図
である。
【図１６】本発明の一実施形態にて使用するためのミーティングポイントサーバの概要図
である。
【図１７】本発明の一実施形態にて使用するためのミーティングポイントサーバの概要図
である。
【図１８】本発明の一実施形態にて使用するためのミーティングポイントサーバの概要図
である。
【図１９】本発明の一実施形態に係る間接通信方法の処理チャートである。
【図２０】本発明の一実施形態にて使用するためのアドレス生成の処理チャートである。
【図２１】本発明の一実施形態にて使用するためのパケット転送の処理チャートである。
【図２２】本発明の一実施形態にて使用するためのミーティングポイントチャネルの設定
の処理チャートである。
【図２３】本発明の一実施形態にて使用するための電話呼び出しの処理チャートである。
【図２４】本発明の一実施形態にて使用するためのミーティングポイントサーバの概要図
である。
【図２５】本発明の一実施形態にて使用するためのミーティングポイントサーバの概要図
である。
【発明を実施するための形態】
【００６２】
　（定義）
　インターネットは、時には、トランスミッションコントロールプロトコル／インターネ
ットプロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）ネットワークと呼ばれ、ＴＣＰ／ＩＰを使用する互いに
接続されたネットワークの集まりを一般的に意味する。
【００６３】
　インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスは、例えば、１６５．１１３．２２３．２
のようにドットで区切られた４つの部分を有する独特の番号であるアドレスを一般的に意
味する。それぞれの部分は、０から２５５までの値を有することができる。ＴＣＰ／ＩＰ
ネットワーク（あるいはインターネット）において、ＩＰアドレスは、ネットワーク上の
コンピュータを一意に識別するために使用することができる。より新しいバージョンのＩ
Ｐアドレスは４つの代わりに６つの部分を用いＩＰｖ６と呼ばれる。それぞれのコンピュ
ータがその対応するＩＰアドレスによって一意に識別することができるコンピュータネッ
トワークもＩＰネットワークと呼ばれる。
【００６４】
　ドメインネームシステムは、ドメインネームをＩＰアドレスに変換するインターネット



(15) JP 2010-502076 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

サービスを一般的に意味する。ドメインネームシステムは、インターネット上でｗｗｗ．
ｐｗｔ．ｃｏｍ等の名前を例えば１６５．１１３．２２３．２などのＩＰアドレスに変換
するために使用されてもよい。
【００６５】
　ブロードバンドは、単一の媒体（有線あるいは無線）がいつでもいくつかのチャネルを
維持するための容量を有するデータ送信タイプを一般的に意味する。また、マルチプレク
シングとしても知られている。コンピュータネットワークまたはコンピュータ間の通信は
、例えば、１Ｍｂｐｓ（１秒あたりメガビット）から２０Ｍｂｐｓのスピードを有するブ
ロードバンドであってもよい。
【００６６】
　セッションイニシエーションプロトコル（ＳＩＰ）は、ＶｏＩＰと、インスタントメッ
セージング、ビデオ、オンラインゲーム及び他のサービスのその他テキスト及びマルチメ
ディアセッションのためのインターネットエンジニアリングタスクフォース（ＩＥＴＦ）
プロトコルである。
【００６７】
　ＳＩＰ電話は、電話等の機器であり、ＰＣの関与無しに発呼、着呼をするためにインタ
ーネットに直接あるいはブロードバンドモデムや同様の機器に接続された機器を一般的に
意味する。
【００６８】
　ＩＰパケットは、グローバルスケールで互換性を確保するのと同じ方法で構造化された
インターネット通信のために使用されるパケットを一般的に意味する。ＩＰパケットは、
ＩＰヘッダとそれに続く可変長のデータフィールドを含む。
【００６９】
　ＰＳＴＮゲートウェイは、ＶｏＩＰマシンに普通の電話機との発呼、着呼をさせるＶｏ
ＩＰ機能を有するマシンにインストールされたソフトウェアを一般的に意味する。
【００７０】
　ベースステーションは、モバイルフォンとの通信を可能にし、トランシーバに接続され
た、ゲートウェイ、ＷｉＦｉルータ、ＧＳＭルータ、コンピュータまたはサーバ等の機器
を一般的に意味する。
【００７１】
　モバイル通信のための大域システム（ＧＳＭ）ネットワークは、モバイルフォンを携帯
電話ネットワークに接続する一連の無線送信機を使用し、その無線送信機はベースステー
ションであってもよい。ベースステーションの無線周波数は、セルとも呼ばれ、個別のエ
リア内のある範囲をカバーする。ベースステーションは、モバイルフォンが通信を切断し
ないように一つのセルから別のセルに移動できるように相互に接続されてもよい。ベース
ステーションの集まりは、特別のベースステーション制御器（ＢＳＣ）に接続される。ベ
ースステーション制御器は、モバイル交換センタ（ＭＳＣ）に接続される。モバイル交換
センタとその関連モジュールは、ＰＳＴＮの呼と他のネットワークへの呼を含む着信と発
信する通信のルーティングを行う。
【００７２】
　無線媒体または周波数は、モバイルフォンとベースステーションとの間の通信に使用さ
れる無線周波数を一般的に意味する。
【００７３】
　ＧＳＭ無線媒体は、ＧＳＭモバイルフォンにより使用される５つの無線周波数（ＲＦ）
バンドを一般的に意味する。これらのバンドは以下の通り：
【００７４】
　ＧＳＭ－９００　８９０－９１５ＭＨｚ及び１から１２４ＲＦチャネル番号を使用する
。
【００７５】
　ＧＳＭ－１８００　１７１０－１７８５ＭＨｚ及び５１２から８８５チャネル番号の３
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７４ＲＦチャネルを使用する。
【００７６】
　ＧＳＭ－８５０　８２４－８４９ＭＨｚ及び１２８から２５１チャネル番号を使用する
。
【００７７】
　ＧＳＭ－１９００　５１２から８１０チャネル番号の１８５０－１９１０ＭＨｚを使用
する。
【００７８】
　ＧＳＭ－４００　８９０－９１５ＭＨｚを使用する。
【００７９】
　無線周波数とチャネル番号との両方は、第1世代（１Ｇ）モバイルフォンと互換である
。
【００８０】
　ワイヤレスフィデリティ（Ｗｉ－Ｆｉ）は、ＩＥＥＥ　８０２．１１としても知られ、
５ＧＨｚを使用する８０２．１１ａを除き、２．４ＧＨｚ近くのスペクトラム範囲で動作
する。異なる国では、出力パワーへの要求により異なるＷｉ－Ｆｉ設定が使用されてもよ
い。標準化されたチャネル番号を使用することにより、無線周波数（ＲＦ）の違いが国際
的に容易に検出できる。Ｗｉ－Ｆｉの標準的な範囲は、数百メートル以下である。
【００８１】
　ワールドワイドインターオペラビリティマイクロウェイアクセス（ＷｉＭＡＸ）は、Ｉ
ＥＥＥ　８０２．１６としても知られ、２から２０ＧＨｚのＲＦを使用する特定の無線ア
クセスの標準である。ＷｉＭＡＸの送受信範囲は、しばしば20キロメートルを超え、Ｗｉ
－Ｆｉよりも大きい。
【００８２】
　モバイルフォンがインターネット（あるいは、ボイスオーバーインターネットプロトコ
ルネットワーク）を用いて低コストで比較的高品質に発呼及び着呼できるようにするのが
望ましい。発信側が、過大な通信料を発生させずに受信機器に、誰かがインターネットの
ミーティングポイントにて通信するのを待っていることを知らせることができるのはさら
に望ましい。また、過大な通信料を発生させずに受信機器が、ボイスオーバインターネッ
トプロトコル（ＶｏＩＰ）を使ってミーティングポイントに接続し、発信機器と通信を行
うことができるのはさらに望ましい。発信機器が、短い信号を既存の携帯電話ネットワー
クで受信機器に送信し通信料の出費を最小限にするように、誰かがミーティングポイント
で待っていることを受信機器が知ることができるのはさらに望ましい。通信料の費用が最
小化できるようにするために、受信機器が短い通知トーンに応答する必要がなく、あるい
は、発信機器と直ちに通信を終了し、発信機器との実際の通信がミーティングポイントを
通して行われるのが望ましい。最後に、受信機器の位置が発信側に知られる必要がないよ
うにするのが望ましい。
【００８３】
　インターネットは、所謂パケット交換ネットワークである。パケットは、広い範囲で互
換性を確実にするために類似の構造となっている。ＩＰパケットは、ヘッダとそれに続く
可変長のデータフィールドを有する。ヘッダフィールドの中には、ソースＩＰがありそれ
は送信側機器のアドレスであり、また、デスティネーションＩＰがありそれは受信側機器
のアドレスである。ＩＰがこの説明にて使用されるが、本発明は特定のパケットのフォー
マットや一般的なＩＰに限定されることはない。ここでの例は、単なる例示的なものであ
り、限定することを意味しない。
【００８４】
　別のタイプのネットワークには、プレインオールド電話ネットワーク（ＰＯＴＳ）とし
ても知られている公衆交換電話ネットワーク（ＰＳＴＮ）等の回路交換ネットワークがあ
る。公衆交換電話ネットワークは、銅線に基づき、アナログ音声データを伝える国内また
は国際電話システムを一般的に意味する。公衆交換電話ネットワークにより提供される電
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話サービスは、しばしば、「プレインオールド電話サービス」（ＰＯＴＳ）と呼ばれる。
プレインオールド電話サービスは、多くの家庭が使用する標準的な電話サービスである。
一般的に、プレインオールド電話サービスは、約５２ｋｂｐｓ（一秒当り５２，０００ビ
ット）に制限がされている。
【００８５】
　第３のタイプのネットワークには、無線、すなわちラジオ無線（ＲＦ）ネットワークが
ある。無線ネットワークは、インターネットのようにパケット交換であったり、公衆交換
電話ネットワークのように回線交換であったり、両方であったりする。
【００８６】
　ゲートウェイは、しばしば、パケット交換データから回線交換データへ、あるいは逆へ
の変換を行うために使用される。このようにゲートウェイは、ＶｏＩＰ機器が、公衆交換
電話ネットワークの電話機等の普通の電話機と発呼着呼ができるようにする。ゲートウェ
イは、異なるプロトコルを使用する別のネットワークとのインターフェースを備えたハー
ドウェアまたソフトウェアの機器を一般的に意味する。ゲートウェイは、例えば、システ
ムの相互運用性を提供するプロトコルや信号の変換器を有していてもよい。ゲートウェイ
は、２つのネットワークの相互に受け付け可能な手続を確立する。
【００８７】
　ボイスオーバインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）は、セッションイニシエーション
プロトコル（ＳＩＰ）、国際電気通信連合（ＩＴＵ）Ｈ．３２３のように、インターネッ
トなどのパケット交換ネットワーク上の音声信号を伝えるプロトコルを一般的に意味する
。ＶｏＩＰはインターネットの利用者に電話による通信機能を提供することができる。Ｖ
ｏＩＰクライアント（すなわち、ＶｏＩＰソフトウェアフォン）を有するコンピュータは
、ＴＣＰ／ＩＰネットワーク（すなわちインターネット）上の別のコンピュータに発呼す
るために使用することができる。一般的に、コンピュータの、スピーカ、マイクロフォン
及びサウンドカードは、通信相手と会話するために使用することができる。コンピュータ
のキーボードは、通信を確立するために受信側のＩＰアドレスやドメインネームシステム
をタイプするのに使用することができる。ＴＣＰ／ＩＰネットワーク上のＶｏＩＰのコミ
ュニティ全体は、一般的に、ＶｏＩＰネットワークと呼ばれる。
【００８８】
　ボイスオーバーインターネットプロトルによる通信において、マイクロフォンから受信
された音声信号は、サンプリングされ、サンプリングされたものは、例えば、離散フーリ
エ変換により音声信号の周波数成分を抽出し、周波数データをパケットのペイロードとす
ることで、サウンドカードにてパケットのペイロードに変換される。パケットが送信され
る受信機のアドレスは、キーボードから入力されるようになっていてもよい。周波数デー
タは、受信機にて別のサウンドカードを用いて逆フーリエ変換により逆変換がされ、スピ
ーカから発せられる。スピーカとマイクロフォンは、ソフトウェアフォンの中に実現され
ていてもよい。
【００８９】
　ボイスオーバインターネットプロトコル等のフォーマットは、情報を転送するためにイ
ンターネットを用いており、インターネットサービスプロバイダに支払われる定額料金に
よる通信を可能とする。定額料金は、しばしば、所与の期間又は頻度の通信においては、
携帯電話を用いる通信に相当するコストよりも低額である。しかし、インターネット上の
通信に関する欠点は、通信を行う当事者の少なくとも位置を互いに知らせて通信を行う意
思を持つ必要があり、また通信の設定に参加する必要がある。それぞれの当事者は、例え
ば、別々にインターネットにアクセスし、他の当事者にコンタクトをとり、そして、通信
を開始する。
【００９０】
　一般に、インターネットには、携帯電話において提供されているような、当事者の一方
が他の当事者の電話番号をダイヤルし、携帯電話サービスプロバイダが他の当事者の電話
機の位置を特定し、通信を接続するのに相当する通知機能がない。インターネットは、特
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に、携帯電話サービスプロバイダが、呼び出される当事者の携帯電話の位置を特定するの
に用いているインフラストラクチャのどれも有していない。したがって、携帯電話サービ
スプロバイダの保有するインフラストラクチャを利用して、例えば、実際の通信の間はイ
ンターネットで行うために、呼び出される当事者の位置の特定と通知をして通信を開始す
るのが望ましい。
【００９１】
　図１には、発信機器１００を含む間接通信システムの一実施形態が示されており、トラ
ンシーバ１０４と、受信機器１０２を含み、受信機器１０２はトランシーバ１０４を有し
ていてもよい。もし、モバイル通信のための大域システム（ＧＳＭ）ネットワーク等の携
帯電話ネットワークが発信機器１００と受信機器１０２のためにサービスを提供すれば、
発信機器１００と受信機器１０２は、一連のベースステーション１０６によりネットワー
クに接続される。ベースステーション１０６もまたモバイル交換センタ（ＭＳＣ）に接続
されてもよく、モバイル交換センタ（ＭＳＣ）も他のネットワークに接続される。
【００９２】
　それぞれのベースステーション１０６は、セルと呼ばれるエリアにサービスを提供し、
発信機器１００または受信機器１０２は、セルに入ると、ベースステーション１０６を通
じてネットワークと通信を行う。発信機器１００と受信機器１０は、セルからセルに移動
するに従い、さらに、一つのベースステーション１０６から他へハンドオフされるように
なっていてもよい。ベースステーション１０６は、公衆交換電話ネットワークゲートウェ
イ、モデム、及び／又は、通常の公衆交換電話ネットワークとの交換機を有するパーソナ
ルコンピュータ（ＰＣ）であってもよい。
【００９３】
　間接通信システムは、発信機器１００と受信機器１０２との通信のためのミーティング
ポイントサーバ１０８を有し、通信ネットワーク１１４と接続点を有していてもよい。ミ
ーティングポイントサーバ１０８は、公衆交換電話ネットワークゲートウェイ、モデム、
及び／又は、交換機を有するサーバであってもよい。発信機器１００と受信機器１０２と
のいずれか又は両方は、モバイルフォンであってもよい。発信機器１００と受信機器１０
２の役割が、決められていても一般性を失わない。
【００９４】
　発信機器１００は、トランシーバ１０４を介して信号１１０を送信及び受信することが
可能となっている。発信機器１００は、ベースステーション１０６にトランシーバ１０４
を介して接続されている。発信機器１００は、また、トランシーバ１０４またはベースス
テーション１０６を介してミーティングポイントサーバ１０８と接続することが可能とな
っている。サービスの最低のレベルとして、ベースステーション１０６と発信機器１００
との間での完全なインターネットアクセスは必要ではない。実際、ベースステーション１
０６と発信機器１００との間での音声通信で充分であり、これにより、発信機器１００の
、中央演算装置（ＣＰＵ）及び／又は計算能力を最小にすることができる。
【００９５】
　図１に示されているように、発信機器１００は、受信機器に信号１１０を送信すること
により、受信機器１０２に発呼するようになっていてもよい。信号１１０は、短い（１又
は２音）呼び出し音であってもよい。信号１１０により、発信機器１０２との通信が予見
されることを受信機器１０２に通知する。一実施形態において、発信機器１００は、受信
機器１０２に信号１１０を送信することにより、通信の意思があることを受信機器１０２
に伝え、これ以上の通信料がかからないようにするために、通信を終了する。一実施形態
において、発信機器１００は、ベースステーションからの接続を切断することにより、通
信を終了する。
【００９６】
　信号１１０を送信するのに使うことができる機器及び方法には数多くのものがある。発
信機器１００は、発信機器１００は、受信機器１０２へ信号１１０を従来の方法でＧＳＭ
ネットワークを介して送信することができる。信号１１０は、発信機器１００のトランシ
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ーバ１０４によって生成されたりブロードキャストされたりすることもできる。別の一実
施形態においては、ベースステーション１０６は、信号１１０を受信機器１０２へ送信す
ることができる。別の一実施形態においては、ミーティングポイントサーバ１０８は、受
信機器１０２へ信号１１０を送信することができる。
【００９７】
　信号１１０は、１又は２つのトーンを有するディスクリートマルチトーン信号等のディ
スクリートマルチトーン（ＤＭＴ）とすることができる。一実施形態においては、信号１
１０は、ミーティングポイントサーバ１０８のアドレス等の位置を特定する受信機器１０
２のための情報を含む。別の一実施形態において、信号１１０は、発信機器１０又は受信
機器１０２の電話番号又はアドレスを特定するミーティングポイントサーバ１０８のため
の情報を含む。別の一実施形態において、信号１１０は、他の情報を全く含まなくてもよ
い。
【００９８】
　いくつかの実施形態において、信号１１０は、発信機器１００をベースステーション１
０６やミーティングポイントサーバ１０８に接続するための、スペクトル拡散信号や時間
、周波数又はコード分割多重信号や、それらの組み合わせ等の任意のアナログ又はデジタ
ル信号とすることができる。一実施形態において、信号１１０は、ＧＳＭ信号である。信
号１１０は、受信機器１０２に割り当てられた電話番号を用いて受信機器１０２へ向けら
れるようになっていてもよい。この場合、信号１１０は、上述した２トーンのディスクリ
ートマルチトーン信号、通信が予見されることを受信機器１０２に伝える短い信号であっ
てもよい。
【００９９】
　信号１１０を送信した後、発信機器１００は、一般的に、それ以上の電話または通信料
が発生しないようにするために通信を終了する。一実施形態においては、その後、発信機
器１００は、ミーティングポイントサーバ１０８の中の受信機器１０２のホームミーティ
ングポイントに接続し、受信機器１０２の応答を待ってもよい。受信機器１０２がベース
ステーション１０６又はインターネットに常時接続されている必要はない。
【０１００】
　一実施形態において、受信機器１０２は、信号１１２を送受信できるようになっている
。信号１１２は、２トーンを有するディスクリートマルチトーン信号等のディスクリート
マルチトーン信号とすることもできる。発信機器１００と受信機器１０２との間の直接通
信の場合、信号１１２は、アドレスなどのミーティングポイントサーバ１０８の位置を特
定する受信装置１００の情報を含む。別の一実施形態において、信号１１２は、発信機器
１００又は受信機器１０２の電話番号又はアドレスを特定するミーティングポイントサー
バ１０８のための情報を含む。
【０１０１】
　いくつかの実施形態において、信号１１２は、ベースステーション１０６又はミーティ
ングポイントサーバを受信機器１０２に接続するための、スペクトル拡散信号や時間、周
波数又はコード分割多重信号や、それらの組み合わせ等の任意のアナログ又はデジタル信
号とすることができる。信号１１２は、また、受信機器１０２をトランシーバ１０４又は
ベースステーション１０６を介してミーティングポイントサーバ１０８に接続するために
用いることができる。一実施形態において、信号１１２はＧＳＭ信号である。
【０１０２】
　受信機器１０２は、呼び出しに応答する必要はなく、あるいは、呼び出しに応答して通
信を終了して通信料を最小化することができる。一実施形態において、また、受信装置１
０２に短い通知信号を送信した直後に通信を終了し、料金を最小化することができる。信
号１１０は、特に、受信装置１０２に、通信そのものを必ずしも行う必要なく、通信が予
見されることを通知してもよい。信号１１０は、また、ミーティングポイントサーバ１０
８を特定する情報を伴っていてもよい。
【０１０３】
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　受信機器１０２は、発信機器１００から信号１１０を受信すると、ミーティングポイン
トサーバ１０８のミーティングポイントチャネルに接続してもよい。一実施形態において
、受信機器１０２は、ベースステーション１０６を介してミーティングポイントサーバに
接続する。別の一実施形態においては、受信機器１０２は、インターネットなどにより、
ミーティングポイントサーバ１０８のミーティングポイントチャネルに直接接続し、発信
機器１００と通信を開始してもよい。発信機器１００と受信機器１０２との両方が、ミー
ティングポイントサーバ１０８に接続した後、通信は、ＶｏＩＰを使用して開始する。
【０１０４】
　ミーティングポイントサーバ１０８は、発信機器１００と受信機器１０２との間の通信
接続を維持させることができるようになっている。その接続は、受信機器１０２に発信機
器１００との通信が予見されることを通知する信号１１０を含んでいてもよい。この場合
、受信機器１０２は、信号１１０を受信した後、ミーティングポイントサーバ１０８と接
続を形成してもよい。
【０１０５】
　しかし、受信機器１０２は、短い２トーンの信号により表される呼に応答する必要はな
い。そのかわり、信号１１０自身は、受信機器１０２がミーティングポイントサーバ１０
８にて発信機器１００と通信が予見されることを認識するのに充分な情報を含んでいても
よい。あるいは、受信機器１０２は、呼び出しに応答し直ちに通信を終了して通信料を最
小にしてもよい。
【０１０６】
　一実施形態において、通信の終了は、ベースステーション１０６からの接続の終了を意
味してもよい。したがって、この実施形態の有利な点は、間接通信システムにより、いか
なるモバイル機器も、通信時間の使用を避けながら、ボイスオーバインターネットプロト
コル（ＶｏＩＰ）によるなどしてミーティングポイントサーバ１０８と介して他の機器と
通信することができることである。
【０１０７】
　ミーティングポイントサーバ１０８は、また、電話会議の間のように、発信機器１００
と複数の受信機器１０２との間の接続を維持させることができるようになっている。この
場合、ミーティングポイントサーバ１０８は、発信機器１００から受信されたそれぞれの
パケットをコピーして、そのコピーを個々の受信機器１０２に転送する。受信機器１０２
のそれぞれは、対応する信号１１０を受信した後、ミーティングポイントサーバ１０８と
の接続を形成する。
【０１０８】
　しかし、受信機器１０２は、呼び出しに応答せず、あるいは、応答するとしても、直ち
に通信を終了してもよい。このように、受信機器１０２のそれぞれは、発信機器１００か
ら通知を受けるがそれ以上の通信料が発生することがない。したがって、この実施形態の
有利な点は、間接通信システムは、発信機器１００が、通信時間の使用を避けながら、ボ
イスオーバインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）によるなどしてミーティングポイント
サーバ１０８と介して複数の受信機器１０２と通信することができることである。
【０１０９】
　ミーティングポイントサーバ１０８は、通信ネットワーク１１４を使用して、他のサー
バと接続されていてもよい。一実施形態において、通信ネットワーク１１４は、インター
ネット通信ネットワークであってもよい。別の一実施形態においては、通信ネットワーク
１１４は、企業の所有しているネットワークなどのインターネット通信ネットワークであ
ってもよい。
【０１１０】
　ミーティングポイントサーバ１０８は、通信ネットワーク１１４でのＩＰアドレス等の
識別情報を持っていてもよい。アドレスは、ドットで区切られた４又は６個の部分を持つ
独特な番号であってもよく、例えば、１６５．１１３．２２３．２である。アドレスは、
通信ネットワーク１１４でミーティングポイントサーバ１０８をユニークに識別するため
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に用いることができる。ミーティングポイントサーバ１０８は、ドメイン名を持っていて
もよく、例えば、ｗｗｗ．ｐｗｔ．ｃｏｍである。ドメイン名は、ドメインネームシステ
ムによりＩＰアドレスに変換可能となっていてもよい。
【０１１１】
　一実施形態において、ＶｏＩＰアプリケーションなどのように、ミーティングポイント
サーバ１０８は、１６５．１１３．２２３．２等のＩＰアドレス又はウェブサイトアドレ
ス（例えばｗｗｗ．ｖｏｉｐ_ｍｏｂｉｌｅｐｈｏｎｅ．ｃｏｍ又はｗｗｗ．ｐｗｔ．ｃ
ｏｍ）等のドメイン名を有するパーソナルコンピュータであってもよい。一実施形態にお
いて、発信機器１００及び／又は受信機器１０２に接続するベースステーション１０６は
、ミーティングポイントサーバ１０８としても使用されてもよい。多くのミーティングポ
イント（位置又はチャネル）は、発信機器１００と受信機器１０２が出会い、交信を行う
ためのミーティングポイントサーバ１０８の内部に設定することができる。
【０１１２】
　一実施形態において、発信機器１００は、１１１１という電話番号を有していてもよい
。発信機器１００は、受信機器１０２に発呼し、受信機器１０２は、２２２２という電話
番号を有していてもよい。発信機器１００は、受信機器１０２の２２２２という電話番号
を含んでいてもよい短い着信トーンの形式の信号１１０を受信機器１０２に送信すること
により、受信機器１０２を呼び出す。
【０１１３】
　信号１１０を送信した後、発信機器１００は、ミーティングポイントサーバ１０８に接
続し、ミーティングポイントサーバ１０８は、１６５．１１３．２２３．２等のＩＰアド
レスを有していてもよい。ミーティングポイントサーバ１０８との接続は、適切なベース
ステーション１０６を介してであってもよい。ミーティングポイントサーバ１０８は、ミ
ーティングポイントサーバ１０８にて受信機器１０２とのコミュニケーションチャネルを
設定し、そのチャネルを発信機器に送信してもよい。
【０１１４】
　一実施形態において、発信機器１００，ミーティングポイントサーバ１０８及び受信機
器１０２との間で共通に保持される唯一の情報は、受信機器１０２の電話番号である。こ
の実施形態において、ミーティングポイントサーバ１０８のミーティングポイントチャネ
ルは、受信機器１０２の電話番号、すなわち２２２２に、ミーティングポイントサーバ１
０８のＩＰアドレス、すなわち１６５．１１３．２２３．２を組み合わせた形式のアドレ
スを有していてもよい。このように、ミーティングポイントチャネルのアドレスは、２２
２＠１６５．１１３．２２３．２という形式となってもよい。２２２２という数字は、受
信機器の番号から由来し、一方、ＩＰアドレス１６５．１１３．２２３．２はミーティン
グポイントサーバ１０８のアドレスから由来する。
【０１１５】
　一実施形態において、ミーティングポイントチャネルは、前もって準備され、受信機器
１０と発信機器１００との両方は、ミーティングポイントサーバ１０８のミーティングポ
イントのアドレスを知っている。この実施形態においては、２２２２という番号を有する
受信機器１０２が短い着信トーンを受信すると、受信機器１０２は、予め決められたある
いはデフォルトの２２２２＠１６５．１１３．２２３．２によって表わされるミーティン
グ位置に向かい、発信機器１００と通信を始める。この実施形態において、２２２２とい
う番号を有する受信機器は、２２２２＠１６５．１１３．２２３．２で表わされるチャネ
ルを所有していてもよく、それによってミーティングポイントの所有関係が確立する。
【０１１６】
　一実施形態において、受信機器１０２は、当然それ自身の電話番号とともに、ミーティ
ングポイントサーバ１０８のＩＰアドレスだけを知っていてもよい。この実施形態におい
て、発信機器１００と受信機器１０２の間には、信号１１０を受信機器１０２に送信する
ことは、ミーティングポイントサーバ１０８に待ち合わせのミーティングポイントチャネ
ルの存在が了解されるプロトコルが予め定められていてもよい。さらに、ミーティングポ
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イントチャネルのアドレスは、受信機器１０２の電話番号とミーティングポイントサーバ
１０８のＩＰアドレスから形成されることが了解されていてもよい。
【０１１７】
　この実施形態において、２２２２という電話番号を有する受信機器１０２が短い着信ト
ーンを受信すると、受信機器１０２は、ホーム呼び出しを行う。この実施形態において、
受信機器１０２は、ミーティングポイントサーバ１０８へ行き、ミーティングポイントサ
ーバ１０８は、受信機器１０２を２２２２＠１６５．１１３．２２３．２により表わされ
るそのホームミーティングポイントチャネルへ転送する。受信機器１０２は、発信機器１
００との通信を始める。このように、受信機器１０２は、それ自身の電話番号とミーティ
ングポイントサーバ１０８のアドレスとからミーティングポイントチャネルのアドレスを
復元することができる。
【０１１８】
　またさらに別の一実施形態において、信号１１０は、ミーティングポイントサーバ１０
８のミーティングポイントチャネルのアドレスを表わすトーンを含んでいてもよい。この
実施形態において、受信機器１０２は、ミーティングポイントサーバ１０８のアドレスを
知っていなくてもよい。この実施形態においては、むしろ、受信機器１０２は、信号１１
０のトーンを解釈し、ミーティングポイントサーバ１０８のミーティングポイントチャネ
ルのアドレスを復元することができるようになっていてもよい。
【０１１９】
　さらに、受信機器１０２は、信号１１０により表わされる呼び出しに応答することなく
、ミーティングポイントチャネルのアドレスを復元できるようになっていてもよい。これ
は、例えば、受信機器１０２が「発信者ＩＤ」を有するか又は受信機器１０２のディスプ
レイに発信機器１００の電話番号又は他の情報が表示される同様の機能を持っていてもよ
い場合である。あるいは、受信機器１０２は、信号１１０に応答し、ミーティングポイン
トサーバ１０８のミーティングポイントのアドレスを表わす情報を受信するのに充分長い
間、信号１１０を介して発信機器１００に接続し、その後、受信機器１０２は、通信を終
了する。
【０１２０】
　発信機器１００は、受信機器１０２の番号を知っている必要があるかもしれず、発信機
器１００と受信機器１０２との両方は、ゲートウェイ又はミーティングポイントサーバ１
０８の対応するＩＰアドレスを知っている必要があるかもしれない。発信機器１００は、
「ＶｏＩＰ　呼び出し」ボタンのクリックにより、発呼することができる。受信機器１０
２は、「ＶｏＩＰ　受付」ボタンにより呼を受信する。
【０１２１】
　一実施形態において、ＩＰアドレスを記憶する組み込み機能を有する、モバイルフォン
の送受話器又はゲートウェイ（又はＭＰＳ）モバイルフォンに専用の呼び出し形式は、２
２２２のように受信機器の番号である。この実施形態において、例えば、「ＶｏＩＰ　呼
び出し」ボタンを押すことにより、受信機器の番号に発呼する。ＩＰアドレスは電話の内
部に記憶されているので、ＩＰアドレスを明示的にタイプする必要がない。２２２２＠１
６５．１１３．２２３．２等の間接ミーティングポイントチャネル（ＩＭＰＣ）は短い着
信トーンの後自動的に確立されることができる。したがって、受信機器番号のみが使用者
に知られている必要がある。
【０１２２】
　一実施形態において、ゲートウェイＩＰアドレスを記憶する組み込み機能を有しないモ
バイルフォンの呼び出し形式は、２２２２＠１６５．１１３．２２３．２であってもよい
。「ＶｏＩＰ　呼び出し」ボタンを押した後、システムは、２２２２という受信機器番号
へ短い着信トーンを送信し、２２２２＠１６５．１１３．２２３．２としての間接ミーテ
ィングポイントチャネルを設定する。
【０１２３】
　一実施形態において、２２２２＠１６５．１１３．２２３．２のチャネルは、２つの分
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離した項目として入力されてもよい。受信機器１０２の番号、例えば、２２２２は、番号
フィールドに入力される。１６５．１１３．２２３．２等のＩＰアドレスは、例えば、ゲ
ートウェイフィールドに入力する。この呼び出し形式は、ゲートウェイＩＰアドレスがイ
ンターネットのどこかである場合にも使用することができ、デフォルトのＩＰアドレス、
例えば、１６５．１１３．２２３．２と異なる。このとき、ゲートウェイＩＰからデフォ
ルトＩＰアドレスに変換する機能が提供されてもよい。
【０１２４】
　モバイルフォンからの発呼は、デフォルトゲートウェイ又はデフォルトＩＰアドレスが
全く使用できなくても行うことができる。そのかわり、ベースステーション１０６又はイ
ンターネットのＶｏＩＰを備えるどのＰＣもミーティングポイントサーバ１０８として使
用することができる。その場合、発信機器１００は、受信機器１０２へ短い着信トーンを
送信し、ミーティングポイントのＩＰアドレスを送信できるようになっていなければなら
ない。これにより、間接ミーティングポイントチャネルが、デフォルトゲートウェイ無し
に確立できる。
【０１２５】
　ミーティングポイントサーバ１０８としてのデフォルトゲートウェイがあることにより
、短い信号（あるいは着信トーン）がゲートウェイにより即座に一意的に送信される。デ
フォルトゲートウェイが無いと、発信機器１００は、受信機器１０２にミーティングポイ
ントの情報を送信する必要があり、これはモバイルフォン内部のソフトウェアによりプロ
グラム可能である。
【０１２６】
　発信機器１００が受信機器１０２へ信号１１０を送信し、ミーティングポイントサーバ
１０８にミーティングポイントチャネルが確立したことを示した後に、発信機器１００も
ミーティングポイントチャネルに接続する。
【０１２７】
　一実施形態において、ミーティングポイントチャネルとゲートウェイはサーバで実現さ
れる。この実施形態においては、発信機器１００はサーバに接続し、サーバは受信機器１
０２に信号１１０を送信し、ミーティングポイントサーバ１０８にミーティングポイント
チャネルが確立したことを知らせる。一実施形態において、発信機器１００は、ミーティ
ングポイントチャネルのアドレスに転送される。ミーティングポイントチャネルのアドレ
スは、上述したように、受信機器１０２の電話番号とミーティングポイントサーバ１０８
のアドレスとの形式になっていてもよい。一実施形態において、ミーティングポイントサ
ーバ１０８は、他のミーティングの当事者を待つ間、ミーティング当事者に音楽や他の娯
楽を提供してもよい。
【０１２８】
　発信機器１００と通信を行うために、信号１１０を受信した後、受信機器１０２もミー
ティングポイントサーバ１０８でのミーティングポイントチャネルに接続する。もし、受
信機器１０２が発信機器１００よりも先にミーティングポイントに到達したときは、受信
機器１０２は受信機器１０２を待ってもよい。一実施形態において、ミーティングポイン
トチャネルは、受信機器１０２に「所有」される。この実施形態では、ミーティングポイ
ントチャネルの所有権を確立し、よりよい制御を提供し、混乱を避けることができる。
【０１２９】
　一実施形態において、発信機器１００又は受信機器１０２は自身の番号を発呼すること
によりミーティングポイントサーバ１０８にミーティングポイントチャネルを設定しても
よい。この実施形態において、ミーティングポイントサーバ１０８は、ミーティングポイ
ントチャネルを発信機器１００又は受信機器１０２の電話番号にミーティングポイントサ
ーバ１０８自身のアドレスを組み合わせた形式のアドレスでミーティングポイントチャネ
ルを設定する。自身の電話番号を発呼してミーティングポイントチャネルを設定すること
を、「ホーム呼び出し」と称する場合がある。一実施形態において、発信機器１００又は
受信機器１０２によりダイヤルされた番号は、プレフィックスとエクステンションを含む
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。
【０１３０】
　一実施形態において、ホーム呼び出しは、国内的及び国際的に使用可能であり、発信者
ＩＤの送信の方法が適合しないことによる障害を回避することができる。一実施形態にお
いて、ホーム呼び出しは、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）のメッセージのように
、別の通知方法を取ることを不要とする。一実施形態において、ホーム呼び出しは、受信
機器１０２にサービスを提供するネットワークと互換性のないものによりサービスが提供
される発信機器１００に使用することができる。一実施形態において、例えば、信号１１
０により、発信機器１００が受信機器１０２と互換性のないネットワークに接続されてい
ても、受信機器１０２に、誰かが通信を待っていることを通知することができる。
【０１３１】
　一実施形態において、信号１１０を送信した後、発信機器１００と受信機器１０２は、
ミーティングポイントサーバ１０８の固定したミーティングポイントチャネルにて合意す
る。固定したミーティングポイントチャネルのアドレスは、ミーティングポイントサーバ
１０８のＩＰアドレスの番号のように、一意の形式を有していてもよい。一実施形態にお
いて、通信に将来参加する者のおのおのが、固定したミーティングポイントチャネルのア
ドレスを知っていなければならない。
【０１３２】
　別の一実施形態においては、信号１１０を送信した後、ミーティングポイントサーバ１
０８は、発信機器１００と受信機器１０２との両方が空いているミーティングポイントチ
ャネルに接続するように準備する。この実施形態において、ミーティングポイントサーバ
１０８は、発信機器１００がミーティングポイントサーバ１０８に接続するとき発信機器
１０２を空いているミーティングポイントチャネルに接続するよう転送を行う。この実施
形態のために、ミーティングポイントサーバ１０８は、受信機器１０２の電話番号等の受
信機器１０２の識別番号を知っている必要があり、ミーティングポイントサーバ１０８は
、また、発信機器１００が待っている正しいミーティングポイントチャネルに受信機器１
０２を転送することができる。
【０１３３】
　別の一実施形態においては、置換番号は、ミーティングポイントサーバ１０８に登録さ
れた番号それぞれに関連づけられている。この実施形態において、信号１１０を送信した
後、ミーティングポイントチャネルは、置換番号を受信機器１０２の番号に使用して生成
される。信号１１０を受信した後は、受信機器１０２は、発信機器１００と出会って通信
を行うために置換番号を呼び出す。この実施形態において、それぞれの機器は、置換番号
と自身の電話番号の２つの番号を知っている必要がある。
【０１３４】
　一実施形態において、ミーティングポイントチャネルの所有者、すなわち受信機器１０
２は、いつでもミーティングポイントチャネルをクローズする権利を有していてもよい。
別の一実施形態においては、ミーティングポイントチャネルの所有者、すなわち受信機器
１０２は、通信を終了するためにミーティングポイントチャネルに接続している他の全て
の機器に問合わせをするようになっていてもよい。
【０１３５】
　別のものとして、受信機器１０２は、通信を切断してもよく、この場合には、発信機器
１００と受信機器１０２との間にさらなる通信が発生しない場合である。さらに別のもの
として、受信機器１０２は、別のミーティングポイントチャネルを反対の申し込みを行う
ことにより応答することもでき、その別のミーティングポイントチャネルに接続し、発信
機器１００の応答を待つ。もし、発信機器１００がその反対の申し込みを受け入れて、そ
の別のミーティングポイントチャネルに接続すると、受信機器１０２との通信がさらに始
まる。
【０１３６】
　トランシーバ１０４、ベースステーション１０６又はミーティングポイントサーバ１０
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８の全ては、受信機器１０２に受信される信号１１０を伝達することができる。信号１１
０は、ＧＳＭネットワークにより生成された着信トーンであるか、又は、受信機器１０２
が現在つながっているベースステーション、コンピュータ、公衆交換電話ネットワークゲ
ートウェイ、モデム又は公衆交換電話ネットワークに使う交換機により生成されてもよい
。
【０１３７】
　もし、ミーティングポイントサーバ１０８が短い着信トーンを生成するために使用され
るときには、着信トーンは、また、公衆交換電話ネットワークゲートウェイ、モデム又は
公衆交換電話ネットワークに使う交換機にて生成されることができる。最後に、短い着信
トーン信号は、間接通信システムに関連付けられたトランシーバ又はアンテナにより生成
されることができる。
【０１３８】
　図２に示されるように、間接通信システムに含まれるミーティングポイントサーバ２０
６は、生成器２１４，送信機２１６、ミーティングポイントクリエータ２１８、ミーティ
ングポイントチャネル２２０及び転送器２２２を含んでいてもよい。生成器２１４は、発
信機器１００からの情報に応じて信号２１２を生成する。生成された信号２１２は、２つ
の着信トーン又は短い信号である。送信機２１６は、受信機器２０２に、発信機器２００
からの情報に応じて通信が予見されることの通知をする通知機であり、ここに受信機器２
０２は、モバイルフォンであってもよく、また、発信機器２００もモバイルフォンであっ
てもよい。もし、発信機器２００がモバイルフォンであれば、発信機器２００は、通信が
予見されることを受信機器２０２に通知するために生成された信号を使用することにより
、通信料を減少するようにしてもよいが、実際の通信は他で行われる。
【０１３９】
　ミーティングポイントクリエータ２１８は、発信機器２００からの情報の応答としてミ
ーティングポイントチャネル２２０を生成する。ミーティングポイントチャネル２２０は
、発信機器２００がミーティングポイントサーバ２０８との接続を確立した後に生成され
てもよい。サーバのミーティングポイントチャネル２２０の確立により、発信機器２２０
からの信号２１０と受信機器２０２からの信号２１２がミーティングポイントチャネル２
２０で出会うことができ、ミーティングポイントチャネル２２０を介して発信機器２００
と受信機器２０２との間の通信経路が形成される。
【０１４０】
　しかし、通信は、発信機器２００から受信機器２０２へ直接行われないようになってい
てもよい。発信機器２００と受信機器２０２は、むしろ、それぞれミーティングポイント
チャネル２２０にて個々に通信を行い、ミーティングポイントチャネル２２０は、適切な
あて先にそれのそれぞれの通信を転送する。したがって、無線よりもＶｏＩＰを用いるイ
ンターネットなどのミーティングポイントチャネル２２０を通して通信が行われるので、
通信時間は減少するであろう。
【０１４１】
　ミーティングポイントチャネル２２０は転送器２２２を含んでいてもよい。転送器は、
発信機器２００からのボイスオーバインターネットのパケットに変換された音声を受信し
受信機器２０２へボイスオーバインターネットのパケットを転送することができ、また逆
もすることができる。ボイスオーバインターネットのパケットは、発信機器２００又は受
信機器２０２のいずれかから直接ミーティングポイントチャネル２２０へ送信される。Ｖ
ｏＩＰパケットは、パケットのあて先アドレスを発信機器２００又は受信機器２０２のい
ずれかの適切なアドレスに変えてあて先の機器に転送される。発信機器２００と受信機器
２０２との役割は逆にしても、一般性は失われない。
【０１４２】
　別の一実施形態においては、図３Ａに示されるように、間接通信システムは、ミーティ
ングポイントサーバ３０８ａを含み、ミーティングポイントサーバ３０８ａはベースステ
ーション３０６ａと３０７ａとを介して発信機器３００ａ又は受信機器３０２ａからの通
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信を受信することができるようになっている。発信機器３００ａ若しくは受信機器３０２
ａのいずれか又は両方は、モバイルフォンであってもよい。
【０１４３】
　発信機器３００ａは、１１１１という電話番号を有していてもよい。発信機器３００ア
は受信機器３０２ａへ発呼し、受信機器３０２ａは２２２２という電話番号を有していて
もよい。一実施形態においては、発信機器３００ａは、短い着信トーンの形式の信号３１
２ａを送信することにより、受信機器３０２ａに発呼し、信号３１２ａは、発信機器３０
０ａの発信者番号などの通知も情報を含んでいなくてもよい。
【０１４４】
　信号３１２ａを送信した後、発信機器３００ａはミーティングポイントサーバ３０８に
接続し、ミーティングポイントサーバ３０８は、１６５．１１３．２２３．２等のＩＰア
ドレスを有していてもよい。ミーティングポイントサーバ３０８ａとの接続は、適切なベ
ースステーション３０６ａを介してであってもよい。この実施形態においては、ミーティ
ングポイントサーバ３０８は、動的に受信機器３０２ａとの通信チャネルを設定し発信機
器をそのチャネルにおいて受信機器３０２ａを待ち状態としてもよい。ミーティングポイ
ントチャネルは、２２２２＠１６５．１１３．２２３．２であってもよく、最初の２２２
２という番号は、この場合、受信機器を特定するために使用してもよい。信号３１２ａか
ら何の情報も利用できない場合、受信機器の番号は、接続を完了するために使用すること
ができる。
【０１４５】
　２２２２という電話番号の受信機器３０２ａが短い着信トーンを受信した後、受信機器
３０２ａは、２２２２＠１６５．１１３．２２３．２等の自身の番号で発呼してもよい。
受信機器を用いて直接この呼をダイヤルすることにより、受信機器がミーティングポイン
トサーバ３０８ａに接続され、２２２２＠１６５．１１３．２２３．２というミーティン
グポイントチャネルへ転送がされ、発信機器３００ａとの通信が始まる。自身の番号をダ
イヤルすることはホーム呼び出しと称する。この実施形態においては、受信機器３０２ａ
はちょうど、家に行って誰かと会うかのようである。
【０１４６】
　別の一実施形態においては、発信機器３００ａは、直接２２２２＠１６５．１１３．２
２３．２をダイヤルして受信機器に発呼する。このアクションにより、発信機器は、１６
５．１１３．２２３．２というＩＰアドレスを特定してミーティングポイントサーバ３０
８ａに接続する。サーバ３０８ａは、そして、２２２２という番号の受信機器３０２ａに
信号３１２ａを送信してもよい。信号を送信した後、サーバ３０８ａは、２２２２＠１６
５．１１３．２２３．２というミーティングポイントを生成し、受信機器がホーム呼び出
しを行うのを待って受信機器をこのチャネルに入れる。
【０１４７】
　ベースステーション３０７のネットワークによっては、あるいは、発信機器３００ａは
音声データを取得して、それを「発信ＶｏＩＰパケット」に変換してもよい。この実施形
態において、ベースステーション３０７ａによる処理は、単にパケットをミーティングポ
イントサーバ内のミーティングポイントチャネルへ通過させることである。
【０１４８】
　別の一実施形態においては、発信と受信との両方の機器が、パラメータ又は組み込み機
能としてミーティングポイントサーバ３０８ａのＩＰアドレスを蓄積している時、ホーム
呼び出しの操作はその機器で自身の番号をダイヤルするのと同じである。
【０１４９】
　別の一実施形態においては、受信機器２２２２は、サーバ３０８ａの内部に２２２２＠
１６５．１１３．２２３．２というミーティングポイントチャネルを所有していてもよい
。ミーティングポイントの所有を確立することにより、ミーティングチャネルをいつでも
クローズしチャネルの内の人々の通信を終了させるなどの管理作業を所有者が行うことが
できるようになっていてもよい。
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【０１５０】
　別の一実施形態においては、図３Ｂに示されるように、間接通信システムは、ミーティ
ングポイントサーバ３０８を含んでいてもよく、ミーティングポイントサーバ３０８は、
ベースステーション３０６及び３０７を介して発信機器３００又は受信機器３０２から通
信を受信できるようになっている。発信機器３００又は受信機器３０２のいずれか、ある
いは、両方は、モバイルフォンであってもよい。
【０１５１】
　発信機器３００と受信機器３０２との両方は、信号３１２が発信機器３００から受信機
器３０２に送信された後に、ミーティングポイントサーバ３０８に接続してもよい。この
実施形態においては、信号３１２は、発信機器３００の発信者ＩＤ、ミーティングポイン
トサーバ３０８若しくは別のミーティングポイントのアドレス又はコールバックの番号な
どの通知若しくは情報を含んでいてもよい。
【０１５２】
　発信機器３００と受信機器３０２とがミーティングポイントサーバ３０８に接続した後
、発信機器３００と受信機器３０２とは、対向する者へ向けられた情報をミーティングポ
イントサーバ３０８へ送信することを開始してもよい。すると、ミーティングポイントサ
ーバ３０８は、発信機器２００又は受信機器３０２のそれぞれに通信を転送してもよい。
したがって、発信機器３００と受信機器３０２との両方が互いにミーティングポイントサ
ーバ３０８を通じてＶｏＩＰで通信することができ、通信時間を減少させることができ、
これにより、通信のコストを下げ、電話通信の品質を上げることができる。
【０１５３】
　一実施形態において、転送は、次のように行われる。発信機器３００が、受信機器３０
２に短い着信トーンを送信し、ベースステーション３０６に接続する。ベースステーショ
ン３０６は、ＢＳ１_ＩＰ等のＩＰアドレスを有していてもよい。ＢＳ１_ＩＰというアド
レスの詳細は、発信機器３００がベースステーション３０６に接続するときに発信機器３
００により知られているようになっていてもよい。短い着信トーンを受信した後、受信機
器３０２は、ベースステーション３０７に接続する。ベースステーション３０７は、ＢＳ
２_ＩＰ等のＩＰアドレスを有していてもよい。
【０１５４】
　ミーティングポイントサーバ３０８は、１６５．１１３．２２３．２等のＩＰアドレス
にてインターネット上に配置されていてもよい。ミーティングポイントサーバ３０８のＩ
Ｐアドレスは、発信機器３００若しくはベースステーション３０６又は両方に知られてい
てもよい。発信機器３００は、ＢＳ１_ＩＰというＩＰアドレスでベースステーション３
０６に接続する。ＢＳ１_ＩＰというＩＰアドレスのベースステーション３０６は、発信
機器３００から音声データを取得し、それを「発信ＶｏＩＰパケット」に変換する。発信
ＩＰパケットは、ヘッダを有し、それにしたがって発信ＩＰパケットはＢＳ１_ＩＰとい
うＩＰアドレスのベースステーション３０６からミーティングポイントサーバ３０８のＩ
Ｐアドレス（例えば、１６５．１１３．２２３．２）へ送信される。ＢＳ１_ＩＰという
ＩＰアドレスのベースステーション３０６は、ミーティングポイントサーバ３０８へこの
パケットを送信する。
【０１５５】
　ＢＳ１_ＩＰというＩＰアドレスのベースステーション３０６からの発信パケットがミ
ーティングポイントサーバ３０８に到達するとき、ミーティングポイントサーバ３０８は
、ＩＰパケットのヘッダのあて先のアドレスを変える。ミーティングポイントサーバ３０
８は、１６５．１１３．２２３．２というミーティングポイントサーバ３０８のあて先ア
ドレスから、ＢＳ２_ＩＰという、受信機器３０２と関連付けられたベースステーション
３０７のＩＰアドレスに変える。ミーティングポイントサーバ３０８は、そしてベースス
テーション３０７へＩＰパケットを送信する。
【０１５６】
　ＢＳ２_ＩＰというアドレスのベースステーション３０７がパケットを受信するとき、
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それは到着ＶｏＩＰパケットと考えて音声コンテンツを受信機器３０２に転送する。この
ようにして、発信機器３００から受信機器３０２への通信が確立する。同様に、受信機器
３０２から発信機器３００への、すなわち逆方向の通信が、ミーティングポイントサーバ
３０８のアドレスである１６５．１１３．２２３．２から受信機器３００に関連付けられ
たベースステーション３０６のＩＰアドレスであるＢＳ１_ＩＰにそれぞれのＩＰパケッ
トのあて先アドレスを変えることにより、確立することができる。発信機器３００と受信
機器３０２との役割が決められていても、一般性を失わない。
【０１５７】
　図４に示すように、間接通信システムに含まれるミーティングポイントサーバ４０８は
、生成器４１４、送信器４１６、ミーティングポイントクリエータ４１８、ミーティング
ポイントチャネル４２０と転送器４２２を含んでいてもよい。生成器４１４は、発信機器
３００からの情報に応じて信号を生成する。生成された信号は、２つの着信トーン又は短
い信号である。送信器４１６は、発信機器からの情報に応じて通信が予見されることを受
信機器に通知する通知器である。したがって、もし発信機器がモバイルフォンであれば、
発信機器は生成された信号を通信が予見されることを受信機器に通知するために使用する
ことにより通信料を減少させることができる。
【０１５８】
　ミーティングポイントクリエータ４１８は、発信機器からの情報に応じてミーティング
ポイントチャネル４２０を生成する。ミーティングポイントチャネル４２０は、発信機器
がミーティングポイントサーバ４０８との接続を確立した後に生成されてもよい。ミーテ
ィングポイントサーバ４０８にミーティングポイントチャネル４２０が確立することによ
り、発信機器と受信機器とが、通信時間をさらに使わずに、ミーティングポイントチャネ
ル４２０で出会って通信を行うことができる。
【０１５９】
　図５には、発信機器５００と受信機器５０２とをまた含む間接通信システムに含まれる
ベースステーション５０６が示されており、他の機器と同様に、発信機器５００はモバイ
ルフォンであってもよく、受信機器５０２もモバイルフォンであってもよい。ベースステ
ーション５０６は、トランシーバを有するコンピュータであってもよく、発信機器５００
又は受信機器５０２のいずれかへの接続には、ＶｏＩＰ機能、公衆交換電話ネットワーク
、モデム、及び／又は、公衆交換電話ネットワークへつなぐ交換機を備えている。ベース
ステーション５０６は、信号５１２を、発信機器５００から情報を受信すると、送信する
ことができるようになっている。信号５１２は、通信が予見されることを受信機器５０２
に通知することができるようになっている。発信機器５００及び受信機器５０２の役割は
決められていても、一般性を失わない。
【０１６０】
　図６には、発信機器６００と受信機器６０２とをも含む間接通信システムに含まれるト
ランシーバ６０４が示されており、他の機器と同様に、発信機器６００はモバイルフォン
であってもよく、受信機器５０２もモバイルフォンであってもよい。トランシーバ６０４
は、アンテナにより表現されているが、発信機器６００からの情報があると直ちに信号６
１２を送信することができるようになっている。信号６１２は、受信機器６０２にブロー
ドキャストを介して通信が予見されることを通知することができるようになっている。発
信機器６００と受信機器６０２との役割は決められていても、一般性を失わない。
【０１６１】
　図７には、発信機器７００と受信機器７０２とをも含む間接通信システムに含まれるミ
ーティングポイントサーバ７０８が示されており、他の機器と同様に、発信機器７００は
モバイルフォンであってもよく、受信機器７０２もモバイルフォンであってもよい。ミー
ティングポイントサーバ７０８は、例えばインターネット上のコンピュータであり、アド
レス又はドメイン名を有しており、又は、ベースステーションである。アドレスは、ベー
スステーションのアドレスと混乱しないように固定されていてもよい。あるいは、ミーテ
ィングポイントサーバ７０８のドメイン名は、一定に保たれ、アドレスは、変化してもよ
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いようになっている。
【０１６２】
　ミーティングポイントサーバ７０８は、また、公衆交換電話ネットワークゲートウェイ
、モデム、及び／又は、ミーティングポイントサーバ７０８に関連する交換機を備えてい
てもよい。ミーティングポイントサーバ７０８は、信号７１２を送信できるようになって
いる。信号７１２は、通信が予見されることを受信機器７０２に通知することができるよ
うになっている。ミーティングポイントサーバ７０８は、発信機器７００からそこに送信
されたパケットを受信機器７０２に転送し、また逆も行う。発信機器７００及び受信機器
７０２の役割は決められていても、一般性を失わない。
【０１６３】
　図８には、受信機器８０２をも含む間接通信システムに含まれ発信機器８００が示され
ており、他の機器と同様に、受信機器８０２もモバイルフォンであってもよい。発信機器
８００は、信号８１２を生成することができる。生成された信号８１２は、モバイル通信
のための大域システム（ＧＳＭ）ネットワークを介して受信される。発信機器８００は、
直接又はベースステーション若しくは公衆交換電話ネットワークを介して、短い、２つの
、信号を送信し、インターネットに接続し、及び、ミーティングポイントチャネルを設定
するためのハードウェア若しくはソフトウェアが備えていてもよい。
【０１６４】
　ソフトウェアは、発信機器８００及び受信機器８０２へ携帯電話ネットワークを介して
ダウンロードすることができ、ここに発信機器８００及び受信機器８０２はモバイルフォ
ンであってもよい。この場合、発信機器８００及び受信機器８０２は、ソフトウェアをダ
ウンロードするための第三者によりプログラムされコントロールされるようになっていて
もよい。ソフトウェアは、メニュー、インターフェース、ラジオボックス、チェックボッ
クス及びオプションの押しボタンを含んでいてもよい。発信機器８００及び受信機器８０
２はまた、短い２つの信号を携帯電話ネットワークに送信した後、ミーティングポイント
チャネルへ切り替えるためのスイッチを有していてもよい。
【０１６５】
　発信機器８００及び受信機器８０２は、デフォルトゲートウェイなどのミーティングポ
イントサーバのアドレスを蓄積する組み込み機能を有していてもよい。その場合、アドレ
スを明示的にタイプする必要がない。唯一、受信機器８０２の電話番号が、ミーティング
ポイントサーバのアドレスを形成するために必要である。発信機器８００及び受信機器８
０２の役割は決められていても、一般性を失わない。
【０１６６】
　図９に示されるように、ミーティングポイントサーバ９０８は、ミーティングポイント
チャネルを含む。発信機器９００は、受信機器への呼び出しを設定するためにミーティン
グポイントサーバ９０８を呼び出し、ここに発信機器９００は、モバイルフォンであって
よく、受信機器もモバイルフォンであってもよい。ミーティングポイントサーバ９０８は
、複数の通信のために複数のミーティングポイントチャネル９２０を有していてもよい。
ミーティングポイントチャネル９２０は、受信機器のアドレス及びインターネットプロト
コルアドレス又はドメインネームシステム名の何れかにより特定される。典型的なミーテ
ィングポイントチャネル９２０を特定するチャネルは、電子メールアドレスの形式である
。
【０１６７】
　もし、受信機器の電話番号が２２２２２であり、インターネットプロトコルアドレスが
１６５．１１３．２２３．２であるか又はドメインネームシステム名がｗｗｗ．ｍｐｓ_
ＶｏＩＰ．ｃｏｍであれば、チャネルロケーションは２２２２２＠１６５．１１３．２２
３．２又は２２２２２＠ｗｗｗ．ｍｐｓ_ＶｏＩＰ．ｃｏｍとなる。したがって、受信機
器は、ミーティングポイントサーバ９０８に接続した後、チャネル９２０に接続するため
に必要な情報を有し、ミーティングポイントサーバは、発信機器９００への呼び出しを完
了することになる。
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【０１６８】
　図１０には、ミーティングポイントチャネル１０２０を有するミーティングポイントサ
ーバ１００８が示されている。ミーティングポイントチャネル１０２０がミーティングポ
イントサーバ１００８に作られた後、発信機器１０００及び受信機器１００２がミーティ
ングポイントチャネル１０２０にて出会い、ここに発信機器１０００は、モバイルフォン
であってもよく、及び受信機器１００２も、モバイルフォンであってもよい。発信機器１
０００及び受信機器１００２の役割は決められていても、一般性を失わない。
【０１６９】
　図１１には、ミーティングポイントクリエータ１１１８及び別のミーティングポイント
チャネル１１２０を含むミーティングポイントサーバ１１０８が示されている。別のミー
ティングチャネル１１２０は、受信機器１０２が「別のミーティングポイントロケーショ
ン」を選択すると作られる。ミーティングポイントクリエータ１１１８は、別のミーティ
ングポイントチャネル１１２０を作る。時として、別のミーティングポイントチャネル１
１２０は、インターネット上のどこか別のミーティングポイントサーバに作られてもよい
。
【０１７０】
　別のミーティングポイントチャネル１１２０は、発信機器１１００及び受信機器１１０
２から接続を受け、ここに、発信機器１１００はモバイルフォンであってもよく、受信機
器１１０２もモバイルフォンであってもよい。したがって、別のミーティングポイントチ
ャネル１１２０の利点は、通信が、ミーティングポイントサーバ１１０８内のどのチャネ
ルでも確立することができることである。発信機器１１００及び受信機器１１０２の役割
は決められていても、一般性を失わない。
【０１７１】
　別の一実施形態においては、図１２に示すように、間接通信システムは、専用のミーテ
ィングポイントサーバ１２０８を含む。ミーティングポイントサーバ１２０８は、ＶｏＩ
Ｐ機能を有するパーソナルコンピュータ１２００から情報を受信することができるように
なっている。受信される情報は、受信機器１２０２及びゲートウェイフィールドにおいて
、例えば８８．１６９．１１．１等のインターネットプロトコルアドレスを含み、ここに
受信機器１２０２はモバイルフォンであってもよい。専用のミーティングポイントサーバ
１２０８を有することにより、ミーティングポイントサーバ１２０８は、２つの着信トー
ン又は短い信号１２１２を送信することができるようになる。
【０１７２】
　コンピュータ１２００は、ミーティングポイントサーバ１２０８内のミーティングポイ
ントチャネル１２２０に受信機器１２０２が接続するのを待ってもよい。ミーティングポ
イントサーバ１２０８は、また、ベースステーション１２０６を介して受信機器１２０２
から接続を受信できるようになっている。ベースステーション１２０６は、受信機器１２
０２に最も近いベースステーションである。コンピュータ１２００は、したがって、別の
モバイルフォンとＶｏＩＰを使用して通信を行うことができ、受信機器がどこに位置して
いるかを実際に知る必要がない。
【０１７３】
　別の一実施形態においては、図１３に示すように、間接通信システムはミーティングポ
イントサーバ１３０８を含む。ミーティングポイントサーバ１３０８は、ミーティングポ
イントサーバ１３０８にＶｏＩＰ機能を有するコンピュータ１３０２へ接続するよう命令
するベースステーション１３０６を介して、発信機器１３００から情報を受信できるよう
になっており、発信機器１３００は、モバイルフォンであってもよい。この情報は、コン
ピュータ１３０２及びミーティングポイントサーバ１３０８のアドレスを含む。ミーティ
ングポイントサーバ１３０８は、ミーティングポイントチャネル１３２０がコンピュータ
１３０２のアドレス及びミーティングポイントサーバ１３０８のアドレスにより識別でき
るようにする。
【０１７４】
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　もし、例えば、コンピュータ１３０２のアドレスが６６．１６８．１００．２であり、
ミーティングポイントサーバ１３０８のアドレスが２５０．１９．２．１０であれば、ミ
ーティングポイントチャネルのアドレスは、６６．１６８．１００．２＠２５０．１９．
２．１０になる。一実施形態においては、コンピュータ１３０２は、ミーティングポイン
トでもあり得るようになっている。この場合、発信機器１３００は、受信コンピュータ１
３０２のアドレスを入力し、発信機器１３００がコンピュータ１３０２へベースステーシ
ョンを介して直接接続できるようになる。
【０１７５】
　ブロードバンド及びＶｏＩＰを備えるＰＣは、発信機器１３００からも呼び出されるよ
うになっていてもよい。直接ＶｏＩＰ呼び出しをする場合、６６．１６８．１００．２等
の受信コンピュータ１３０２のＩＰアドレスは、発信機器１３００にて入力される。この
場合、ミーティングポイントは、受信コンピュータ（すなわち６６．１６８．１００．２
）にある。
【０１７６】
　あるいは、ミーティングポイントサーバ１３０８を介して呼び出す場合には、６６．１
６８．１００．２等の受信コンピュータ１３０２のＩＰアドレス又は１６５．１１３．２
２３．２等のミーティングポイントサーバ１３０８のＩＰアドレスが入力されるようにす
ることができる。別の一実施形態においては、ミーティングポイントサーバ１３０８のＩ
Ｐアドレスは、専用のＭＰＳ又はＶｏＩＰを備える他の如何なるＰＣとすることもできる
。また、アプリケーションの観点からは、ＶｏＩＰを備えるＰＣはＳＩＰフォンと同等で
あり、この節での通信フォーマットはまた、ＳＩＰフォンに応用できる。
【０１７７】
　別の一実施形態においては、図１４に示すように、間接通信システムは、ミーティング
ポイントサーバ１４０８を用いてモデムを備える発信コンピュータ１４００と受信機器１
４０２との間の接続を確立し、ここに受信機器１４０２は、モバイルフォンであってもよ
い。ミーティングポイントサーバ１４０８は、モデムを有する発信コンピュータ１４００
から、受信機器１４０２に通信が予見されることを通知する情報を受信する。情報は、受
信機器１４０２の電話番号及びミーティングポイントサーバ１４０８のアドレスを含む。
【０１７８】
　ミーティングポイントサーバ１４０８は、生成された信号１４１２を受信機器１４０２
に送信する。ミーティングポイントサーバ１４０８は、受信機器１４０２の電話番号及び
ミーティングポイントサーバ１４０８のアドレスに基づいてミーティングポイントチャネ
ル１４２０を生成する。発信コンピュータ１４００は、ミーティングポイントサーバ１４
０８への接続が確立した後、受信機器１４０２がミーティングポイントサーバ１４０８に
接続するまで待つ。ミーティングポイントサーバ１４０８は、発信コンピュータ１４００
からミーティングポイントサーバ１４０８に向けられたＶｏＩＰパケットを受信し、受信
機器１４０２へＶｏＩＰパケットを転送することができるようになっている。したがって
、システムは、モバイルフォンがインターネット上の別の機器と通信ができるようにしつ
つ費用の節約と通話品質を保つことができる。
【０１７９】
　一実施形態において、モバイルフォンは、ＰＣから呼び出されるようになっていてもよ
く、ＰＣはブロードバンドとＶｏＩＰを備えていてもよい。この実施形態においては、Ｖ
ｏＩＰクライアント（ソフトウェア）が、起動され、２２２２等の受信機器の番号がミー
ティングポイントサーバ（ＭＰＳ）の８８．１９２．１６８．１１．１等のＩＰアドレス
とともに入力される。ＩＴＵ　Ｈ．３２３標準で特定される多くのＶｏＩＰソフトウェア
クライアントは、電話番号及びゲートウェイアドレスのフィールドを有する。もし、ＭＰ
Ｓが専用のＭＰＳであれば、ＭＰＳは短い着信トーンを生成し受信機器からの接続を待つ
ことができる。
【０１８０】
　別の一実施形態においては、図１５に示すように、間接通信システムは、信号１５１２
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を送信しミーティングポイントチャネル１５２０を生成することができるようになってい
るミーティングポイントサーバ１５０８を含む。信号１５１２は、ミーティングポイント
サーバ１５０８がベースステーション１５０６を介して発信機器１５００から情報を受信
する時に生成され、ここに発信機器１５０６はモバイルフォンであってもよい。情報は、
受信コンピュータ１５０２及びミーティングポイントサーバ１５０８のアドレスを含み、
受信コンピュータ１５０２はモデムを有する。
【０１８１】
　ミーティングポイントサーバ１５０８は、生成された信号を受信コンピュータ１５０２
へ送信する。ミーティングポイントチャネル１５２０は、ミーティングポイントサーバ１
５０８の中にあり、ベースステーション１５０６からのＶｏＩＰパケットを受信できるよ
うになっている。ベースステーション１５０６は、発信機器１５００から受信される音声
データをＶｏＩＰパケットへ変換する。ミーティングポイントサーバ１５０８は、ミーテ
ィングポイントサーバ１５０８へ向けられたＶｏＩＰパケットを、モデム１５０１を備え
る受信コンピュータ１５０２へ転送する。
【０１８２】
　別の一実施形態においては、図１６に示すように、間接通信システムは、ＰＳＴＮゲー
トウェイ１６３０を含むミーティングポイントサーバ１６０８を含む。ミーティングポイ
ントサーバ１６０８は、ＰＳＴＮゲートウェイ１６３０を介して公衆回線電話ネットワー
クを使用する電話機１６００等の発信機器からの通信を受信できるようになっている。ミ
ーティングポイントサーバ１６０８はまた、ベースステーション１６０６を介して、受信
機器１６０２からの通信を受信できるようになっており、ここに受信機器１６０２は、モ
バイルフォンであってもよい。ミーティングポイントサーバ１６０８はまた、電話機１６
００からの情報を受信するとＰＳＴＮゲートウェイ１６３０を介して公衆交換電話ネット
ワークを使用する電話機１６００から受信機器１６０２へ信号を送信できるようになって
いる。情報は、受信機器１６０２の電話番号及びミーティングポイントサーバ１６０８の
アドレスを含む。
【０１８３】
　ミーティングポイントサーバ１６０８は、ミーティングポイントチャネル１６２０を生
成する。受信機器１６０２の電話番号とミーティングポイントサーバのアドレスはミーテ
ィングポイントチャネル１６２０を特定するために組み合わされる。ミーティングポイン
トチャネル１６２０はＶｏＩＰパケットを受信できるようになっており、そのＶｏＩＰパ
ケットは、ＰＳＴＮゲートウェイにてＰＳＴＮライン１６０１を使って発信機器から受信
されたときに変換されたものである。ミーティングポイントチャネル１６２０は、最も近
くのベースステーション１６０６へ、またベースステーション１６０６から受信機器１６
０２へＶｏＩＰパケットを転送できるようになっている。したがって、公衆交換電話ネッ
トワーク線を用いる電話機１６００は、受信機器１６０２を呼び出すことができ、これに
より、モバイルフォンが低コストの通信を受けることができ、品質のある電話呼び出しを
受けることができる。
【０１８４】
　一実施形態においては、公衆交換電話ネットワーク線（通常の電話線）に例えばモデム
を用いて接続されたパーソナルコンピュータ（ＰＣ）は、ダイヤルアップネットワークを
通じてインターネット接続をするために使用できる。この実施形態においては、ＰＣは、
モデムを通じてインターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）へ番号をダイヤルする。Ｉ
ＳＰは、公衆交換電話ネットワーク線を介してＰＣへインターネットアクセスを提供する
。インターネットに接続すると、ＶｏＩＰソフトウェアクライアントは、モバイルフォン
を呼び出すために使用することができる。このプロセスは、ＰＣ（ブロードバンドとＶｏ
ＩＰを備えている）からモバイルフォンへの呼び出しと同じである。
【０１８５】
　別の一実施形態においては、公衆交換電話ネットワーク線に接続されダイヤルアップネ
ットワークを備えたコンピュータは、モバイルフォンから呼び出されてもよい。まず、モ
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バイルフォンが１２３４５６＠１６５．１１３．２２３．２等の呼び出し形式を作成し、
ここに１２３４５６は公衆交換電話ネットワークの電話番号である。ＭＰＳは、短い信号
をモデムに送信し、通信を終了する。特定のソフトウェアを備えたモデムは、ＰＣをアク
ティベートしインターネットとＭＳＰに接続させ、ＶｏＩＰを使った会話を可能にする。
【０１８６】
　別の一実施形態においては、モバイルフォンは、直接インターネットアクセスができな
い公衆交換電話ネットワーク等の単独の公衆交換電話ネットワークから呼び出されてもよ
い。この実施形態においては、公衆交換電話ネットワークゲートウェイはＭＰＳの内部に
インストールされていてもよい。例えば、もし公衆交換電話ネットワークゲートウェイの
電話番号が４６４５３０であり、モバイルフォンの番号が例えば２２２２であれば、最初
の番号は電話機１２３４５６とＭＰＳ（すなわち、４６４５３０）内部の公衆交換電話ネ
ットワークゲートウェイとの接続を形成するために使用することができる。一旦ＭＰＳに
接続すると、ＭＰＳは短い信号をモバイルフォンに生成し、２２２２＠１６５．１１３．
２２３．２のミーティングポイントチャネルを生成することによりモバイルフォンと最終
的な接続を行う。
【０１８７】
　別の一実施形態においては、直接インターネットアクセスができない公衆交換電話ネッ
トワーク等の単独の公衆交換電話ネットワークは、モバイルフォンから呼び出されること
ができる。この実施形態においては、公衆交換電話ネットワークゲートウェイは、４５４
５３０という番号を有するＭＰＳの内部にインストールされていてもよい。モバイルフォ
ン（番号２２２２）は、ＭＰＳ及び公衆交換電話ネットワークゲートウェイを通じて単独
の公衆交換電話ネットワークに呼び出しを行うことができる。まず、単独の公衆交換電話
ネットワークの番号、例えば１２３４５６、が入力され、「ＰＳＴＮ呼び出し」ボタン又
は同様の選択が押下される。モバイルフォンは、ＭＰＳに接続し２２２２＠１６５．１１
３．２２３．２等のミーティングポイントチャネルを形成する。番号１２３４５６を入力
し「ＰＳＴＮ呼び出し」を押下し、モバイルフォンは、ＭＰＳ及び公衆交換電話ネットワ
ークゲートウェイに１２３４５６をダイヤルアウトするように命令する。
【０１８８】
　別の一実施形態においては、図１７に示すように間接通信システムは、一時的なミーテ
ィングポイントチャネル１７２０を有するミーティングポイントサーバ１７０８を含む。
ミーティングポイントサーバ１７０８は、ＰＳＴＮゲートウェイ１７３０及びＰＳＴＮ線
１７１２により電話機１７０２に接続されている。ミーティングポイントサーバ１７０８
は、ベースステーションを介した発信機器１７００と、ＰＳＴＮ線１７１２を使用する電
話機１７０２と、の間の接続をサポートできるようになっており、ここに発信機器１７０
０は、モバイルフォンであってもよい。
【０１８９】
　ミーティングポイントサーバ１７０８は、発信機器１７００からベースステーション１
７０６を介して情報を受信した後、信号を生成し電話機１７０２へ送信する。その情報は
、電話機１７０２の電話番号及びミーティングポイントサーバ１７０８のアドレスの組み
合わせの形式のミーティングポイントチャネル１７２０のアドレスを含む。ミーティング
ポイントチャネル１７２０は、ＶｏＩＰパケットを受信することができるようになってお
り、そのＶｏＩＰパケットは、ベースステーション１７０６にて音声データが発信機器１
７００から受信されたときに変換されたものである。ミーティングポイントチャネル１７
２０は、また、ＶｏＩＰパケットをＰＳＴＮゲートウェイ１７３０に転送できるようにな
っている。ＰＳＴＮゲートウェイ１７３０は、ＶｏＩＰソフトウェアを使用してパケット
を音声データに変換し電話機１７０２へ送信する。
【０１９０】
　別の一実施形態においては、図１８に示すように、間接通信システムは、発信ＶｏＩＰ
パケットを受信し発信ＶｏＩＰパケットを転送できるようになっているミーティングポイ
ントサーバ１８０８を含む。受信された発信ＶｏＩＰパケットは、発信機器１８００のベ
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ースステーション１８０６から受信され、ここに発信機器１８００はモバイルフォンであ
ってもよい。受信の発信ＶｏＩＰパケットは、ＩＰヘッダを含む。ＩＰヘッダは、あて先
アドレス及び送信元アドレスを含む。あて先アドレスは、ミーティングポイントサーバ１
６０８のアドレスである。送信元アドレスは、発信機器１８００のベースステーションの
アドレスである。
【０１９１】
　ミーティングポイントサーバ１８０８は、あて先アドレスをミーティングポイントサー
バ１８０８のアドレスから受信機器１８０２のベースステーション１８０７のアドレスに
変えることにより、バケットを受信機器１８０２のベースステーション１８０７へ転送し
、受信機器１８０２もモバイルフォンであってもよい。ミーティングポイントサーバ１８
０８はまた、送信元アドレスを発信機器１８００のベースステーション１８０６のアドレ
スからミーティングポイントサーバ１８０８のアドレスに変える。この実施形態によれば
、モバイルフォンがインターネットを使用するいかなる機器とも通信できる。発信機器１
８００と受信機器１８０２との役割は決められていても、一般性を失わない。
【０１９２】
　図１９には、間接通信方法の処理チャートが示されている。動作１９００において、処
理が開始する。動作１９０２において、信号が受信機器に送信され、受信機器に今後を通
知する。動作１９０４において、発信機器はミーティングポイントサーバに接続する。動
作１９０６において、ミーティングポイントサーバは、間接ミーティングポイントチャネ
ルを生成する。動作１９０８において、受信機器は、間接ミーティングポイントサーバに
接続する。動作１９１０において、発信機器から受信されたパケットは、ミーティングポ
イントチャネルにて受信機器へ転送される。動作１９１２において、処理が終了する。
【０１９３】
　図２０には、間接通信方法の一実施形態に用いるためのアドレス生成の処理チャートが
示されている。動作２０００において、処理が開始する。動作２００２において、ミーテ
ィングポイントサーバの公衆交換電話ネットワーク番号が入力される。動作２００４にお
いて、モバイル機器の番号が入力される。動作２００６において、ミーティングポイント
サーバは、モバイル機器の番号を受信する。動作２００８において、ミーティングポイン
トサーバは、短い２つの着信トーン、サーバのアドレス及びモバイルフォンの番号を含む
信号を生成する。動作２０１０において、モバイル機器は、信号を受信する。動作２０１
２において、モバイル受信機器は、ミーティングポイントサーバに接続する。動作２０１
４において、ミーティングポイントサーバは発信機器から受信されたパケットを受信機器
へ転送する。動作２０１６において、処理が終了する。
【０１９４】
　図２１には、間接通信方法の一実施形態に用いるためのパケットの転送の処理が示され
ている。動作２１００において、処理が開始する。動作２１０２において、ミーティング
ポイントサーバは、発信機器から到着するパケットを受信する。動作２１０４において、
ミーティングポイントサーバは、到着パケットを、あて先アドレスを受信機器のアドレス
に置換し送信元アドレスをミーティングポイントサーバのアドレスに置換することにより
、発信パケットに変換する。動作２１０６において、ミーティングポイントサーバは、発
信機器から受信された発信パケットを受信機器へ送信する。動作２１０８において、処理
が終了する。
【０１９５】
　図２２には、間接通信方法の一実施形態に用いるためのミーティングポイントチャネル
を設定する処理が示されている。動作２２００において、処理が開始する。動作２２０２
において、ミーティングポイントサーバは、受信機器の番号及びＶｏＩＰ呼び出しを受信
する。動作２２０４において、ミーティングポイントサーバは、ミーティングポイントチ
ャネルを設定する。動作２２０８において、ミーティングポイントサーバは、受信機器の
番号及びミーティングポイントサーバのアドレスから構成されるミーティングポイントチ
ャネルのアドレスをする。動作２２１０において、処理が終了する。
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【０１９６】
　図２３には、間接通信方法の一実施形態に用いるための電話呼び出しを設定する処理が
示されている。動作２３００において、処理が開始する。動作２３０２において、ＶｏＩ
Ｐ呼び出しボタンが発信機器で押下される。動作２３０３において、発信機器がサーバに
接続する。動作２３０４において、発信機器が受信機器へ信号を送信する。動作２３０６
において、受信機器が話中でなければ、受信機器は、呼び出しを拒否するか、呼び出しを
受け入れるか、別のミーティングポイントを逆に提案するかのいずれかを行う。動作２３
０８において、受信機器は、拒否する。動作２３１０において、受信機器は、受け入れ、
ミーティングポイントサーバに接続する。動作２３１２において、受信機器は、別のミー
ティングポイントを逆に提案し、別のミーティングポイントに接続する。動作２３１４に
おいて、動作２３０８の拒否メッセージがミーティングポイントサーバに送信される。動
作２３１６において、処理が終了する。
【０１９７】
　図２４には、発信機器２４００と複数の受信機器２４０２との接続を、会議通話の間な
どに、サポートすることができるようになっているミーティングポイントサーバ２４０８
が示されている。この場合、ミーティングポイントサーバ２４０８は、ミーティングポイ
ントチャネル２４２０の内部で発信機器２４００から受信されたパケットそれぞれをコピ
ーし、コピーをミーティングポイントチャネル２４２０に接続されている個々の受信機器
２４０２へ転送する。
【０１９８】
　受信機器２４０２のそれぞれは、短い２つのトーン信号を受信するが、その短い２つの
トーン信号に応答せずあるいは直ちに通信を終了しミーティングポイントサーバ２４０８
に接続する。このようにして、受信機器２４０２のそれぞれは、発信機器２４００から受
信する。モバイルフォンは、会議通話が既に進行しているときも会議通話に参加すること
ができる。これは、ミーティングポイントチャネル又は主催者モバイルフォンと接続を行
うことで実行できる。通常の状況では、ミーティングポイントチャネルが「２２２２＠１
６５．１１３．２２３．２」であれば、主催者モバイルフォンの番号は２２２２である。
したがって、本実施形態の利点は、間接通信システムにより、如何なるモバイル機器も複
数の機器と、ボイスオーバインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）によりなどして、ミー
ティングポイントサーバ２４０８を通じて通信し、無線通信の使用を避けることができる
。
【０１９９】
　図２５には、複数の発信機器２５００と複数の受信機器２５０２との接続を、会議通話
の間などに、サポートすることができるようになっているミーティングポイントサーバ２
５０８が示されている。この場合、ミーティングポイントサーバ２５０８は、ミーティン
グポイントチャネル２５２０内部で発信機器２５００のそれぞれから受信されたそれぞれ
のパケットをコピーして、ミーティングポイントチャネル２５２０にてコピーを個々の受
信機器２５０２に転送する。ミーティングポイントサーバ２５０８は、さらに、複数のミ
ーティングポイントチャネル２５２０をサポートすることができる。ミーティングポイン
トチャネル２５２０のぞれぞれは、そして、複数の、発信機器２５００又は受信機器２５
０２をサポートできる。発信機器２５００及び受信機器２５０２は、同様に動作し、ただ
ミーティングポイントサーバ２５０８から又はミーティングポイントサーバ２５０８への
通信の流れが異なる。
【０２００】
　受信機器２５０２のそれぞれは、短い２つのトーン信号を受信するが、その短い２つの
トーン信号に応答せずあるいは直ちに通信を終了しミーティングポイントサーバ２５０８
に接続する。このようにして、受信機器２５０２のそれぞれは、発信機器２５００から受
信する。したがって、本実施形態の利点は、間接通信システムにより、如何なるモバイル
機器も複数の機器と、ボイスオーバインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）によるなどし
て、ミーティングポイントサーバ２５０８を通じて通信し、無線通信の使用を避けること
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ができる。
【０２０１】
　一実施形態において、間接通信システムは、専用ハードウェアのモバイルフォンを製造
することにより実現される。このようにして、次の新しい機能が、既存のモバイルの特徴
とともに追加できる：ＷｉＭＡＸなどの無線媒体と互換性のあるＲＦの送受信、受信機器
（モバイルフォン）への間接的な呼び出し音の生成、インターネットにＶｏＩＰを備える
ミーティングポイントチャネル（すなわちミーティングポイントサーバ）の設定、及び、
ＶｏＩＰを備える受信機器との通信である。
【０２０２】
　専用のモバイルフォンを開発することにより、メニュー、オプションを含むインターフ
ェース、ラジオボックス、チェックボックス及び押しボタンへの完全なアクセスと制御が
得られる。この実施形態においては、モバイルフォンの回路設計は、チップセットなどの
ハードウェアを含む。
【０２０３】
　別の一実施形態においては、間接通信システムは、無線媒体を介してなどしてモバイル
フォンにソフトウェアをダウンロードして実現することができる。そのようなモバイルフ
ォンは、プログラム可能なモバイルフォンであり、サードパーティによって制御できる。
ダウンロード可能なソフトウェアは、メニュー、インターフェース、ラジオボックス、チ
ェックボックス及び選択押しボタンを含んでいてもよい。モバイルフォンは、ＢＳと通信
するためにＢＳに接続する無線媒体と互換性のあるＲＦを生成したり、そのようなＲＦに
切り替えたりすることができるようになっていてもよい。モバイルフォンのためのソフト
ウェアは、新しい機能にアップグレードしてもよく、付加的機能が追加されてもよい。一
実施形態においては、間接通信システムは、純粋にソフトウェアによって実現することが
できる。一実施形態においては、無線ダウンロードに加えて、モバイルフォンへのダウン
ロード機構は、ＰＣを介してのＣＤ、直接又は間接メモリ及びスティック、インターネッ
トのウェブサイトなどでとすることができる。
【０２０４】
　別の一実施形態においては、アドオン機器が、既存のモバイルフォン、すなわち双方向
又はトランシーバ型の電話機に間接通信システムを実現するために追加されてもよい。広
い範囲のモバイルフォンの利用者に行き渡るように、モバイルフォンの下部に追加するア
ドオン（又はプラグイン）ハードウェアが提供されてもよい。この実現のために、アドオ
ン機器は、既存のモバイルフォンを「双方向トランシーバ」型にしてもよい。つまり、ア
ドオン機器は、モバイルフォンにて音声を取得し、無線媒体を介してＢＳへ信号を送信す
る。一実施形態においては、アドオン機器とＢＳとの通信は、トランシーバに類似してい
る。ハードウェアアドオン機器に加えて、アドオン機器内部のソフトウェアも、ダウンロ
ード可能なソフトウェアであり、アップグレードが簡単に行えるようにすることができる
。
【０２０５】
　別の一実施形態においては、再び図１を参照すると、発信機器１００及び受信機器１０
２が異なるネットワーク上に存在することができる。一般に、ボイスオーバＩＰは、イン
ターネット上で動作する特定の「サーバ」及び「クライアント」として知られる、接続の
ためにコンピュータ又は他の機器にインストールされるソフトウェア（ハードウェア）の
特定の部分の実現であると考えることができる。ある例では、ボイスオーバＩＰネットワ
ークが別のボイスオーバＩＰネットワークへ直接呼び出すことができる。これは、例えば
、呼び出し元となるサーバ及びあて先のサーバの実現について、プロトコル、標準及び所
有問題などの非互換性がある場合であってもよい。
【０２０６】
　これは、クライアント間の実現について、異なるプロトコル又は標準の違いに加えて異
なるユーザ名及びパスワードによるかもしれない非互換性がある場合であってもよい。発
信機器１００は、例えば、ＧＳＭフォンであり、一方、受信機器１０２は、ＣＤＭＡフォ
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ットワークの種類が何であるかを知る必要がない。
【０２０７】
　発信機器１００は、むしろ、呼び出しを開始するとき受信機器１０２へ短い着信トーン
に加えて発信機器１００のネットワークについての情報を送る。受信機器１０２は、発信
機器１００のネットワークについての詳細を受信した後、発信機器１００のネットワーク
に適したクライアントソフトウェアをアクティベートし、インターネット及び特定のミー
ティングポイントサーバに接続することができる。
【０２０８】
　あるボイスオーバＩＰネットワークについて、発信機器１００には、ただ一つのクライ
アントソフトウェアをインストールすればよい。クライアントソフトウェアは、発信機器
１００にダウンロードすることができ、必要なときだけアクティベートされる。この構成
により、ボイスオーバＩＰネットワークが常にアクティブ、オンライン又は通信中で或る
必要がないので、通信時間を減少することができる。
【０２０９】
　上述の説明において、本発明の原理、実施形態及び動作の態様を述べた。しかし、本発
明においては、上述の特定の実施形態は例示であり制限的なものではないので、それらに
限定されて構成されるべきではない。当業者は、本発明の範囲から離れることなく種々の
変形をそれらの実施形態に実現できることに注意すべきである。
【０２１０】
　本発明の好ましい実施形態は、上述したが、単なる例示の方法により示したのであり、
限定的ではないと理解されるべきである。したがって、本発明の外延、範囲は上述の例示
の実施形態に限定されるべきではない。
【０２１１】
　明らかに、本発明の多数の変更及び変形は、上記教示に基づいて可能である。したがっ
て、本発明は、ここに具体的に記述されたのとは異なって実施されてもよい。
【０２１２】
　本発明の多くの特徴及び利点は、詳細な説明から明らかであって、特許請求の範囲を添
付する意図は、その真の要旨と範囲に含まれる実施形態のすべてのそのような特徴及び利
点を対象とすることである。さらに、多くの変更と修正は当業者に直ちに理解されるので
、進歩性のある実施例を、記載された構成と動作に限定することは望まれないのであり、
したがって、全ての適切な変更とその均等物は、それらの範囲の中にあるであろう。
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年4月24日(2008.4.24)
【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】
　発信機器と、番号を有する受信機器と、
　前記発信機器から前記受信機器の番号へ伝わる信号と、
　前記受信機器の番号により特定されるミーティングポイントチャネルとを備え、
　前記受信機器は、前記発信機器からの信号に応じて、前記受信機器の番号により特定さ
れるミーティングポイントチャネルを呼び出し、
　前記発信機器は、前記発信機器から前記受信機器への信号の送信を終了し、
　前記発信機器は、前記受信機器の番号により特定されるミーティングポイントチャネル
を呼び出し、
　前記ミーティングポイントチャネルにて前記発信機器から受信されるパケットは、前記
ミーティングポイントチャネルにて前記受信機器へ転送される間接通信システム。
【請求項２】
　前記受信機器は、ハンドセット、電話機、ゲートウェイ、ベースステーション、サーバ
、携帯電話の基地局、トランシーバ又はコンピュータである請求項１に記載の間接通信シ
ステム。
【請求項３】
　前記発信機器は、ハンドセット、電話機、ゲートウェイ、ベースステーション、サーバ
、携帯電話の基地局、トランシーバ又はコンピュータである請求項１又は２に記載の間接
通信システム。
【請求項４】
　前記ミーティングポイントチャネルは、サーバ、コンピュータ、ベースステーション、
ハンドセット、ボイスオーバインターネットプロトコルハンドセット、ボイスオーバイン
ターネットプロトコル制御器、交換機又は専用のブラックボックス及び周辺機器の中に生
成される請求項１から３のいずれかに記載の間接通信システム。
【請求項５】
　前記ミーティングポイントチャネルは、ボイスオーバインターネットプロトコルの制御
及び管理マトリックスを備え、多数の通信を同時に処理する請求項１から４のいずれかに
記載の間接通信システム。
【請求項６】
　前記信号は、マルチトーンの着信トーンである請求項１から５のいずれかに記載の間接
通信システム。
【請求項７】
　前記ミーティングポイントチャネルのアドレスは、受信機器の識別番号及びミーティン
グポイント生成器のインターネットプロトコルアドレス又はドメインネームシステム名で
ある請求項１から６のいずれかに記載の間接通信システム。
【請求項８】
　前記受信機器が通信を受け入れるならば、前記受信機器はミーティングポイントチャネ
ルに接続をする請求項１から７のいずれかに記載の間接通信システム。
【請求項９】
　前記受信機器が通信を拒否するならば、前記受信機器は、拒否メッセージを前記ミーテ
ィングポイントチャネルに送信し、前記ミーティングポイントチャネルは、前記拒否メッ
セージを前記発信機器へ中継する請求項１から８のいずれかに記載の間接通信システム。
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【請求項１０】
　前記受信機器が別のミーティングポイントチャネルを提案するならば、前記受信機器は
、その別のミーティングポイントチャネルに接続をする請求項１から９のいずれかに記載
の間接通信システム。
【請求項１１】
　受信されるパケットは、ボイスオーバインターネットプロトコル、インターネットプロ
トコル及びユーザデータグラムプロトコルからなる群から選択される１つのフォーマット
でフォーマットされている請求項１から１０のいずれかに記載の間接通信システム。
【請求項１２】
　前記転送は、それぞれのパケットヘッダのあて先アドレスを前記ミーティングポイント
のアドレスから前記受信機器のアドレスに変えることを有する請求項１から１１のいずれ
かに記載の間接通信システム。
【請求項１３】
　通信は、音声、インターネットテレビ、オーディオ、映画、音声会議、静止画又は動画
を含む請求項１から１２のいずれかに記載の間接通信システム。
【請求項１４】
　さらに、複数の受信機器を備え、
　前記発信機器から受信されるパケットのそれぞれは、ミーティングポイントにて複数回
コピーされ、
　コピーされたパケットそれぞれは、前記複数の受信機器の１つへ転送される請求項１か
ら１３のいずれかに記載の間接通信システム。
【請求項１５】
　前記発信機器は、第１のネットワークにて動作し、
　前記受信機器は、前記第１のネットワークと互換性のない第２のネットワークにて動作
し、
　前記通知には、前記第１のネットワークについての情報が含まれる請求項１から１４に
記載の間接通信システム。
【請求項１６】
　発信機器から受信機器へ信号を送信し、
　前記受信機器にて前記受信機器の番号により特定されるミーティングポイントチャネル
を呼び出すことにより前記発信機器からの前記信号に応答し,
　前記発信機器から前記受信機器への前記信号の送信を終了し、
　前記発信機器にて前記受信機器の番号により特定されるミーティングポイントチャネル
を呼び出し、
　前記発信機器からのパケットを前記ミーティングポイントチャネルにて受信し、
　前記ミーティングポイントにて受信されるパケットを前記受信機器へ転送する間接通信
方法。
【請求項１７】
　さらに、
　前記発信機器から受信されるパケットそれぞれを前記ミーティングポイントチャネルに
て複数回コピーし、
　前記コピーされたパケットのそれぞれを複数の受信機器の一つへ転送する請求項１６に
記載の間接通信方法。
【請求項１８】
　前記受信機器は、ハンドセット、電話機、ゲートウェイ、ベースステーション、サーバ
、携帯電話の基地局、トランシーバ又はコンピュータである請求項１６又は１７に記載の
間接通信方法。
【請求項１９】
　前記発信機器は、ハンドセット、電話機、ゲートウェイ、ベースステーション、サーバ
、携帯電話の基地局、トランシーバ又はコンピュータである請求項１６から１８のいずれ
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かに記載の間接通信方法。
【請求項２０】
　前記ミーティングポイントチャネルは、サーバ、コンピュータ、ベースステーション、
ハンドセット、ボイスオーバインターネットプロトコルハンドセット、ボイスオーバイン
ターネットプロトコル制御器、交換機又は専用のブラックボックス及び周辺機器の中に生
成される請求項１６から１９のいずれかに記載の間接通信方法。
【請求項２１】
　前記ミーティングポイントチャネルは、ボイスオーバインターネットプロトコルの制御
及び管理マトリックスを備え、多数の呼を同時に処理する請求項１６から２０のいずれか
に記載の間接通信方法。
【請求項２２】
　前記信号は、マルチトーンの着信トーンである請求項１６から２１のいずれかに記載の
間接通信方法。
【請求項２３】
　前記ミーティングポイントチャネルのアドレスは、受信機器の識別番号及びミーティン
グポイント生成器のインターネットプロトコルアドレス又はドメインネームシステム名で
ある請求項１６から２２のいずれかに記載の間接通信方法。
【請求項２４】
　前記受信機器が通信を受け入れるならば、前記受信機器はミーティングポイントチャネ
ルに接続をする請求項１６から２３のいずれかに記載の間接通信方法。
【請求項２５】
　前記受信機器が通信を拒否するならば、前記受信機器は、拒否メッセージを前記ミーテ
ィングポイントチャネルに送信し、前記ミーティングポイントチャネルは、前記拒否メッ
セージを前記発信機器へ中継する請求項１６から２４のいずれかに記載の間接通信方法。
【請求項２６】
　前記受信機器が通信を別のミーティングポイントチャネルを提案するならば、前記受信
機器は、その別のミーティングポイントチャネルに接続をする請求項１６から２５のいず
れかに記載の間接通信方法。
【請求項２７】
　受信されるパケットは、ボイスオーバインターネットプロトコル、インターネットプロ
トコル及びユーザデータグラムプロトコルからなる群から選択される１つのフォーマット
でフォーマットされている請求項１６から２６のいずれかに記載の間接通信方法。
【請求項２８】
　前記転送は、それぞれのパケットヘッダのあて先アドレスを前記ミーティングポイント
のアドレスから前記受信機器のアドレスに変えることを有する請求項１６から２７のいず
れかに記載の間接通信方法。
【請求項２９】
　さらに、
　前記発信機器のネットワークについて前記受信機器へ通知を行い、
　前記受信機器にて前記発信機器のネットワークに関連付けられているソフトウェアをア
クティベートする請求項１６から２８のいずれかに記載の間接通信方法。
【請求項３０】
　受信機器へ、前記受信機器に通信が予見されることを通知する通知信号を送信しその送
信を終了する送信器と、
　前記受信機器へ前記通知信号を送信した結果としてのサーバからの通信信号を受信可能
な接続器を備える電話機器。
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