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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ユーザが転送先番号を設定することなく携帯電
話への呼出を自動的に呼出転送できるようにする方法の
提供。
【解決手段】携帯電話が短距離無線インターフェースを
サポートし、あらかじめ短距離無線ノードと電話とをバ
インディングし、携帯電話には、短距離無線ノード識別
と電話番号との対応関係を記憶する。該方法は、携帯電
話が短距離無線ノードの通信範囲内にある場合、短距離
無線インターフェースを介して該短距離無線ノード識別
を取得するステップと、携帯電話に記憶されている短距
離無線ノード識別と電話番号との対応関係に基いて前記
短距離無線ノード識別に対応する電話番号を取得して、
携帯電話の転送番号に設定するステップとを含む。本発
明による携帯電話の呼出転送方法及びシステムは、より
よい柔軟性及び利便性に優れている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯電話が短距離無線インターフェースをサポートし、短距離無線ノードと電話をバイ
ンディングし、携帯電話に、短距離無線ノード識別と電話番号との対応関係を記憶する携
帯電話の自動呼出転送方法であって、
　携帯電話が短距離無線ノードの通信範囲内に位置する場合、短距離無線インターフェー
スを介して該短距離無線ノード識別を取得するステップＡと、
　携帯電話に記憶されている短距離無線ノード識別と電話番号との対応関係に基いて、前
記短距離無線ノード識別に対応する電話番号を取得して、携帯電話の呼出転送番号に設定
するステップＢと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ステップＢのあとにおいて、
　前記携帯電話が、短距離無線インターフェースを介して、自身が前記短距離無線ノード
の通信範囲内に位置するか否かを検出し、通信範囲内に位置しない場合、前記短距離無線
ノード識別に対応する電話番号の呼出転送設定を解除するステップＣをさらに有すること
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記短距離無線ノードは、調整可能な通信範囲を有することを特徴とする請求項１又は
２に記載の方法。
【請求項４】
　前記短距離無線ノードは、前記携帯電話からの通信範囲調整コマンドを受信し、コマン
ドに基いて自身の通信範囲を調整することを特徴とする請求項3に記載の方法。
【請求項５】
　前記携帯電話には、現在の呼出転送番号がさらに記憶されており、ステップＢは、
　携帯電話に記憶されている短距離無線ノード識別と電話番号との対応関係に基いて、前
記短距離無線ノード識別に対応する電話番号を取得するステップと、
　該電話番号が現在の呼出転送番号と同じか否かを判定し、異なる場合には、該電話番号
を呼出転送番号に設定し、同じである場合には、設定を行わないステップを含むことを特
徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項６】
　携帯電話呼出転送システムであって、
　電話とバインディングし、自身のノード識別を提供する短距離無線ノードと、
　短距離無線インターフェースを有し、短距離無線ノード識別と電話番号との対応関係を
記憶し、短距離無線ノード識別を取得して、短距離無線ノード識別に対応する電話番号を
呼出転送番号に設定する携帯電話と
を含むことを特徴とする携帯電話呼出転送システム。
【請求項７】
　前記短距離無線ノードは、調整可能な通信範囲を有することを特徴とする請求項6に記
載のシステム。
【請求項８】
　前記短距離無線ノードは、前記携帯電話からの通信範囲調整コマンドを受信し、コマン
ドに基いて自身の通信範囲を調整することを特徴とする請求項7に記載のシステム。
【請求項９】
　前記携帯電話は、
　短距離無線ノード識別と電話番号との対応関係を記憶する情報記憶モジュールと、
　短距離無線インターフェースを介して短距離無線ノード識別を取得し、前記短距離無線
ノード識別を呼出転送番号設定モジュールに送信する無線識別取得モジュールと、
　短距離無線ノード識別を受信し、情報記憶モジュールに記憶されている情報に基いて短
距離無線ノード識別に対応する電話番号を取得し、該電話番号を携帯電話の呼出転送番号
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に設定する呼出転送番号設定モジュールと
を含むことを特徴とする請求項6に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記呼出転送番号設定モジュールは、現在の呼出転送番号をさらに記憶し、短距離無線
ノード識別に対応する電話番号を呼出転送番号に設定する前に、該電話番号が現在の呼出
転送番号と同じか否かを判定し、同じである場合には、呼出転送番号の設定を行わず、異
なる場合には、該電話番号を呼出転送番号に設定することを特徴とする請求項9に記載の
システム。
【請求項１１】
　前記携帯電話は、
　短距離無線インターフェースを介して、前記携帯電話が前記短距離無線ノードの通信範
囲内に位置するか否かを検出し、通信範囲内に位置しない場合、前記短距離無線ノード識
別に対応する電話番号の呼出転送設定を解除する呼出転送番号解除モジュールをさらに含
むことを特徴とする請求項9に記載のシステム。
【請求項１２】
　複数の短距離無線ノードを含むことを特徴とする請求項6に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、呼出転送技術に係り、特に、携帯電話の自動呼出転送方法及びシステムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　通信技術の発展につれ、固定電話、携帯電話などの通信手段が人々の生活や仕事のなか
に普及している。通常、家には住宅電話を有し、職場にはオフィス電話を有し、さらに携
帯電話を持っている。多種類の通信手段の普及は、人々の交流に利便性をもたらす一方、
例えば覚える電話番号がますます多くなるような不便もある。呼出転送技術は、上記問題
を解決することができる。例えば、呼出転送機能を使用する携帯電話ユーザは、住宅にい
る場合は、住宅電話番号を呼出転送番号に設定し、ユーザの携帯電話に着信があるとき、
住宅電話で電話を受けることができる。オフィスにいる場合は、オフィス電話番号を呼出
転送番号に設定し、該ユーザの携帯電話に着信があるとき、オフィス電話で受けることが
できる。
【０００３】
　しかしながら、上述のような呼出転送番号の設定は、ユーザによって設定することが必
要である。特に、ユーザがいる位置と環境が常に変化する場合、呼出転送番号も変更しな
ければならないため、ユーザの負担を増加させる。また、上述した、ユーザによって自主
的に呼出転送番号を設定することは、一部の場合は基本的に不可能である。例えば、通常
、オフィスには多数台の固定電話を有し、ユーザがオフィス内の異なる場所にいても、該
ユーザへの電話を該ユーザに最も近い固定電話に転送することが希望される場合、明らか
に、ユーザによって自主的に呼出転送番号を設定することは実行性がよくない。したがっ
て、柔軟的であり、ユーザの稼動を減らし、使用に便利な自動呼出転送の実現が要求され
ている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする一つの技術課題は、よりよい柔軟性と利便性の携帯電話自動
呼出転送方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明による携帯電話呼出転送方法において、携帯電話は短距離無線インターフェース
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をサポートし、短距離無線ノードと電話をバインディングし、携帯電話には、短距離無線
ノード識別と電話番号との対応関係が記憶されている。
【０００６】
　該方法は、
　携帯電話が短距離無線ノードの通信範囲内に位置する場合、短距離無線インターフェー
スを介して該短距離無線ノード識別を取得するステップＡと、
　携帯電話に記憶されている短距離無線ノード識別と電話番号との対応関係に基いて、前
記短距離無線ノード識別に対応する電話番号を取得して、携帯電話の呼出転送番号に設定
するステップＢとを含む。
【０００７】
　前記ステップＢのあとにおいて、
　前記携帯電話が、短距離無線インターフェースを介して、自身が前記短距離無線ノード
の通信範囲内に位置するか否かを検出し、通信範囲内に位置しない場合、前記短距離無線
ノード識別に対応する電話番号の呼出転送設定を解除するステップＣをさらに有する。
【０００８】
　さらに、前記短距離無線ノードは、調整可能な通信範囲を有する。前記短距離無線ノー
ドは、前記携帯電話からの通信範囲調整コマンドを受信し、コマンドに基いて自身の通信
範囲を調整する。
【０００９】
　さらに、前記携帯電話には、現在の呼出転送番号がさらに記憶されており、ステップＢ
は、
　携帯電話に記憶されている短距離無線ノード識別と電話番号との対応関係に基いて、前
記短距離無線ノード識別に対応する電話番号を取得するステップと、
　該電話番号が現在の呼出転送番号と同じか否かを判定し、異なる場合には、該電話番号
を呼出転送番号に設定し、同じである場合には、設定を行わないステップを含む。
【００１０】
　本発明による携帯電話呼出転送方法において、短距離無線ノードと電話とをバインディ
ングした後、携帯電話の短距離無線インターフェースを介して、ユーザに近い短距離無線
ノード識別を取得して、記憶されている短距離無線ノード識別と電話番号との対応関係に
基いて電話番号を取得し、該電話番号を携帯電話の呼出転送番号に自動的に設定する。該
携帯電話呼出転送方法は、よりよい柔軟性と知能性に優れており、ユーザの設定負担を低
減させ、携帯電話ユーザの使用の利便性を向上させることができる。
【００１１】
　本発明が解決しようとするもう一つの技術課題は、よりよい柔軟性と利便性に優れる携
帯電話自動呼出転送システムを提供することである。
【００１２】
　携帯電話呼出転送システムであって、
　電話とバインディングし、自身のノード識別を提供する短距離無線ノードと、
　短距離無線インターフェースを有し、短距離無線ノード識別と電話番号との対応関係を
記憶し、短距離無線ノード識別を取得して、短距離無線ノード識別に対応する電話番号を
呼出転送番号に設定する携帯電話とを含む。
【００１３】
　さらに、前記短距離無線ノードは、調整可能な通信範囲を有する。前記短距離無線ノー
ドは、前記携帯電話からの通信範囲調整コマンドを受信し、コマンドに基いて自身の通信
範囲を調整する。
【００１４】
　さらに、前記携帯電話は、
　短距離無線ノード識別と電話番号との対応関係を記憶する情報記憶モジュールと、
　短距離無線インターフェースを介して短距離無線ノード識別を取得し、前記短距離無線
ノード識別を呼出転送番号設定モジュールに送信する無線識別取得モジュールと、
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　短距離無線ノード識別を受信し、情報記憶モジュールに記憶されている情報に基いて短
距離無線ノード識別に対応する電話番号を取得し、該電話番号を携帯電話の呼出転送番号
に設定する呼出転送番号設定モジュールとを含む。
【００１５】
　前記呼出転送番号設定モジュールは、現在の呼出転送番号をさらに記憶し、短距離無線
ノード識別に対応する電話番号を呼出転送番号に設定する前に、該電話番号が現在の呼出
転送番号と同じか否かを判定し、同じである場合には、呼出転送番号の設定を行わず、異
なる場合には、該電話番号を呼出転送番号に設定する。
【００１６】
　さらに、前記携帯電話は、
　短距離無線インターフェースを介して、前記携帯電話が前記短距離無線ノードの通信範
囲内に位置するか否かを検出し、通信範囲内に位置しない場合、前記短距離無線ノード識
別に対応する電話番号の呼出転送設定を解除する呼出転送番号解除モジュールをさらに含
む。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明による携帯電話呼出転送システムにおいて、短距離無線ノードによって電話をバ
インディングし、携帯電話の短距離無線インターフェースを介して、ユーザに近い短距離
無線ノード識別を取得し、バインディングした電話番号を取得して、該電話番号を携帯電
話の呼出転送番号に自動的に設定する。該携帯電話呼出転送システムは、よりよい柔軟性
と知能性に優れており、ユーザの設定負担を低減させ、携帯電話ユーザの使用の利便性を
向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、発明を実施するための最良の形態を図面を参考して詳しく説明する。
【００１９】
　図１は、本発明による携帯電話呼出転送方法の一つの実施例を示す。該方法は、下記ス
テップを含む。
【００２０】
　ステップ１０１において、オフィス又は住宅などの場所の固定電話の近くに短距離無線
ノード（Short-Range　Wireless　Node）を設置して、短距離無線ノードと固定電話とを
バインディングする。ユーザの携帯電話は、短距離無線インターフェースをサポートし、
短距離無線ノード識別と固定電話番号との対応情報がユーザの携帯電話内に記憶されてい
る。短距離無線ノードは、無線RF識別（RFID、Radio　Frequency　Identification）タグ
、ブルートゥースなどであってもよい。
【００２１】
　短距離無線ノードの通信範囲は、通常１００メートル以内である。具体的な環境と需要
に応じて、短距離無線ノードの好ましい通信範囲を確定してもよい。例えば、オフィス内
の無線ノードの通信範囲を１ないし１０メートルと設定し、住宅の無線ノードの通信範囲
を１５メートルと設定し、車内の無線ノードの通信範囲を５メートルと設定する。
【００２２】
　ステップ１０２において、携帯電話の短距離無線インターフェースは、その近くの短距
離無線ノードを定期的に検出する。短距離無線ノードは、自身のノード識別情報を自主的
に定期的に発信し、又は、誘導されたときに自身のノード識別を送信する。ユーザの携帯
電話は、短距離無線ノードの通信範囲内にある場合、短距離無線インターフェースを介し
て該短距離無線ノード識別を取得する。
【００２３】
　ステップ１０３において、携帯電話は、記憶されている短距離無線ノード識別と電話番
号との対応関係に基いて、該短距離無線ノード識別に対応する固定電話番号を取得する。
ユーザの携帯電話は、取得した固定電話番号が含まれた呼出転送番号設定コマンドをモバ
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イルオペレータ（mobile operator）に送信して、該固定電話番号を呼出転送番号に設定
するようにモバイルオペレータに通知する。
【００２４】
　モバイルオペレータは、コマンドを受信した後、呼出転送番号設定コマンドに含まれた
電話番号をユーザの携帯電話の呼出転送番号に設定する。ユーザの携帯番号に着信がある
とき、モバイルオペレータは、設定した呼出転送固定電話に着信電話を転送する。
【００２５】
　呼出転送番号が設定された後、ユーザの携帯電話は、短距離無線インターフェースを介
して、相変わらず該短距離無線ノードの通信範囲内にあるか否かを定期的に検出する。該
短距離無線ノードが送信したノード識別を検出できない場合、携帯電話が該短距離無線ノ
ードの通信範囲内にないと判定し、呼出転送解除（deactivate）コマンドをモバイルオペ
レータに送信する。モバイルオペレータは、該コマンドを受信した後、設定した呼出転送
番号を無効化する。呼出転送番号が無効化された後、ユーザの携帯電話に着信があるとき
、モバイルオペレータは転送を行わない。
【００２６】
　短距離無線ノードは、電話と分離してもよい。短距離無線ノードを設置するときに、電
話の近くに設置して、それを電話とバインディングし、短距離無線ノードと電話との対応
関係を携帯電話に設定する。利用場所が変わったとき、短距離無線ノードを新しい電話の
近くに設置して、新しい電話とバインディングし、短距離無線ノードと電話との対応関係
を携帯電話に新たに設定する。短距離無線ノードは、電話に固定されることで、該電話と
のバインディング関係を保ってもよい。
【００２７】
　携帯電話は、現在の呼出転送番号をさらに記憶してもよい。呼出転送番号設定コマンド
を送信する前に、まず、設定しようとする電話番号が現在の呼出転送番号と同じか否かを
判定する。同じである場合には、呼出転送番号設定コマンドを送信しない。異なる場合に
は、呼出転送番号設定コマンドを送信する。このようにして、同一呼出転送番号の重複設
定を回避することができる。
【００２８】
　上述応用例において、携帯電話への着信は固定電話に転送されるが、着信電話を音声ボ
ックス又は携帯電話に転送してもよい。
【００２９】
　本発明による携帯電話呼出転送方法において、短距離無線ノードと電話とをバインディ
ングした後、携帯電話の短距離無線インターフェースを介して、ユーザに近い短距離無線
ノード識別を取得し、記憶されている短距離無線ノード識別と電話番号との対応関係に基
いて電話番号を取得し、該電話番号を携帯電話の呼出転送番号に自動的に設定する。該携
帯電話呼出転送方法は、よりよい柔軟性と知能性に優れ、ユーザの設定負担を低減させ、
携帯電話ユーザの使用の利便性を向上させることができる。
【００３０】
　図２は、本発明による電話呼出転送システムを示し、短距離無線ノード21と携帯電話２
２とを含む。
【００３１】
　短距離無線ノードは、電話とバインディングするのに用いられ、自身のノード識別を提
供する。
【００３２】
　携帯電話は、短距離無線インターフェースを有し、短距離無線ノード識別と電話番号と
の対応関係を記憶し、短距離無線インターフェースを介して短距離無線ノード識別を取得
し、短距離無線ノード識別に対応する電話番号を取得して、呼出転送番号設定コマンドを
モバイルオペレータに送信して該電話番号を呼出転送番号に設定する。
【００３３】
　本発明に係るシステムは、一つ又は複数の短距離無線ノードを含んでもよい。短距離無
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線ノードの通信範囲は通常１００メートル以内である。具体的な環境と需要に応じて短距
離無線ノードの通信範囲を確定してもよい。例えば、オフィス内の無線ノードの通信範囲
を１ないし１０メートルに設定し、住宅の無線ノードの通信範囲を１５メートルに設定し
、車内の無線ノードの通信範囲を５メートルに設定する。携帯電話の短距離無線インター
フェースの通信範囲は１ないし２メートルに設定してもよい。
【００３４】
　短距離無線ノードの通信範囲は、該ノードの送信パワーの調整によって調整してもよい
。本発明に係るシステムの一つの実施例において、携帯電話は、短距離無線インターフェ
ースを介して無線ノードに通信範囲調整コマンドを送信する。短距離無線ノードは、携帯
電話の通信範囲調整コマンドを受信した後、コマンドの内容に基いて自身の通信範囲を調
整する。
【００３５】
　図３は、本発明に係る携帯電話の一つの実施例の構成を示す。携帯電話は、無線識別取
得モジュール３１、情報記憶モジュール３２、及び呼出転送番号設定モジュールを含む。
【００３６】
　情報記憶モジュールは、短距離無線ノード識別と電話番号との対応関係を記憶する。
【００３７】
　無線識別取得モジュールは、短距離無線インターフェースを介して短距離無線ノード識
別を取得し、前記短距離無線ノード識別を呼出転送番号設定モジュールに送信する。
【００３８】
　呼出転送番号設定モジュールは、短距離無線ノード識別を受信し、情報記憶モジュール
に記憶された情報に基いて、短距離無線ノードに対応する電話番号を取得し、取得した電
話番号を携帯電話の呼出転送番号に設定する。
【００３９】
　呼出転送番号設定モジュールは、現在の呼出転送番号をさらに記憶し、短距離無線ノー
ド識別に対応する電話番号を取得した後、該電話番号が現在の呼出転送番号と同じか否か
を判定し、同じである場合には、呼出転送番号設定コマンドを送信せず、異なる場合には
、該電話番号を呼出転送番号に設定してもよい。
【００４０】
　モバイルオペレータは、呼出転送番号設定コマンドを受信すると、呼出転送番号を設定
する。ユーザの携帯番号に着信があるとき、モバイルオペレータは、設定した呼出転送固
定電話に着信電話を転送する。
【００４１】
　本発明に係るシステムのもう一つの実施例において、携帯電話は、呼出転送番号解除モ
ジュールをさらに含む。呼出転送番号解除モジュールは、短距離無線インターフェースを
介して、携帯電話が短距離無線ノードの通信範囲内にあるか否かを検出し、通信範囲内に
ない場合、短距離無線ノード識別に対応する電話番号の呼出転送設定を解除する。
【００４２】
　本発明による携帯電話呼出転送システムにおいて、短距離無線ノードと電話とをバイン
ディングし、携帯電話の短距離無線インターフェースを介して、ユーザに近い短距離無線
ノード識別を取得し、バインディングした電話番号を取得して、該電話番号を携帯電話の
呼出転送番号に自動的に設定する。該携帯電話呼出転送システムは、よりよい柔軟性と知
能性に優れており、ユーザの設定負担を低減させ、携帯電話ユーザの使用の利便性を向上
させることができる。
【００４３】
　本発明の一つの応用例は、例えばオフィス内などの複数の固定電話を有する場所に応用
するものである。各固定電話の近くに一つの短距離無線ノードを設置し、短距離無線ノー
ドの送信パワーを調整することにより短距離無線ノードの通信範囲を調整して、複数の短
距離無線ノードが該エリアをカバーするようにするとともに、各短距離無線ノードの通信
範囲の重複が最小になるようにする。ユーザが携帯電話を持ってエリア内を移動するとき
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、携帯電話の短距離無線インターフェースを介して、ユーザに近い短距離無線ノード識別
を取得して、対応する固定電話番号を取得し、それを携帯電話の呼出転送番号に設定する
ことで、該ユーザが該エリア内にいるときの着信電話を常にユーザに最も近い固定電話に
転送することが保証される。
【００４４】
　上述の応用例において、携帯電話の着信電話は固定電話に転送されるが、音声ボックス
又はWIFI電話などのほかのタイプの電話に転送してもよい。
【００４５】
　本発明のもう一つの応用例は、例えばユーザの住宅又は車内などの一台の電話がある場
所に応用する。該電話の近くに一つの短距離無線ノードを設置し、短距離無線ノードと電
話とをバインディングし、短距離無線ノード識別と該電話番号との対応関係を携帯電話に
記憶する。ユーザが住宅又は車内に戻り、該短距離無線ノードの通信範囲内に位置すると
き、ユーザの携帯電話は、該短距離無線ノード識別を取得でき、バインディングした電話
番号をさらに取得し、該電話番号を呼出転送番号に設定する。ユーザが住宅又は車内から
離れると、ユーザの携帯電話は、短距離無線インターフェースを介して、ユーザがすでに
該短距離無線ノードの通信範囲から離れたと検出し、該短距離無線ノードにバインディン
グした電話の呼出転送番号設定を解除することができる。
【００４６】
　本発明のもう一つの応用例の応用場所は、ユーザのオフィス、住宅及び車内を含む。こ
れらの場所の電話の近くに短距離無線ノードを設置して、これらの短距離無線ノードとバ
インディングした電話との対応関係をユーザの携帯電話に記憶する。ユーザが一つの場所
から他の場所に移動したとき、その携帯電話の呼出転送番号に、ユーザの新しい移動先の
場所内の電話番号を自動的に設定できる。設定の変更過程は、自動的に完成でき、ユーザ
の参与と処理を必要とせず、ユーザに大きな利便性をもたらす。
【００４７】
　上述は、本発明の好ましい実施形態に過ぎない。当該分野の一般的な技術者にとって、
本発明の発明原理を逸脱しない前提で、若干の改良や変更が可能であり、これらの改良及
び変更は、本発明の保護範囲に属することを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】図１は、本発明による携帯電話呼出転送方法のフローチャートを示す。
【図２】図２は、本発明による携帯電話呼出転送システムの構成を示す。
【図３】図３は、本発明に係る携帯電話の構成を示す。
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