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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
モバイル端末を所有し、発信側ユーザの通信デバイスから前記モバイル端末に対する呼
の着信側ユーザであり、そして電気通信ネットワークの上で前記モバイル端末を用いて到
達され得ない前記着信側ユーザに連絡を取る方法であって、前記方法は、通信サーバにお
いて以下のステップ、すなわち、
前記呼の緊急レベルを決定するステップと、
第三者ユーザのグループの中から、前記着信側ユーザと各第三者ユーザとの間の社会的
関係、前記着信側ユーザに関連し第三者ユーザに関連する地理的位置情報データ、および
前記呼の緊急レベルに基づいて、前記発信側ユーザとの連絡を受ける可能性がある第三者
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ユーザのリストを決定するステップと、
前記発信側ユーザと前記リストの上の少なくとも１人の第三者ユーザであって、前記着
信側ユーザに連絡を取ることができる第三者ユーザとの間で呼を確立するステップとを備
える、方法。
【請求項２】
前記リストは、前記着信側ユーザに地理的に最も近い第三者ユーザの順序付けられた一
覧表を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記地理的位置情報データは、前記着信側ユーザ及び前記第三者ユーザの各々の最後に
知られている地理的位置を備える、請求項１または２に記載の方法。
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【請求項４】
前記着信側ユーザに関連している前記地理的位置情報データは、前記着信側ユーザのカ
レンダーに関連している存在データを備える、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項５】
前記通信サーバは、前記第三者ユーザと前記着信側ユーザとの間の社会的関係に応じて
、前記着信側ユーザと連絡を取るために潜在的に呼び出されることに合意している第三者
ユーザのグループを前もって保存している、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項６】
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前記通信サーバは、最初に前記呼の緊急レベルに基づいて前記グループに属するユーザ
から初期リストを生成することにより、そして、次いで前記着信側ユーザに関連し前記初
期リストに属する第三者ユーザに関連する地理的位置情報データに基づいて前記リストを
生成することにより、第三者ユーザの前記リストを決定する、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
前記呼の緊急レベルは、前記呼の緊急レベルを評価するシステムを有する音声サーバに
対して前記呼を転送することにより決定される、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項８】
モバイル端末を所有し、発信側ユーザの通信デバイスから前記モバイル端末に対する呼
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の着信側ユーザであり、そして電気通信ネットワークの上で前記モバイル端末を用いて到
達され得ない前記着信側ユーザと連絡を取る通信サーバであって、
前記呼の緊急レベルを決定する手段と、
第三者ユーザのグループの中から、前記着信側ユーザと各第三者ユーザとの間の社会的
関係、前記着信側ユーザに関連し第三者ユーザに関連する地理的位置情報データ、および
前記呼の緊急レベルに基づいて、前記発信側ユーザとの連絡を受ける可能性がある第三者
ユーザのリストを決定する手段と、
前記発信側ユーザと前記リストの上の少なくとも１人の第三者ユーザであって、前記着
信側ユーザに連絡を取ることができる第三者ユーザとの間で呼を確立する手段とを備える
、通信サーバ。
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【請求項９】
モバイル端末を所有し、発信側ユーザの通信デバイスから前記モバイル端末に対する呼
の着信側ユーザであり、そして電気通信ネットワークの上で前記モバイル端末を用いて到
達され得ない前記着信側ユーザに連絡を取るサーバの中で実装され得るコンピュータ・プ
ログラムであって、前記プログラムが、前記サーバの内部でロードされ、また実行される
ときに以下のステップを、すなわち、
前記呼の緊急レベルを決定するステップと、
第三者ユーザのグループの中から、前記着信側ユーザと各第三者ユーザとの間の社会的
関係、前記着信側ユーザに関連し第三者ユーザに関連する地理的位置情報データ、および
前記呼の緊急レベルに基づいて、前記発信側ユーザとの連絡を受ける可能性がある第三者
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ユーザのリストを決定するステップと、
前記発信側ユーザと前記リストの上の少なくとも１人の第三者ユーザであって、前記着
信側ユーザに連絡を取ることができる第三者ユーザとの間で呼を確立するステップとを実
行する命令を備えるコンピュータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、緊急呼管理システムに関し、またより詳細には、緊急呼の受信者であり、ま
たユーザのモバイル端末を経由しては到達され得ないユーザと連絡を取るためのシステム
に関する。
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【背景技術】
【０００２】
現在、ユーザのアクセスのしやすさは、ユーザが位置している環境に依存するので、モ
バイル端末を有するユーザは、依然として到達できない可能性がある。これは、例えば、
ユーザが、ユーザのモバイル端末を身に着けていないときに、ユーザが、ユーザのモバイ
ル端末の着信音（ｒｉｎｇ）を聞くことができないことが一般的であるという理由からで
あり、あるいは着信音のボリュームが十分に高くないか、ネットワークのカバレッジがあ
まりにも弱いか、またはモバイル端末がオフになっているという理由からである。
【０００３】
それゆえに、ユーザは、その呼がどれほど重要であったかを知らないまま、複数の理由
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のために、呼を見逃してしまう可能性がある。緊急事態においては、たとえユーザがモバ
イル端末を所有しているとしても、ユーザに警告することは、可能ではない。
【０００４】
したがって、他の手段によってユーザに到達する必要性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明の１つの目的は、ユーザのモバイル端末を経由してユーザを呼び出すことができ
ないときに、ユーザが、緊急事態について警告されることを可能にする通信システムを提
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案することにより、上述の欠点を改善することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
この目的を達成するために、モバイル端末を所有し、発信側ユーザの通信デバイスから
モバイル端末に対する呼の受信者であり、また電気通信ネットワークの上でモバイル端末
を経由して到達され得ないユーザに連絡を取るための一方法が開示され、前記方法は、通
信サーバの内部において、以下のステップ、すなわち、
呼の緊急レベルを決定するステップと、
着信側ユーザと各第三者ユーザ（ｔｈｉｒｄ

ｐａｒｔｙ

ｕｓｅｒ）との間の社会的

関係、着信側ユーザに関連しており、また第三者ユーザに関連している地理的位置情報デ
ータ（ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ

ｄａｔａ）、および呼の緊急レベルに基づいて、発信側
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ユーザとの連絡を受ける可能性のある第三者ユーザのリストを決定するステップと、
発信側ユーザとリストの上の少なくとも１人の第三者ユーザとの間で呼を確立するステ
ップとを備える。
【０００７】
有利には、発信側ユーザによって行われる呼が、緊急であるときはいつでも、発信側ユ
ーザは、その後に緊急呼に対応するメッセージについて着信側ユーザに通知することがで
きるようになる第三者ユーザと連絡を取ることができる。着信側ユーザは、たとえ着信側
ユーザがそのユーザのモバイル端末を経由して到達され得ないときでさえ、第三者ユーザ
によって連絡を取られて、緊急呼について通知を受けることができる。
【０００８】

40

本発明の別の特徴によれば、リストは、着信側ユーザに地理的に最も近い第三者ユーザ
についての順序付けされた一覧表を含むことができる。
【０００９】
本発明の別の特徴によれば、地理的位置情報データは、着信側ユーザについての、また
第三者ユーザの各々についての最後に知られている地理的位置を備えることができる。
【００１０】
本発明の別の特徴によれば、着信側ユーザに関連した地理的位置情報データは、着信側
ユーザのカレンダーに関連した存在データを備えることができる。
【００１１】
本発明の別の特徴によれば、通信サーバは、第三者ユーザと着信側ユーザとの間の社会
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的関係に基づいて、着信側ユーザと連絡を取るために、場合によっては呼び出されること
に合意している第三者ユーザの１つのグループを前もって保存しておくことができる。
【００１２】
本発明の別の特徴によれば、通信サーバは、呼の緊急レベルに基づいて、前記グループ
に属するユーザから初期リストを最初に生成することにより、また次いで、着信側ユーザ
に関連しており、また前記初期リストの上で見出される第三者ユーザに関連している地理
的位置情報データに基づいて前記リストを生成することにより、第三者ユーザについての
前記リストを決定することができる。
【００１３】
本発明の別の特徴によれば、呼の緊急レベルは、呼の緊急レベルを評価するためのシス
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テムを有する音声サーバに対して呼を転送することにより、決定される場合がある。例え
ば、緊急レベルは、ユーザによって与えられ、また次いで、分析システムによって自動的
にか、または専用のコール・センターを経由して手動的にかのいずれかで認可される。
【００１４】
本発明はまた、モバイル端末を所有し、着信側ユーザの通信デバイスからモバイル端末
に対する呼の受信者であり、また電気通信ネットワークの上でモバイル端末を経由して到
達され得ないユーザと連絡を取るための通信サーバに関連しており、前記通信サーバは、
呼の緊急レベルを決定するための手段と、
着信側ユーザと各第三者ユーザとの間の社会的関係、着信側ユーザに関連しており、ま
た第三者ユーザに関連している地理的位置情報データ、呼の緊急レベルに基づいて、発信
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側ユーザとの連絡を受ける可能性のある第三者ユーザのリストを決定するための手段と、
着信側ユーザと、リストの上の少なくとも１人の第三者ユーザとの間で呼を確立するた
めの手段とを備える。
【００１５】
本発明はまた、サーバの内部に実装可能なコンピュータ・プログラムに関し、前記プロ
グラムは、プログラムが前記サーバの内部で実行されるときはいつでも、本発明の方法に
よるステップを実行する命令を備える。
【００１６】
本発明と、その利点とは、以下の説明を検討するとすぐによりよく理解されるものであ
り、以下の説明は、添付図面を参照している。
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【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態による、ユーザのモバイル端末を経由しては到達され得ない
着信側ユーザと連絡を取るための通信システムについての概略ブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態による、ユーザのモバイル端末を経由しては到達され得ない
着信側ユーザと連絡を取るための一方法についてのアルゴリズムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
本発明は、ユーザのモバイル端末を経由しては到達不可能であるモバイル端末を有する
「着信側」ユーザを、「発信側」ユーザが呼び出す通信システムに関する。通信システム
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により、発信側ユーザは、着信側ユーザに連絡を取ることができる「第三者」ユーザと連
絡を取ることができるようになる。
【００１９】
着信側ユーザと、第三者ユーザとは、本発明によるサービスに加入していることが、仮
定される。例えば、サービスに加入している各ユーザを、着信側ユーザ、および第三者ユ
ーザとして宣言することができる。
【００２０】
図１を参照すると、通信システムは、電気通信ネットワークＲＴの上で互いに通信する
ことができる、発信側ユーザの通信デバイスＤＣａと、着信側ユーザのモバイル端末ＴＭ
と、第三者ユーザの少なくとも１つの通信デバイスＤＣｔと、通信システムＳＣとを備え
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る。
【００２１】
電気通信ネットワークＲＴは、ＧＳＭ（「移動通信用グローバル・システム（Ｇｌｏｂ
ａｌ

Ｓｙｓｔｅｍ

ｆｏｒ

Ｍｏｂｉｌｅ

ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）」）やＵ

ＭＴＳ（「ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム（Ｕｎｉｖｅｒ
ｓａｌ

Ｍｏｂｉｌｅ

Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ

Ｓｙｓｔｅｍ）」）の

デジタル・セルラー方式無線通信ネットワークなどのワイヤレス・ネットワークを備える
ことができる。電気通信ネットワークＲＴは、ＩＭＳ（「ＩＰマルチメディア・サブシス
テム（ＩＰ

Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ

Ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ）」）パケット・ネットワーク

に接続されることもある。さらに、電気通信ネットワークＲＴは、有線ネットワークを備
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えることもでき、または有線ネットワークと、ワイヤレス・ネットワークとの組合せとす
ることもできる。
【００２２】
一例によれば、発信側ユーザの通信デバイスＤＣａ、着信側ユーザのモバイル端末ＴＭ
、または第三者ユーザの通信デバイスＤＣｔは、無線通信ネットワークの、例えば、ＧＳ
ＭネットワークまたはＵＭＴＳネットワークの固定回線ネットワークを備えるアクセス・
ネットワークに無線通信チャネルによって接続されたモバイル・セルラー方式無線通信端
末である。
【００２３】
別の例によれば、着信側ユーザの通信デバイスＤＣａ、着信側ユーザのモバイル端末Ｔ
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Ｍ、または第三者ユーザの通信デバイスＤＣｔは、ユーザに専用の電気通信デバイスまた
は電子的オブジェクトを備えており、またこれらの電気通信デバイスまたは電子的オブジ
ェクトは、通信する携帯型個人情報端末（ｐｅｒｓｏｎａｌ

ｄｉｇｉｔａｌ

ａｓｓｉ

ｓｔａｎｔ）（ＰＤＡ）、またはスマートフォンとすることができ、またこれらのＰＤＡ
またはスマートフォンは、ＷＬＡＮ（「ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク（
Ｗｉｒｅｌｅｓｓ

Ｌｏｃａｌ

Ａｒｅａ

Ｎｅｔｗｏｒｋ）」）タイプの短距離公衆ワ

イヤレス・ネットワーク、または８０２．１ｘ規格に準拠した短距離公衆ワイヤレス・ネ
ットワーク、あるいはＷｉＭＡＸ（「ワールドワイド・インターオペラビリティ・マイク
ロウェーブ・アクセス（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ
ｃｒｏｗａｖｅ

Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ

Ｍｉ

Ａｃｃｅｓｓ）」）プロトコルに従った中距離公衆ワイヤレス・ネット

30

ワークのアクセス端末に接続されることもある。
【００２４】
別の例によれば、発信側ユーザの通信デバイスＤＣａ、または第三者ユーザの通信デバ
イスＤＣｔは、ＴＤＭ（「時分割多重化（Ｔｉｍｅ

Ｄｉｖｉｓｉｏｎ

Ｍｕｌｔｉｐｌ

ｅｘｉｎｇ）」）固定回線電話、または固定回線のボイス・オーバーＩＰ（「インターネ
ット・プロトコル（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）」）電話、あるいはＰＯＥ（

「パワー・オーバー・イーサネット（Ｐｏｗｅｒ

Ｏｖｅｒ

Ｅｔｈｅｒｎｅｔ）」固定

回線電話である。
【００２５】
オプションとして、着信側ユーザの通信デバイスＤＣａ、着信側ユーザのモバイル端末
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ＴＭ、または第三者ユーザの通信デバイスＤＣｔは、Ｗｉ−Ｆｉタイプ、またはブルート
ゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）タイプの短距離ワイヤレス接続を経由して通信することが
できる。
【００２６】
さらに、第三者ユーザは、複数の通信デバイスＤＣｔを、例えば、モバイル端末と固定
回線電話とを所有することができる。
【００２７】
通信サーバＳＣは、各々が、通信サーバＳＣの１つまたは複数の機能を提供するサーバ
の組を備えることができる。通信サーバＳＣは、例えば、電気通信オペレータによって管
理される。
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【００２８】
通信サーバＳＣは、呼処理モジュールＭＴＡと、フィルタ・モジュールＦＩＬと、選択
モジュールＳＥＬと、嗜好（ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）管理モジュールＧＥＳと、ロケーシ
ョン・モジュールＬＯＣとを備える。
【００２９】
説明の残りにおいて、モジュールという用語は、少なくとも１つの特定のタスクを実行
するように構成された、デバイス、ソフトウェア・プログラム、またはコンピュータのハ
ードウェアとソフトウェアとの組合せを指定することができる。
【００３０】
呼処理モジュールＭＴＡは、呼が通過しなかったときはいつでも、発信側の通信デバイ
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スＤＣａからやってくる呼を処理する。例えば、呼処理モジュールＭＴＡは、着信側ユー
ザのモバイル端末ＴＭが、ある与えられた回数だけ着信を鳴らした後に、またはモバイル
端末が、ネットワーク・カバレッジを有さないか、またはスイッチが切られているときは
いつでもトリガされる。
【００３１】
呼処理モジュールＭＴＡは、下記で説明される原理に従って、フィルタ・モジュールＦ
ＩＬ、および選択モジュールＳＥＬとともに機能することにより、着信側ユーザに近い第
三者ユーザの通信デバイスＤＣｔに対して呼を転送する機能を有する。
【００３２】
フィルタ・モジュールＦＩＬは、呼の緊急レベルを検証する機能と、通信サーバによっ
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て提供されるサービスが、誤用されないことを保証する機能とを有する。
【００３３】
例えば、フィルタ・モジュールＦＩＬは、呼をコール・センターへと転送し、その結果
、担当者は、発信側ユーザと話をすることができ、また呼の緊急レベルを決定することが
できるようになる。
【００３４】
別の例によれば、フィルタ・モジュールＦＩＬは、発信側ユーザが、呼の緊急レベルを
選択するように、または指定するように勧める音声サーバ機能（ｖｏｉｃｅ
ｒ

ｓｅｒｖｅ

ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｉｔｙ）を提供する。

【００３５】
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一変形においては、フィルタ・モジュールＦＩＬは、発信側の音声の自動分析を行い、
また一連の質問を行って、例えば、決定木を使用することにより、呼の緊急レベルを推論
することができる。
【００３６】
オプションとして、呼サーバによって配信されるサービスの使用を制限するために、緊
急の程度に基づいて呼が課金される可能性があり、あるいは着信側ユーザの近くにおり、
また呼がルーティングされる相手のユーザは、呼の緊急の程度についての意見を提供する
ことができる。
【００３７】
呼の緊急レベルは、所定の緊急スケールに基づいて決定されることもあり、またオプシ
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ョンとして、２つのカテゴリへと、すなわち「生死にかかわる」全く極めて緊急の呼につ
いてだけの第１のカテゴリと、「非常に緊急の」または「個人的な」など、他の緊急呼に
ついての第２のカテゴリとへ分割されることもある。
【００３８】
一実施形態によれば、ユーザは、呼の緊急レベルを選択するように音声サーバによって
勧められることもある。次に、呼の緊急レベルに応じて発信側ユーザとの連絡を受けるよ
うにされる可能性がある第三者ユーザのリストを選択モジュールＳＥＬが決定する前に、
そのレベルは、一連の質問を通して、またオプションとしては音声分析を通して、システ
ムによって評価される。「ただ緊急というだけの」呼についての第三者ユーザのリストは
、「極めて緊急の」呼についての第三者ユーザのリストよりももっと制約が多いこともあ
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り、後者のリストは、着信側ユーザを知らない人々を含んでいる可能性もある。
【００３９】
選択モジュールＳＥＬは、発信側ユーザとの連絡を受けるようにされる可能性のある第
三者ユーザを選択して、第三者ユーザが着信側ユーザと連絡を取ることができるようにす
る。
【００４０】
選択モジュールＳＥＬは、フィルタ・モジュールＦＩＬおよび呼処理モジュールＭＴＡ
とともに機能して、呼の緊急レベルを入力データとして採用し、ロケーション・モジュー
ルＬＯＣに問い合わせを行って、場合によっては発信側ユーザとの連絡を受けるようにさ
れる可能性のあるユーザの位置を学習し、また嗜好管理モジュールＧＥＳに問い合わせを
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行って、着信側ユーザと、場合によっては発信側ユーザとの連絡を受けるようにされる可
能性がある第三者ユーザとの間の社会的関係、ならびにユーザと第三者ユーザとの嗜好を
学習する。
【００４１】
選択モジュールＳＥＬは、着信側ユーザに対して地理的に近くにおり、またユーザの嗜
好が呼の緊急レベルにマッチする人々のリストを生成する。
【００４２】
例えば、着信側ユーザを知っており、着信側ユーザに対して地理的に近くにおり、また
彼らの嗜好に合意して、低い呼緊急レベルを有する発信側ユーザとの連絡を受けるように
20

される人々に、優先順位が与えられる可能性がある。
【００４３】
ロケーション・モジュールＬＯＣは、着信側ユーザ、および第三者ユーザについての地
理的位置を監視する。ロケーション・モジュールＬＯＣは、ある与えられた精度で、ユー
ザの地理的位置を決定する。
【００４４】
例えば、ユーザのロケーションは、ＧＰＳ測位システムを含めて、着信側ユーザのモバ
イル端末、または第三者ユーザの通信デバイスＤＣｔから取り出されるＧＰＳ（「全地球
測位システム（Ｇｌｏｂａｌ

Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ

Ｓｙｓｔｅｍ」）データを経由

して決定されることもある。
【００４５】
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別の例によれば、ユーザのロケーションは、さらに、ユーザのカレンダーに関連した存
在データを用いて決定されることもある。例えば、着信側ユーザは、ある与えられた時間
中にそのユーザが歯医者にいることを示して、カレンダーに書き込んでいる可能性がある
。
【００４６】
ロケーション・モジュールＬＯＣは、それによって、着信側ユーザに関連しており、ま
た場合によっては発信側ユーザとの連絡を受けるようにされる可能性がある第三者ユーザ
に関連している地理的位置情報データＤｇを省く。地理的位置情報データＤｇは、着信側
ユーザについての、また場合によっては発信側ユーザとの連絡を受けるようにされる可能
性がある第三者ユーザの各々についての最後に知られている地理的位置、ならびに彼らの

40

習慣的な動きを備えることができる。
【００４７】
嗜好管理モジュールＧＥＳにより、ユーザは、どのようにして、また誰によってユーザ
が連絡される可能性があるかに関して、彼らの嗜好を指定することができるようになる。
【００４８】
着信側ユーザに関して、呼の緊急レベルに応じて、ユーザがユーザのモバイル端末を経
由して到達され得ないときはいつでも、ユーザが誰によって連絡を受けることができるか
を、ユーザが第三者ユーザに通知する。
【００４９】
第三者ユーザは、ソーシャル・ネットワークを経由して、「家族」、「友人」、「その
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他」などのカテゴリへと分類されることもある。その場合には、着信側ユーザは、社会的
関係のカテゴリごとに、カテゴリの内部で分類された第三者ユーザに対して呼をルーティ
ングするために、呼についての最小の緊急レベルを割り当てることができる。例えば、「
家族」カテゴリに分類されるユーザは、呼の緊急レベルにかかわらず、呼をルーティング
するために選択されることもあるが、「その他」カテゴリに分類される第三者ユーザは、
呼の最高の緊急レベルについてだけ呼をルーティングするために選択される可能性がある
。
【００５０】
第三者ユーザに関して、呼の緊急レベルに応じて、誰のために第三者ユーザが着信側ユ
ーザと連絡を取るために呼び出されることに合意しているかを、第三者ユーザは可能性の
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ある着信側ユーザに通知する。
【００５１】
さらに、第三者ユーザが発信側ユーザとの連絡を受けるようにするためのポリシーは、
第三者ユーザと着信側ユーザとの間の社会的関係に依存する。例えば、着信側ユーザが友
人のメンバーまたは家族のメンバーである場合だけ、第三者ユーザが、発信側ユーザとの
連絡を受けるようにされることに合意する可能性がある。さらに、どのような第三者ユー
ザも、呼の緊急レベルが高い場合には、発信側ユーザとの連絡を受けるようにされること
に合意する可能性がある。
【００５２】
嗜好管理モジュールＧＥＳは、可能性のある着信側ユーザと、可能性のある第三者ユー
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ザとして、ユーザの嗜好を保存し、また着信側ユーザの嗜好と第三者ユーザの嗜好とを比
較して、呼の緊急レベルに基づいて発信側ユーザとの連絡を受けるようにされる可能性が
ある第三者ユーザのグループＧｐを規定する。
【００５３】
例えば、ユーザの嗜好は、ウェブ・インターフェースを経由してユーザによって入力さ
れることもある。
【００５４】
図２を参照すると、本発明の一実施形態による、ユーザのモバイル端末を用いて到達さ
れ得ない呼ユーザに連絡を取るための一方法は、ステップＥ１からＥ５を備えている。
【００５５】
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あらかじめ、着信側ユーザは、ウェブ・インターフェースに接続して、着信側ユーザと
、各第三者ユーザとの間の社会的関係に基づいて、また呼の緊急レベルに基づいて、ユー
ザがユーザのモバイル端末を経由して到達され得ないときはいつでも、ユーザが誰によっ
て連絡を取られる可能性があるかを第三者ユーザに通知する。
【００５６】
さらに、少なくとも幾人かの前記第三者ユーザは、ウェブ・インターフェースに接続し
て、第三者ユーザと各着信側ユーザとの間の社会的関係に基づいて、また呼の緊急レベル
に基づいて、誰のために各第三者ユーザが、着信側ユーザに連絡を取るために呼び出され
ることに合意しているかを可能性のある着信側ユーザに通知する。
【００５７】
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通信サーバＳＣは、ウェブ・インターフェースに提供される前記情報を取り出して、第
三者ユーザと各着信側ユーザとの間の社会的関係に基づいて、また呼の緊急レベルに基づ
いて、場合によっては発信側ユーザとの連絡を受けるようにされているグループＧｐの第
三者ユーザを規定し、またグループＧｐの第三者ユーザを着信側ユーザに関連づける。例
えば、第三者ユーザのグループは、着信側ユーザの識別子とマッチするものとして保存さ
れ、また各第三者ユーザは、少なくとも１つの通信デバイスＤＣｔの呼び出し番号とマッ
チするものとして保存される。
【００５８】
ステップＥ１において、発信側ユーザは、着信側ユーザを呼び出すが、そのユーザに到
達することができない。例えば、着信側ユーザのモバイル端末ＴＭが、ある与えられた回
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数だけ着信を鳴らした後に、通信サーバＳＣは、電気通信ネットワークＲＴの中に含まれ
、また着信側ユーザのプロファイル情報を、とりわけそのユーザが加入しているサービス
を備えるホーム・ロケーション・レジスタＨＬＲによってトリガされ、また発信側ユーザ
の通信デバイスＤＣａは、通信サーバＳＣと連絡を取るようにされる。
【００５９】
ステップＥ２において、フィルタ・モジュールＦＩＬは、呼の緊急レベルを決定する。
例えば、フィルタ・モジュールＦＩＬは、呼の緊急レベルを評価するためのシステムを有
する音声サーバに対して呼を転送し、発信側ユーザが呼の緊急レベルを選択するように勧
めており、この呼の緊急レベルは、１組の質問を通して、またオプションとしては音声分
析を通して、そのシステムによって評価される。呼の緊急レベルは、例えば、テキスト・
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メッセージの形式で通信サーバに送信されることもある。
【００６０】
呼処理モジュールＭＴＡは、フィルタ・モジュールＦＩＬによって決定される呼の緊急
レベルを取り出し、またそれを選択モジュールＳＥＬに対して送信する。
【００６１】
呼処理モジュールＭＴＡはまた、着信側ユーザの識別子Ｉｄを選択モジュールＳＥＬに
対して送信する。識別子Ｉｄは、例えば、着信側ユーザの呼び出し番号である。
【００６２】
ステップＥ３において、選択モジュールＳＥＬは、管理モジュールＧＥＳに問い合わせ
を行って、着信側ユーザの識別子Ｉｄを用いて着信側ユーザに関連する第三者ユーザのグ
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ループＧｐを取り出す。
【００６３】
選択モジュールＳＥＬは、呼の緊急レベルに基づいてグループＧｐに属する第三者ユー
ザの初期リストＬｉを生成する。第三者ユーザが発信側ユーザとの連絡を受けるようにす
るためのポリシーは、第三者ユーザと、着信側ユーザとの間の社会的関係に依存する。例
えば、第三者ユーザは、着信側ユーザが、友人または家族のメンバーである場合だけに、
発信側ユーザとの連絡を受けるようにされることに合意する可能性がある。さらに、どの
ような第三者ユーザも、呼の緊急レベルが高い場合に、発信側ユーザとの連絡を受けるよ
うにされることに合意する可能性がある。
【００６４】
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したがって、決定された緊急レベルの場合に、発信側ユーザとの連絡を受けるようにさ
れることに合意している第三者ユーザだけが、初期リストＬｉに属している。
【００６５】
ステップＥ４において、選択モジュールＳＥＬは、ロケーション・モジュールＬＯＣに
問い合わせを行って、初期リストＬｉの上の第三者ユーザについての位置を学習する。と
りわけ、選択モジュールＳＥＬは、例えば、着信側ユーザについての、また第三者ユーザ
の各々についての、最後の知られている地理的位置を備える、着信側ユーザに関連してお
り、また第三者ユーザに関連している地理的位置情報データＤｇを取り出す。
【００６６】
選択モジュールＳＥＬは、取り出された地理的位置情報データＤｇに基づいて、初期リ
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ストＬｉから第三者ユーザの最終リストＬｆを生成する。
【００６７】
例えば、最終リストＬｆは、着信側ユーザに地理的に最も近い第三者ユーザの順序付け
られた一覧表を含んでいる。最終リストＬｆは、例えば、所定のしきい値距離を超えた、
着信側ユーザから地理的にあまりにも遠く離れた第三者ユーザの初期リストを取り除いて
いる。
【００６８】
一変形においては、ステップＥ３とＥ４との順序が、逆にされる。それゆえに、最初に
、着信側ユーザに地理的に最も近くにいる第三者ユーザを選択し（Ｅ４）、また次いで、
呼の緊急レベルに基づいて、これらの第三者ユーザのうちのどれが、着信側ユーザと連絡
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を取るようにされることに合意するかを検証することが、可能である。
【００６９】
ステップＥ５において、選択モジュールＳＥＬは、発信側ユーザの通信デバイスＤＣａ
と、最終リストに最初に現れる第三者ユーザの通信デバイスＤＣｔとの間で呼を確立する
呼処理モジュールＭＴＡに対して最終リストＬｆを送信する。
【００７０】
呼処理モジュールＭＴＡは、それによって、発信側ユーザの通信デバイスＤＣａと、第
三者ユーザが宣言している、第三者ユーザの通信デバイスＤＣｔの各々との間で呼を確立
しようと試みる。
【００７１】
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第三者ユーザが、到達され得ない場合、呼処理モジュールＭＴＡは、発信側ユーザの通
信デバイスＤＣａと、最終リストの中に順番に現れる第三者ユーザの各々についての通信
デバイスＤＣｔとの間で呼を確立する。
【００７２】
ここで説明されている本発明は、ユーザのモバイル電話を経由しては到達され得ない着
信側ユーザと連絡を取るための方法およびサーバに関する。本発明の一実施形態によれば
、本発明の方法のステップは、通信サーバＳＣなどのサーバの中に組み込まれるコンピュ
ータ・プログラムの命令によって決定される。プログラムは、前記プログラムが、サーバ
の内部でロードされ、また実行されるときに、本発明の方法のステップを実行するプログ
ラム命令を備える。
【００７３】
その結果として、本発明は、本発明を実装するために適したコンピュータ・プログラム
にも、とりわけ情報媒体の上の、または情報媒体の内部のコンピュータ・プログラムにも
適用される。このプログラムは、任意のプログラミング言語を使用することができ、また
ソース・コード、オブジェクト・コード、あるいは部分的にコンパイルされた形式や、本
発明の方法を実装するために望ましい他の任意の形式など、ソース・コードと、オブジェ
クト・コードとの間の中間コードの形式のものとすることができる。
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