
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気通信システムが、少なくとも、第１の電気通信ネットワークおよび第２の電気通信
ネットワークを備え、
　少なくとも１つの補足電気通信サービスを提供する電気通信システムで使用する方法で
あって、
　前記電気通信システムを通して 第１の局と 第
２の局との間での通信のための設定手順を開始するステップと、
　ポートした局の番号およびアドレスを変更しないですむように、前記第１の電気通信ネ
ットワークから前記第２の電気通信ネットワークへの局のポートを容易にする番号ポータ
ビリティ・サービスに対して問い合わせを送信するステップと、
　前記第２の局が前記ポートした局であるかどうかを判断するステップと、
　前記設定手順が完了し、前記第１の局に対する前記少なくとも１つの補足電気通信サー
ビスの提供が開始される第２のフェーズの前の第１のフェーズ中に、前記少なくとも１つ
の補足電気通信サービスに前記ポートした局であるかどうかの判断の結果を通知するステ
ップとを含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
　前記第２の局に対する前記番号ポータビリティ・サービスの状態を判断するステップと
、前記少なくとも１つの補足電気通信サービスに前記状態を通知するステップとが、前記
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番号ポータビリティ・サービスおよび前記少なくとも１つの補足電気通信サービスの両方
を制御している制御ノードで行われることを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法において、
　前記補足電気通信サービスが、ＩＮＡＰプロトコル・スイートに基づいて行われ、前記
制御ノードが、サービス制御ポイント（ＳＣＰ）および前記番号ポータビリティ・サービ
スの番号ポータビリティ・レジスタを備えることを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項２に記載の方法において、
　前記補足電気通信サービスが、移動ネットワーク強化論理用のカスタマイズされたアプ
リケーションに基づいて行われ、前記制御ノードが、サービス制御ポイント（ＳＣＰ）と
前記番号ポータビリティ・サービスの番号ポータビリティ・レジスタとを備えることを特
徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れかに記載の方法において、
　前記少なくとも１つの補足電気通信サービスが、前記第２の局が、ポートした局である
と判断された場合にだけ、前記判断結果の通知を受けることを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れかに記載の方法において、
　前記番号ポータビリティ・サービスは、前記電気通信システムが提供する前記補足電気
通信サービスのうちの１つであることを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れかに記載の方法において、
　前記電気通信システムが、ネットワーク・コントローラと、前記移動通信ネットワーク
の個々の加入者に関連するユーザ関係データを記憶するためのホーム・ロケーション・レ
ジスタとを備え、前記番号ポータビリティ・サービスが、前記ネットワーク・コントロー
ラと前記ホーム・ロケーション・レジスタとの間に転送情報レジスタを備え、
　前記設定手順中に、前記ネットワーク・コントローラから前記ホーム・ロケーション・
レジスタに転送情報問い合わせとして問い合わせを送信し、前記転送情報問い合わせを前
記転送情報レジスタを通して送るようにする前記番号ポータビリティ・サービスへの問い
合わせを送信するステップと、
　前記第２の局の前記番号ポータビリティ・サービスの状態に関する状態情報を前記転送
情報レジスタのところで決定し、前記第２の局がポートしたかどうかを判断するステップ
と、
　前記第２の局がポートした番号であると判断された場合に、前記転送情報問い合わせが
、前記ホーム・ロケーション・レジスタに入ることができないようにしながら、前記ネッ
トワーク・コントローラに前記状態情報を返送する前記少なくとも一つの補足電気通信サ
ービスに前記判断の結果を通知するステップとを含むことを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れかに記載の方法において、
　前記番号ポータビリティ・サービスの状態が、補足電気通信アプリケーション・プロト
コル・スイートの発呼状態モデルの最初のところで確認されることを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法において、
　前記状態の確認には、ＩＮＡＰまたはＣＡＭＥＬプロトコルの最初の検出ポイントのと
ころで、サービス・ルーチング・レジスタ問い合わせを送信するステップを含むことを特
徴とする方法。
【請求項１０】
　電気通信システムで使用するためのネットワーク素子であって、
　前記電気通信システムが、少なくとも第１の電気通信ネットワークおよび第２の電気通
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信ネットワークを備え、前記電気通信システムで通信している局に対して、少なくとも１
つの補足電気通信サービスを提供し、
　第１の局と第２の局との間の呼出しの設定手順を行うための呼出し設定手段と、
　前記少なくとも１つの補足電気通信サービスを制御するための制御手段と、
　前記局に対して、ポートした局の番号およびアドレスを変更しないですむように、前記
第１の電気通信ネットワークから前記第２の電気通信ネットワークへの局のポートを容易
にする番号ポータビリティ・サービスを提供するための手段とを備え、
　前記ネットワーク素子が、前記第２の局がポートした局であるかどうかを判断し、前記
設定手順が完了し、前記第１の局による呼出しに対して前記少なくとも１つの補足電気通
信サービスの使用が開始される第２のフェーズの前の第１のフェーズ中に前記少なくとも
１つの補足電気通信サービスに、前記ポートした局であるかどうかの判断結果を通知する
ように配置されていることを特徴とするネットワーク素子。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のネットワーク素子において、
　前記第２の局が、ポートした局であるかどうかの前記判断が、前記番号ポータビリティ
・サービスを提供するための手段により行われることを特徴とするネットワーク素子。
【請求項１２】
　請求項１０または請求項１１に記載のネットワーク素子において、前記少なくとも１つ
の補足電気通信サービスを制御するための前記制御手段がサービス制御ポイントを備え、
番号ポータビリティ・サービスを提供するための前記手段がルーチング・レジスタを備え
ることを特徴とするネットワーク素子。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のネットワーク素子において、
　前記ネットワーク素子が、前記補足電気通信サービスを実行するためのインテリジェン
ト・ネットワーク・アプリケーション部（ＩＮＡＰ）を使用するように、また、前記イン
テリジェント・ネットワーク・アプリケーション部（ＩＮＡＰ）プロトコルの発呼状態モ
デルの始めのところで、前記第２の局に対する前記番号ポータビリティ・サービスの状態
を確認するように構成されていることを特徴とするネットワーク素子。
【請求項１４】
　請求項１０または請求項１１に記載のネットワーク素子において、
　前記ネットワーク素子が、移動ネットワーク強化論理用のカスタマイズされたアプリケ
ーションを使用するように構成されていて、前記制御手段が、サービス制御ポイント（Ｓ
ＣＰ）を、前記番号ポータビリティ・サービスを提供するための手段が前記番号ポータビ
リティ・サービスの番号ポータビリティ・レジスタを備えることを特徴とするネットワー
ク素子。
【請求項１５】
　請求項１０乃至１４の何れかに記載のネットワーク素子において、
　前記番号ポータビリティ・サービスが、前記補足電気通信サービスのうちの１つである
ことを特徴とするネットワーク素子。
【請求項１６】
　請求項１０乃至１５の何れかに記載のネットワーク素子において、
　前記電気通信システムが、第１の移動ネットワークと第２の移動ネットワークとを備え
、前記被呼局が、前記第１の移動ネットワークから前記第２の移動ネットワークにポート
した移動局であることを特徴とするネットワーク素子。
【請求項１７】
　システムに接続している少なくとも２つの局を通信することができるようにする電気通
信システムであって、
　第１の電気通信ネットワークと、
　第２の電気通信ネットワークと、
　前記システムと通信している局に対して少なくとも１つの補足電気通信サービスを提供
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するための補足電気通信サービス手段と、
　前記少なくとも１つの補足電気通信サービスを制御するための制御手段と、
　第１の局と第２の局との間の呼出しの設定手続きを行うための呼出し設定手段と、
　前記局に対して、ポートした局の番号およびアドレスを変更しないですむように、前記
第１の電気通信ネットワークから前記第２の電気通信ネットワークへの局のポートを容易
にする番号ポータビリティ・サービスを提供するための手段とを備え、
　前記通信電気システムは、前記第２の局がポートした局であるかを判断し、
　設定手順が完了し、前記第１の局による呼出しに対して前記少なくとも１つの補足電気
通信サービスの使用が開始される第２フェーズの前の第１のフェーズ中に、前記少なくと
も１つの補足電気通信サービスに前記ポートした局であるかどうかの判断結果を通知する
ように配置されていることを特徴とする電気通信システム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の電気通信システムにおいて、
　前記被呼局が、ポートした局であるかどうかの前記判断が、前記番号ポータビリティ・
サービスを提供するための手段により行われることを特徴とする電気通信システム。
【請求項１９】
　請求項１７または１８に記載の電気通信システムにおいて、
　前記少なくとも１つの補足電気通信サービスを制御するための前記制御手段が、サービ
ス制御ポイントを備え、番号ポータビリティ・サービスを提供するための前記手段がルー
チング・レジスタを備えることを特徴とする電気通信システム。
【請求項２０】
　請求項１７乃至１９の何れかに記載の電気通信システムにおいて、
　前記番号ポータビリティ・サービスは、前記電気通信システムが提供する前記補足電気
通信サービスのうちの１つであることを特徴とする電気通信システム。
【請求項２１】
　請求項１７乃至２０の何れかに記載の電気通信システムにおいて、
　第１の移動ネットワークおよび第２の移動ネットワークとを備え、前記被呼局が、前記
第１の移動ネットワークから前記第２の移動ネットワークにポートした移動局であること
を特徴とする電気通信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の分野）
本発明は、電気通信システムに関し、特に、移動電気通信を含み、そのユーザに対する補
足電気通信サービスを提供する移動電気通信システムに関する。
【０００２】
（発明の背景）
固定ライン・ターミナル、または（移動電話、またはデータ処理機能を持つトランシーバ
・ユニット、またはＴＣＰ／ＩＰプロトコル（トランスポート制御プロトコル／インター
ネット・プロトコル）スイート（ｓｕｉｔｅ）、または類似のユーザ装置を使用する機能
を持つトランシーバ・ユニットのような）移動局のユーザは、加入番号およびアドレスを
変更しないで、元の加入にサービスを行っているオペレータから他のオペレータに切り替
えたい場合がある。このようなことができれば、オペレータに対するユーザの立場が強化
され、また、ユーザは、いくつかのオペレータによる最も有利な申し出を容易に利用する
ことができるようになり、および／または何時でも、金銭的に最も価値のある、および／
または最も有利なサービスを提供するオペレータを利用できるようになる。
【０００３】
移動局のユーザは、上記の場合に、いわゆる移動番号ポータビリティ（ＭＮＰ）機能を使
用することができる。ＭＮＰに対する１つの方法についてのより詳細な説明については、
ＥＴＳＩ　ＭＮＰ（欧州電気通信標準協会－移動番号ポータビリティ）仕様を参照された
い。通常、ＭＮＰを使用すると、ネットワークまたはオペレータが変化しても、すなわち
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、あるオペレータと他のオペレータとの間でポート（ｐｏｒｔ）しても、移動局加入者の
番号を変更しないでそのままで使用することができる。このことは、ＭＮＰにおいては、
移動局加入者は、自分の元のＭＳＩＳＤＮ（移動局加入者ＩＳＤＮ番号）を変更しないで
、同じ国内で加入ネットワークを変更することができる。原則的には、ある国のあるオペ
レータから他の国のあるオペレータへ切り替えることもできるが、いくつかの国の間での
移動を禁止するいくつかの国際法規および規則がある場合がある。
【０００４】
ＭＮＰ割当てを使用してきた移動局ユーザ（または加入者）は、エクスポートまたは移動
した移動局ユーザと呼ばれることもある。ポートした移動局ユーザに対する呼出しは、ほ
とんどの場合、その国の要件により、最初に、もとのままの移動局番号に基づいて（すな
わち、ユーザのＭＳＩＳＤＮに基づいて）、ユーザの元のネットワークに転送される。そ
の後で、古いネットワーク内に位置する特定のルーチング・レジスタが、その番号がエク
スポートされた番号であることを認識して、その呼出しに関連する信号法を新しい受入れ
ネットワークに転送する。その後で、呼出しは、新しいネットワークのルーチング装置に
より被呼移動局加入者に転送される。ＭＮＰ装置は、また、短メッセージ（例えば、ＧＳ
Ｍ　ＳＭＳメッセージ）、および他の呼出しに関連しない信号法を転送することもできる
。
【０００５】
すでに説明したように、番号ポータビリティ・サービスが動作できるように、電気通信ネ
ットワーク内には、すでに専用ルーチング・レジスタまたはデータベースが実行されてい
る。上記レジスタは、ポートした移動局加入者の必要な転送情報を含む。あるネットワー
クにおいては、各ネットワーク内、または外から発信し、影響を受けた呼出しに関連しな
い信号法メッセージ、および転送問合わせメッセージのすべてを、ルーチング・レジスタ
（または、数個のレジスタ）を通して転送することができる。ルーチング・レジスタは、
例えば、以下の機能を提供することができる。
【０００６】
－ネットワーク自身の加入者宛ての、Ｅ．１６４宛ＳＣＣＰ（信号法接続制御部）メッセ
ージの正しいＨＲＬ（ホーム・ロケーション・レジスタへの中継：加入者に関連する情報
を含む加入ネットワーク内のレジスタ）；
－例えば、ポートした加入者宛てであり、他のネットワークによるサービスを受けた転送
問合わせメッセージのＭＡＰ（移動アプリケーション部）、レベルＮＰ（番号ポータビリ
ティ）アプリケーションへの中継。ＮＰアプリケーションは、ＭＡＰ　ＳＲＩ（転送情報
の送信）応答メッセージ内での転送番号の返送を行う。その後で、呼出しを処理するため
に、転送番号により呼出しを受入れネットワークへ転送することができる。
【０００７】
ＭＡＰをベースとするＮＰデータベース問合わせは、必要な呼出しに関連する機能用に使
用することができる。特定のルーチング・レジスタは、ＭＡＰ　ＳＲＩ応答メッセージに
より必要な再転送情報を提供するために、ＭＡＰレベル・アプリケーションと一緒に、宛
先ＭＳＩＳＤＮのポートされた状態を識別するために使用される。
【０００８】
それ故、ルーチング・レジスタ機能は、移動番号ポータビリティ・サービスを提供してい
る電気通信システムで重要な役割を持つ。ルーチング・レジスタの主な機能は、オペレー
タに再転送能力を提供することであり、必要な転送情報を返送するためのアプリケーショ
ン・レベルの機能を提供することである。ルーチング・レジスタは、呼出しに関連しない
信号法メッセージ、および呼出しに関連する信号法メッセージの両方を処理する。ルーチ
ング・レジスタにより、加入者は、あるオペレータから他のオペレータにポートした場合
に、現在の移動電話番号をそのまま使用することができる。再転送機能は、「電話番号転
送情報」の自由連想により実行することができる（加入者電話番号としては、例えば、Ｍ
ＳＩＳＤＮを使用することができる）。転送情報としては、サービス番号に対するリアル
なディレクトリ番号、ネットワーク素子のアドレス、または、例えば、ルーチング・レジ
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スタの内部データベースから問い合わせのあった移動番号ポータビリティ転送番号を使用
することができる。
【０００９】
原則的には、ポートした加入者は、同じ加入ネットワーク内で、ポートしていない加入者
と全く同じサービスを使用できなければならない。すなわち、番号ポータビリティ・サー
ビスの最大の便宜を受けるために、加入者のＭＳＩＳＤＮが使用したネットワークに属し
ていても、加入者のＭＳＩＳＤＮが使用したネットワークにポートしていても、同じサー
ビスが受けられなければならないし、－その加入ネットワークをサービス・レベルに提供
されるサービスは同じでなければならない。
【００１０】
ユーザに提供されるこれらのサービスは、補足電気通信サービスまたは機能を含む。補足
サービスは、また、場合によっては、インテリジェント・ネットワーク（ＩＮ）サービス
、または高度電気通信サービスとも呼ばれる。補足ネットワーク・サービスまたはインテ
リジェント・ネットワーク・サービスは、例えば、電気通信システムの１つまたはいくつ
かのノード内で提供されるソフトウェアおよび／またはハードウェアの実行による加入者
への種々の洗練されたサービス、または付加価値サービスと定義することができる。ユー
ザは、固定ターミナルまたは移動ターミナルにより補足電気通信サービスにアクセスする
ことができる。補足ネットワーク・サービスは、プリペイド呼出し、異なる番号または番
号空間への料金の異なる呼出し、呼出し禁止（「呼び出しお断り」）またはある種の番号
または番号空間からの呼出しの阻止、呼出し転送、折返し電話（話中／呼出し不能な加入
者の終了）、サービスの遠隔制御、種々の無料番号（「フリーダイヤル」）、または特別
料金番号、応答／音声メール、会議呼出しまたはグループ呼出し、呼出し番号情報、残り
の呼出し時間、加入グループまたは拡張グループ（例えば、仮想私設ネットワーク、ＶＰ
Ｎ）、ユーザ位置サービス等のユーザへのアナウンスを含む。
【００１１】
インテリジェント・ネットワーク（ＩＮ）のこの実施形態は、サービス交換（または検出
およびトリガ）ポイント（ＳＳＰ）およびサービス制御ポイント（ＳＣＰ）を含むことが
できる。これら２つのポイントは、また、集積ユニットまたはノード（ＳＳＣＰ：サービ
ス交換および制御ポイント）の形にすることもできる。検出およびトリガ装置は、例えば
、ユーザが、ＩＮ呼出しを示す予め定めたプレフィックスを含む予め定めた電話番号をダ
イヤルすようにすることもできるし、または番号全体をＩＮ呼出しインジケータとして使
用するようにすることもできる。交換ポイントは、ＩＮプレフィックスまたは番号を認識
し、その後で、呼出し処理を中断し、制御ポイントからの次の命令を要求する。制御ポイ
ントから命令を受け取った後で、交換ポイントは、その命令に従って動作する。トリガし
た後で、制御ポイントは、問題のインテリジェント・ネットワーク・サービスによりイン
テリジェント・ネットワークへの接続、およびその使用できる種々の機能を制御する。し
かし、上記意外にも、（種々のタイマ装置のような）検出およびトリガ動作用の種々の他
の方法もあることに留意されたい。
【００１２】
上記ＭＮＰ実施形態の場合には、ユーザは、自分の元のＭＳＩＳＤＮを保持することがで
きる。反対に、ユーザのＩＭＳＩ（国際移動加入者識別）は、現在のアプリケーション内
でポートしてはならないが、ポート動作進行中の受入ネットワークは、ポートした移動加
入に対して新しいＩＭＳＩを発行しなければならない。
【００１３】
動作中、移動電気通信ネットワークは、ＭＳＩＳＤＮに基づいて、いくつかの仮定を行う
。分類および分別機能のような移動電気通信ネットワークのいくつかの手順は、これらの
仮定に直接基づいている。これらの仮定は、本質的に、ＭＳＩＳＤＮ番号範囲または番号
空間を使用するすべての手順に影響を与える。番号ポータビリティ・サービスを使用して
いる場合の問題は、ＭＳＩＳＤＮをベースとするこれらの仮定は、もはや有効でないとい
うことである。例えば、ＭＳＩＳＤＮは、もはや、被呼者が加入した実際のネットワーク
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の情報を必要とする上記すべてのサービスに影響を与える実際の加入ネットワークを示さ
ない（ＭＳＩＳＤＮは、元のネットワークしか表示しない）。さらに、ＭＳＩＳＤＮの番
号範囲または空間は、もはや、すべての移動ネットワーク機能（例えば、国内宛先コード
）で使用することができない。
【００１４】
問題のうちの１つは、ポートした番号に呼出しを行った場合、インテリジェント・ネット
ワーク制御ポイント、およびインテリジェント・ネットワーク制御ポイントの背後のすべ
てのサービスの実際の被呼番号を意識しない。すなわち、被呼加入者の実際のネットワー
ク内の番号を意識しない。さらに、移動番号ポータビリティ・サービス、およびインテリ
ジェント・ネットワーク・サービスを同時に使用した場合、問題が起こることがわかった
。ポートした番号を使用すると、例えば、呼出しが行われた時に、被呼加入者の位置を知
ること、および／またはそれに被呼加入者が属するネットワーク／番号範囲を知ることが
必須である、いわゆる「ホーム・ゾーン」タイプのサービス、または類似のサービスに対
して悪影響がある。（このことは、例えば、その呼出しに対して提供される、呼出しまた
はサービス・レベルの課金および転送に影響する。）この情報は、加入ネットワークのホ
ーム・ロケーション・レジスタから入手することができるが、被呼加入者が、ポートした
加入者である場合には、補足電気通信サービスは、加入者に対するホーム・ロケーション
・レジスタのアドレスを意識しない。現在のタイプのルーチング・レジスタを使用した場
合でも、使用したネットワークおよび同様にインテリジェント・ネットワーク・サービス
で、信号法のロードが行われる。ポートした番号への呼出しの転送は、最適な状態で何時
でも行われるわけではない。何故なら、呼出しは、呼出し側も、被呼側も、元のネットワ
ークに加入していて、そのネットワークを使用している場合でも、元の（古い）オペレー
タの装置を通して転送されるからである。
【００１５】
現在まで解決されていないこれらの問題は、例えば、呼出しの課金、被呼ユーザの位置デ
ータ、バック信号法の見地から見た場合、呼出しの制御可能性およびか管理のから見て、
さまざまな種類の影響を持つ場合がある。これらの影響の中のあるものは、ネットワーク
において、機能不全を起こしたり、および／または過度の量の信号法のロードを起こすと
いうような場合もある。
【００１６】
（発明の概要）
本発明の実施形態の目的は、上記問題のうちの１つまたはそれ以上を解決することである
。
ある観点から見た場合、本発明は、電気通信システムでの１つの方法を提供する。上記電
気通信システムは、第１の電気通信ネットワークおよび第２の電気通信ネットワークを備
え、少なくとも１つの補足電気通信サービスを提供する。上記方法は、下記のステップ、
すなわち、
【００１７】
上記電気通信システムを通して、第１の局と第２の局との間での通信のための設定手順を
開始するステップと、
ポートした局の番号およびアドレスを変更しないですむように、上記第１の電気通信ネッ
トワークから上記第２の電気通信ネットワークへの局のポートを容易にする番号ポータビ
リティ・サービスに対して問い合わせを送るステップと、
上記第２の局が、ポートした局であるかどうかを判断するステップと、
少なくとも１つの補足電気通信サービスに、上記少なくとも１つの補足電気通信サービス
の使用を開始する前に上記判断の結果を通知するステップとを含む。
他の観点から見た場合、本発明は、電気通信システムで使用するためのネットワーク素子
を提供する。上記電気通信システムは、少なくとも第１の電気通信ネットワークおよび第
２の電気通信ネットワークを備え、上記システムと通信している局に対して少なくとも１
つの補足電気通信サービスを提供し、
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２つの局の間の呼出しの設定手順を行うための手段と、
上記少なくとも１つの補足電気通信サービスを制御するための手段と、
上記局に対して、ポートした局の番号およびアドレスを変更しないですむように、上記第
１の電気通信ネットワークから上記第２の電気通信ネットワークへの局のポートを容易に
する番号ポータビリティ・サービスを提供するための手段とを備える。
【００１８】
この場合、上記ネットワーク素子は、呼び出された局がポートした局であるかどうかを判
断し、上記少なくとも１つの補足電気通信サービスに、その呼出しに対して上記少なくと
も１つの補足電気通信サービスの使用を開始する前に上記判断の結果を通知するように配
置されている。
【００１９】
さらに他の観点から見た場合、本発明は、上記システムに接続している少なくとも２つの
局が通信することができるようにする電気通信システムを提供する。上記電気通信システ
ムは、
第１の電気通信ネットワークと、
第２の電気通信ネットワークと、
上記システムと通信している局に対して少なくとも１つの補足電気通信サービスを提供す
るための補足電気通信サービス手段と、
上記少なくとも１つの補足電気通信サービスを制御するための制御手段と、
２つの局との間の設定手続きを行うための設定手段を呼び出すステップと、
上記局に対して、ポートした局の番号およびアドレスを変更しないですむように、上記第
１の電気通信ネットワークから上記第２の電気通信ネットワークへの局のポートを容易に
する番号ポータビリティ・サービスを提供するための手段とを備える。
【００２０】
この場合、上記ネットワーク素子は、呼び出された局がポートした局であるかどうかを判
断し、上記少なくとも１つの補足電気通信サービスに、その呼出しに対して上記少なくと
も１つの補足電気通信サービスの使用を開始する前に上記判断の結果を通知するように配
置されている。
【００２１】
もっと特殊な実施形態の場合には、第２の局に対する番号ポータビリティ・サービスの状
態の判断、および補足電気通信サービスに対する上記状態の通知は、番号ポータビリティ
・サービスおよび補足電気通信サービスの両方を制御しているノードのところで行うこと
ができる。補足電気通信サービスは、また、第２の局がポートした局であると判断された
場合だけ、上記判断結果の通知を受けることができる。番号ポータビリティ・サービスを
電気通信システムが提供する補足電気通信サービスの１つとすることができる。電気通信
システムは、コントローラ、および移動電気通信ネットワークの個々の加入者に関連する
ユーザ関連データを記憶するためのホーム・ロケーション・レジスタとを含む少なくとも
１つの移動電気通信ネットワークを備えることができ、番号ポータビリティ・サービスは
、ネットワーク・コントローラとホーム・ロケーション・レジスタとの間に転送情報レジ
スタを備えることができる。ある実施形態の場合には、問い合わせは、接続設定中に、ネ
ットワーク・コントローラからホーム・ロケーション・レジスタへの転送情報問い合わせ
として送られる。転送情報問い合わせは、転送情報レジスタを通り、第２の局の番号ポー
タビリティ・サービスの状態の判断は、転送情報レジスタのところで行われ、第２の局が
、ポートした番号であると判断された場合には、状態情報は、コントローラに返送される
が、この場合、転送情報問い合わせは、ホーム・ロケーション・レジスタに入ることはで
きない。番号ポータビリティ・サービスの状態は、補足電気通信アプリケーション・プロ
トコル・スイートの発呼状態モデルの最初のところで確認することができる。上記状態の
確認は、ＩＮＡＰプロトコルの最初の検出ポイントのところにサービス・ルーチング・レ
ジスタ問い合わせを送信するステップを含むことができる。
【００２２】
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本発明の実施形態は、いくつかの利点を持つ。本発明の実施形態は、補足電気通信サービ
スが開始した場合に、補足電気通信サービス位置および加入ネットワークのような呼び出
された側の情報が正しいことを確認することができる。このことは、例えば、呼出し課金
および呼出し関連信号法および呼出し転送の観点から見た場合、呼出し処理および管理の
点で有利である。上記実施形態は、また、呼出し送信容量（例えば、幹線およびゲートウ
ェイの容量）の使用を最適化する際にも役に立つ。本発明の実施形態は、また、将来の用
途の際に、ルーチング・レジスタ機能のより効率的使用を可能にする。ネットワーク素子
の動作をより必要とする、さらに新しい高度ＩＮサービスが開発され、移動電気通信ネッ
トワーク内の加入者の数が遥かに増大するにつれて、ルーチング・レジスタ機能の役割は
、ますます重要になってゆくものと思われる。
本発明をよりよく理解してもらうために、添付の図面を参照しながら説明するが、この説
明は単に例示としてのものに過ぎない。
【００２３】
（発明の好適な実施形態の説明）
図１について説明すると、この図は、公衆陸上移動通信網（ＰＬＭＮ）環境での、番号ポ
ータビリティ・サービスのある実施形態である。より詳細に説明すると、この実施形態は
、２つのＧＳＭ（移動体通信グローバル・システム）ネットワーク１および２を示す。し
かし、例示としてのセルラー電気通信ネットワークの下記の説明において、ＧＳＭ、ＰＬ
ＭＮという用語を使用したとしても、本発明の解決方法は、呼出し局および被呼局、補足
電気通信サービス、および番号ポータビリティ・サービスの間で通信を提供する任意の電
気通信システムでも使用することができることを理解されたい。
【００２４】
図１の場合には、呼出し側の移動局Ａ（Ａ番号）は、ＰＬＭＮ１の基地トランシーバ局（
ＢＴＳ）４によるサービスを受ける。被呼移動局Ｂ（Ｂ番号）は、それに応じてＰＬＭＮ
２の基地トランシーバ局（ＢＴＳ）１４によるサービスを受ける。この配置の場合には、
システムの各基地トランシーバ局が、ＢＴＳの有効範囲内の各移動局（ＭＳ）ヘ信号を送
信し、各移動局から信号を受信するようになっている。同様に、移動局は、各基地トラン
シーバ局へ信号を送信し、各基地トランシーバ局から信号を受信することができ、移動局
は、各基地局との無線通信を通して上記送受信を行うことができる。図面を簡単にするた
めに、図１には、基地局は１つしか示していないが、通常、多数の移動局が、各基地局と
通信していることに留意されたい。各基地局は、基地局コントローラ（ＢＳＣ）５または
１５を通して、各サービス提供ネットワーク・コントローラに接続することができる。図
では、上記コントローラは、ゲートウェイ移動交換センター（ＧＭＳＣ）６および１６で
示してある。１つ以上の基地局が、各コントローラに接続できることに留意されたい。ま
た、通常、ネットワーク内には、１つ以上のコントローラが設置されていて、普通、ＧＭ
ＳＣの代わりに、基地トランシーバ局が、移動交換センター（ＭＳＣ）によるサービスを
受ける。その後で、数個のＭＳＣまたは類似のコントローラが、ゲートウェイ移動交換セ
ンター（ＧＭＳＣ）、または、例えば、ＧＰＲＳサービス内のサービス提供ＧＰＲＳサポ
ート・ノード（ＳＧＳＮ）に接続している。しかし、本発明を理解するのに詳細なネット
ワーク・アーキテクチャは重要でないので、これ以上の説明は省略する。
【００２５】
図のＰＬＭＮネットワーク１および２は、また、ホーム・ロケーション・レジスタ（ＨＬ
Ｒ）８および１８をそれぞれ含む。ＰＬＭＮの通常の動作の場合には、ＰＬＭＮの各加入
者は、ＨＬＲのようなネットワークの１つのレジスタ、またはデータベース内に永久に登
録しなければならない。より詳細に説明すると、各ホーム・ロケーション・レジスタ、ま
たは類似のデータベースは、関連ネットワークに加入しているこれら加入者のユーザ関連
データを永久に記憶するために使用される。加入者関連データは、ＭＳＩＳＤＮおよびＩ
ＭＳＩの他に、移動局の現在の位置、加入サービスおよび／またはサービス・レベル、課
金情報、サービス制限、および特定の実施形態に関連すると思われる、任意の他の類似の
加入者関連情報を含む。ＨＬＲは、自立ネットワーク素子であってもよいし、ＭＳＣまた

10

20

30

40

50

(9) JP 3764387 B2 2006.4.5



はＧＭＳＣのようなネットワーク・コントローラの中のあるものに内蔵させることもでき
る。
【００２６】
ＧＭＳＣ６は、さらに、補足電気通信サービス、すなわち、インテリジェント・ネットワ
ーク（ＩＮ）サービス１０用の交換ポイントを含む。すでに説明したように、ＩＮサービ
スは、加入者が、自分の加入を通して使用することができる、種々の高度補足電気通信サ
ービスを含む。
【００２７】
図１は、それぞれ、ネットワーク１および２用の他のサービス・ルーチング・レジスタ（
ＳＲＲ）７および１７も示す。ルーチング・レジスタは、例えば、そのネットワークから
他のネットワークにポートした加入者を含むテーブル内に、ポートした移動加入者の必要
な転送情報を含む。開始した呼出しが、ポートした加入者宛てのものであるかどうかを確
認するために、すべての呼出しに関連しない信号法メッセージ、およびあるネットワーク
内またはその外から発信されたものであるが、上記ネットワーク宛ての転送問い合わせメ
ッセージは、ネットワークのルーチング・レジスタを通して転送することができる。上記
配置は、好適には、上記メッセージが、ネットワークのＨＬＲ宛てのものであっても、ネ
ットワーク・コントローラとＨＬＲとの間の通信経路内に位置するルーチング・レジスタ
を通ることが好ましい。当然、その内部において、すべての呼出しが、このような方法で
処理されるのではなく、例えば、ある番号空間への呼出しが、ルーチング・レジスタに送
られないで、直接ＨＬＲへ送られるような配置にすることもできる。しかし、このような
配置にすると、転送および／またはもっと複雑なソフトウェアおよびハードウェア実行内
で、いくつかの問題が発生する。
【００２８】
図１には示していないが、番号ポータビリティ・サービスは、ＩＮサービスにより実行す
ることもできることに留意されたい。すなわち、番号ポータビリティおよびその関連する
記録は、ＩＮ１０または補足電気通信サービスを提供する類似の機能により提供される種
々のサービスのうちの１つとすることもできる。
【００２９】
図１の場合には、Ｂ局（Ｂ番号）のユーザは、元のネットワーク１に加入しているが、現
在はネットワーク２にポートしていて、そのため、そのＨＬＲ１８に登録している。Ｂ番
号は、固定ライン・ネットワーク（図示せず）からネットワーク２にポートすることもで
きることに留意されたい。また、呼出し局Ａ（Ａ番号）は、任意のネットワーク、すなわ
ち、ネットワーク１または２、または任意の固定ライン・ネットワークのような、任意の
他のネットワークであってもよい。呼出しを開始すると（図３０のステップ３０も参照）
、局Ａは、ＧＭＳＣ６に、ＩＡＭ（初期アドレス・メッセージ）または任意の適当な呼出
し設定メッセージを送信する。呼び出されたＢ番号を分析した後で、ＧＭＳＣ６は、ＳＲ
Ｉ（送信転送情報）を生成して、ルーチング・レジスタＳＲＲ７を通して、ＨＬＲ８に送
信する（図３のステップ３２）。番号ポータビリティ・サービスがＩＮ１０により実行さ
れた場合には、転送情報問い合わせは、例えば、ＩＤＰ（初期検出ポイント：ＩＮサービ
スの使用を開始する手順）に内蔵させることもできる。ポートした加入者の場合には、ル
ーチング・レジスタは、その後で、転送番号を識別する（例えば、ＩＮＡＰ内のＣＯＮの
ような）接続メッセージで応答する。
【００３０】
ＳＲＲ７は、その呼出しが、ポートしたＢ番号、またはネットワーク１の実際の加入者に
送られたかどうかを確認するように構成されている（図３のステップ３４）。この確認は
、例えば、ポートした加入者に対する新しいネットワークへの、およびポートしていない
加入者に対するＨＬＲへの転送情報を含むルーチング・レジスタ・データベースにより行
うことができる。より詳細に説明すると、上記構成は、上記番号が、ルーチング・レジス
タのデータベース内に記憶されるようにすることができる。この場合、外部からの転送情
報要求は、このデータベースにより確認される。他の実施形態の場合には、ポートした番
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号は、ルーチング・レジスタに内蔵されているテーブル内にマッピングされる。この場合
、すべての外部からの転送情報要求は、このテーブルにより確認される。しかし、他の方
法によりＢ番号の状態のこの判断を行うこともできる。
【００３１】
番号がポートしていない番号であると判断された場合には、信号法は、ＨＬＲ８に送られ
て、呼出し手順が通常の方法で継続して行われる（図３のステップ４）。しかし、図１は
、ＳＲＲ７が、その呼出しが、ネットワーク２にポートしたＢ加入者宛てものであり、（
そのために、ネットワーク２のＨＬＲ１８に登録されている）ことを認識し、それゆえ、
元のネットワーク１のＨＬＲ８に転送情報を送る代わりに、ＳＲＲ７が、ＧＭＳＣ６に呼
び出された番号は、ポートした番号であることを示す応答メッセージ（ＳＲＩｒｅｓｐ）
、および／またはコントローラにポートした番号の実際のネットワーク２への転送情報を
提供する応答メッセージを返送する場合の状態を示す（図３のステップ３８）。ＭＡＰレ
ベル番号ポータビリティ・アプリケーションは、ＭＡＰ　ＳＲＩ応答メッセージをローミ
ング番号として、認識コード付き被呼側番号に含まれているＧＭＳＣへ返送するために使
用することができる。この場合、認識コードは、その後で、正しい加入ネットワークを識
別する。その後で、ＧＭＳＣは、認識コードに基づいて、加入ネットワーク２に呼出し信
号法を転送することができる。ＧＭＳＣ６からＧＭＳＣ１６へのメッセージは、例えば、
「修正した」ＩＡＭの形にすることができる。加入ネットワーク２のＧＭＳＣ１６は、メ
ッセージを受信し、プレフィックスを除去し、修正したＩＡＭ内で受信した、被呼側番号
に対して行った分析に基づいて、新しい転送情報問い合わせを発生し、それを、ルーチン
グ・レジスタＳＲＲ１７を通して、ＨＬＲ１８に送信する。レジスタ１７は、被呼側Ｂ番
号の加入番号を判断し、転送情報問い合わせが、それ以上の処理を受けることなく、ＨＬ
Ｒ１８に送られるようにする。ＨＬＲ１８は、その後で、例えば、ＭＡＰ　ＳＲＩ応答メ
ッセージ内で、ローミング番号をＧＭＳＣ１６に返送し、その後で、ＧＭＳＣ１６は、被
呼Ｂ番号に関連する呼出しを局に転送することができる。
【００３２】
ネットワーク１のコントローラ６に再転送情報を提供するほかに、ルーチング・レジスタ
７は、また、インテリジェント・ネットワーク・サービス１０に、インテリジェント・ネ
ットワーク・サービス、もっと正確にいうと、その制御ポイントが、被呼側がポートした
加入者であることに気がついたという情報を提供する（図３のステップ４０）。この種の
構成により、任意のインテリジェント・ネットワーク・サービスに呼出し設定中、および
上記インテリジェント・ネットワーク・サービスの実際の使用が開始する前にポート状態
情報を提供することができる。
【００３３】
図２は、インテリジェント・ネットワーク・ノード内で実行されたＩＮをベースとする番
号ポータビリティ・サービスを示す、本発明の一実施形態の略図である。上記ノードは、
ＭＳＣ／ＳＳＰ機能６、９、番号ポータビリティ・サービスのルーチング・レジスタ７、
およびノードが提供するすべての上記補足電気通信サービスの使用を制御するためのサー
ビス制御ポイントＳＣＰ１１を含む。より詳細に説明すると、図２は、以下に、より詳細
に説明するように、インテリジェント・ネットワーク・アプリケーション部（ＩＮＡＰ）
プロトコルの異なる呼出し状態モデルに対して、呼出し設定中、ＩＮノード内で信号法が
どのように実行されるのかを示す。
【００３４】
すでに説明したように、ルーチング・レジスタＳＲＲ７としては、（この例の場合には、
呼出し加入者である）Ａ加入者に対して提供される他のＩＮサービスと一緒に、同じノー
ド内で実行されるＩＮをベースとする補足サービスを使用することができる。ＩＮサービ
スのサービス制御ポイントＳＣＰ１１は、Ａ加入者の、より詳細に説明すると、補足電気
通信サービスの使用を含むＡ加入者のすべての通信を制御するように構成されている。制
御ポイント１１は、補足電気通信サービス、すなわち、ＩＮサービスに対して必要なデー
タおよび論理を含む。制御ポイント１１は、サービス交換ポイント（図２には図示せず）
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から要求を受信し、要求されたサービスを実行し、必要な情報を交換ポイントに返送する
。それ故、制御ポイント１１は、使用したサービスの課金および管理のような、種々の機
能を処理する。制御ポイントの機能は、サービス制御機能（ＳＣＦ）と呼ばれることがあ
る。すでに説明したように、サービス交換ポイントおよび制御ポイントは、１つのノード
内（例えば、電話交換機、無線ネットワーク・コントローラまたは交換センター内）で実
行することができる。その後で、上記ノードは、ＩＮ接続の検出、およびサービス論理の
実行の両方のために機能する。
【００３５】
呼出し設定中、呼出しているＡ加入者を制御している制御ポイントＳＣＰは、インテリジ
ェント・ネットワーク・アプリケーション部（ＩＮＡＰ）プロトコル・スイートの発呼基
本呼出し状態モデル（ＯＢＣＳＭ）中、情報を受信および／または送信するための信号法
接続を持つことができる。ＯＢＣＳＭは、呼出し設定の第１の（発呼）段階であると定義
することができる。図２は、さらに、ＩＮＡＰプロトコル・スイートの終端基本呼出し状
態モデル（ＴＢＣＳＭ）を示す。このモデルは、呼出し処理モデルの後の段階、すなわち
、その内部において、呼出し設定が終了した段階である。ＳＣＰは、また、ＴＢＣＳＭと
信号法接続を持つことができる。しかし、現在のＩＮアプリケーションの通常のアーキテ
クチャのために、ＳＣＰ１１は、同じ論理で、ＯＢＣＳＭおよびＴＢＣＳＭとの信号法を
処理することはできない。しかし、これらモデルは、それらの間で相互作用を全然行わな
くても、別々のサービス論理または別々の独立している対象物により、いつでも処理する
ことができる。
【００３６】
転送情報問い合わせを、ＴＢＣＳＭのところで問い合わせを行う代わりに、この段階で、
ＳＲＲへＩＤＰを送信することにより、発呼基本呼出し状態モデル（ＯＢＣＳＭ）のとこ
ろで、実行することができることが分かっている。ＳＲＲ７により、被呼Ｂ番号が、ポー
トしたＢ番号であると判断された場合には、ＳＣＰ１１は、任意の他のＩＮサービスが開
始する前に、ＯＢＣＳＭのところで、Ｂ加入者の状態の通知を受け取ることができる。従
来技術の提案の場合には、転送情報レジスタ７からの転送情報問い合わせは、ＴＢＣＳＭ
のところだけで実行されたが、ＳＣＰ１１は、Ｂ番号のポート状態に関する情報を受信す
ることができないので、Ｂ番号のポート状態に関する情報なしで、ＳＣＰ１１により、Ｉ
Ｎサービスを開始させなければならない。そのため、上記の問題が発生する。
【００３７】
転送情報問い合わせの後にしか開始しない、他のＩＮサービスは、呼出しをＩＮサービス
にトリガした時点で、初期検出ポイント（ＩＤＰ）のところで、すでにＮＰ状態情報を受
信する。すなわち、ＮＰサービスの状態は、任意の他のＩＮサービスが開始する前に、発
呼基本呼出し状態モデルの始めのところで、すでに確認されている。これにより、番号ポ
ータビリティ・サービスと他のＩＮサービスとの間の相互作用を正しく制御することがで
きる。
【００３８】
上記説明においては、ＩＮＡＰプロトコル・スイートの使用について説明したが、本発明
は、ＣＡＰ（移動ネットワーク強化論理（ＣＡＭＥＬ）アプリケーション・プロトコル）
用の、カスタマイズされたアプリケーション）のような他の補足電気通信サービス・プロ
トコルと一緒に実行することができることに留意されたい。
【００３９】
また、移動局および移動電気通信ネットワークに関連して本発明の実施形態を説明してき
たが、本発明の実施形態は、任意の他の適当なタイプのユーザ装置およびネットワークに
も適用することができることを理解されたい。例えば、ルーチング・レジスタから転送情
報を要求しているネットワーク・コントローラは、固定ライン電気通信システムの交換機
またはノードであってもよいし、それに対して情報が提供される補足サービスは、固定ラ
イン電気通信ネットワークの加入者に提供された補足無線サービスである。さらに、時分
割多元接続（ＴＤＭＡ）を使用するＧＳＭシステムを例にひいて、本発明の実施形態につ
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いて説明してきた。本発明は、また、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）および符号分割多
元接続（ＣＤＭＡ）およびこれらの任意のハイブリッドを含む任意の他のアクセス技術に
も適用することができることは明らかである。
【００４０】
今迄、本発明の例示としての実施形態について説明してきたが、添付の特許請求の範囲に
記載する本発明の精神および範囲から逸脱することなしに、上記の解決方法を種々に変更
および修正することができることにも留意されたい。
【図面の簡単な説明】
【図１】　番号ポータビリティを提供する電気通信システムの全体の配置を示す。
【図２】　本発明のある実施形態の信号法を示す。
【図３】　本発明のある実施形態の動作を示すフローチャートである。
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【 図 ３ 】
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