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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
通信網における呼の遠隔制御経路選択方法であって、少なくとも１つの固定端末（２２、
２２８、４２８）に関連付けられた登録装置（２４、２２６、４２６）からの前記固定端
末（２２、２２８、４２８）に関連付けられた識別子を含む少なくとも１つの第１の信号
を移動通信網の移動端末（２０、２２２、４２２）で受信するステップと、
着信呼を前記移動端末（２０、２２２、４２２）に通知する第２の信号を前記移動通信網
の前記移動端末（２０、２２２、４２２）で受信するステップと、
前記少なくとも１つの固定端末（２２、２２８、４２８）に関連付けられた前記識別子を
含む第３の信号を前記移動端末（２０、２２２、４２２）から前記移動通信網を介し接続
可能なサービスノード（１４、２０８、４０８）に送信するステップと、
前記少なくとも１つの固定端末（２２、２２８、４２８）に関連付けられた前記識別子を
含む第４の信号を前記移動通信網の前記移動端末（２０、２２２、４２２）で受信するス
テップと、
前記少なくとも１つの固定端末（２２、２２８、４２８）に関連付けられた前記識別子お
よび前記移動端末（２０、２２２、４２２）の識別子の少なくとも１つの選択を含む第５
の信号を前記移動端末（２０、２２２、４２２）から前記移動通信網を介し接続可能なサ
ービスノード（１４、２０８、４０８）に送信するステップと、
前記選択に基づいて前記少なくとも１つの固定端末（２２、２２８、４２８）および前記
移動端末（２０、２２２、４２２）の１つへ前記呼を経路選択するステップと、を含む、
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方法。
【請求項２】
前記経路選択ステップが、前記少なくとも１つの固定端末（２２、２２８、４２８）へ前
記呼を経路選択するステップを含む、請求項１記載の方法。
【請求項３】
複数の固定端末（２２、２２８、４２８）に繋がる前記登録装置（２４、２２６、４２６
）から少なくとも前記第１の信号を送信するステップをさらに含む、請求項１記載の方法
。
【請求項４】
前記登録装置（２４、２２６、４２６）に繋がる前記複数の固定端末（２２、２２８、４
２８）のリストを前記移動端末（２０、２２２、４２２）で表示するステップと、前記複
数の固定端末（２２、２２８、４２８）から前記少なくとも１つの固定端末（２２、２２
８、４２８）に関連付けられた前記識別子を前記移動端末（２０、２２２、４２２）での
前記表示から選択するステップと、をさらに含む、請求項３記載の方法。
【請求項５】
前記第３の信号を送信するステップが、前記第２の信号の受信に応答して前記第３の信号
を送信するステップをさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項６】
前記第３の信号および前記第５の信号を前記移動端末（２０、２２２、４２２）から前記
移動通信網に送信するステップが、前記第３および第５の信号を前記移動通信網の接続可
能なサービスノード（１４、２０８、４０８）に送信するステップを含む、請求項１記載
の方法。
【請求項７】
移動通信網における通話中の呼の遠隔制御経路選択する方法であって、
少なくとも１つの固定端末（２２、２２８、４２８）に関連付けられた登録装置（２４、
２２６、４２６）から少なくとも１つの第１の信号を前記移動通信網の移動端末（２０、
２２２、４２２）で受信するステップであって、前記第１信号は、少なくとも１つの固定
端末（２２、２２８、４２８）に関連付けられた識別子を含む前記受信するステップと、
前記少なくとも１つの固定端末（２２、２２８、４２８）に関連付けられた識別子を含む
第２の信号を前記移動端末（２０、２２２、４２２）から前記移動通信網を介し接続可能
なサービスノード（１４、２０８、４０８）に送信するステップと、
前記少なくとも１つの固定端末（２２、２２８、４２８）に関連付けられた前記識別子を
含む第３の信号を前記移動通信網の前記移動端末（２０、２２２、４２２）で受信するス
テップと、
前記少なくとも１つの固定端末（２２、２２８、４２８）に関連付けられた前記識別子お
よび前記移動端末（２０、２２２、４２２）の識別子の少なくとも１つの選択を含む第４
の信号を前記移動端末（２０、２２２、４２２）から前記移動通信網を介し接続可能なサ
ービスノード（１４、２０８、４０８）に送信するステップと、
前記選択に基づいて前記少なくとも１つの固定端末（２２、２２８、４２８）に通知を送
信するステップと、
前記通知が応答されるのに応答して、前記通話中の呼の経路を前記少なくとも１つの固定
端末（２２、２２８、４２８）へ再経路選択するステップと、を含む、方法。
【請求項８】
複数の固定端末（２２、２２８、４２８）に繋がる前記登録装置（２４、２２６、４２６
）から前記第１の信号を送信するステップをさらに含む、請求項７記載の方法。
【請求項９】
前記登録装置（２４、２２６、４２６）に繋がる前記複数の固定端末（２２、２２８、４
２８）のリストを前記移動端末（２０、２２２、４２２）で表示するステップと、前記複
数の固定端末（２２、２２８、４２８）から前記少なくとも１つの固定端末（２２、２２
８、４２８）に関連付けられた前記識別子を前記移動端末（２０、２２２、４２２）での
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前記表示から選択するステップと、をさらに含む、請求項８記載の方法。
【請求項１０】
前記第２の信号および前記第４の信号を前記移動端末（２０、２２２、４２２）から前記
移動通信網に送信するステップが、前記第２および第４の信号を前記移動通信網から接続
可能なサービスノード（１４、２０８、４０８）に送信するステップを含む、請求項７記
載の方法。
【請求項１１】
通信網における呼の発信を遠隔制御で行なう方法であって、
少なくとも１つの固定端末（２２、２２８、４２８）に関連付けられた登録装置（２４、
２２６、４２６）から、固定電話通信網における少なくとも１つの固定端末（２２、２２
８、４２８）に関連付けられた識別子を含む少なくとも１つの第１の信号を移動通信網の
移動端末（２０、２２２、４２２）で受信するステップと、
前記少なくとも１つの固定端末（２２、２２８、４２８）に関連付けられた前記識別子を
含む第２の信号を前記移動端末（２０、２２２、４２２）から前記移動通信網を介し接続
可能なサービスノード（１４、２０８、４０８）に送信するステップと、
前記少なくとも１つの固定端末（２２、２２８、４２８）に関連付けられた前記識別子を
含む第３の信号を前記移動端末（２０、２２２、４２２）で受信するステップと、
前記少なくとも１つの固定端末（２２、２２８、４２８）に関連付けられた少なくとも前
記識別子の選択を含む第４の信号を前記移動端末（２０、２２２、４２２）から前記移動
通信網を介し接続可能なサービスノード（１４、２０８、４０８）に送信するステップと
、
前記選択に応答して前記少なくとも１つの固定端末（２２、２２８、４２８）で通知信号
を受信し、それにより、前記通知信号に応答するユーザーが被呼者に接続され得るように
するステップと、を含む、方法。
【請求項１２】
前記第２の信号および前記第４の信号を送信するステップが、前記移動通信網から接続可
能なサービスノード（１４、２０８、４０８）に前記第２の信号および前記第４の信号を
送信するステップを含む、請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
複数の固定電話に繋がる登録装置（２４、２２６、４２６）から前記第１の信号を送信す
るステップをさらに含む、請求項１１記載の方法。
【請求項１４】
少なくとも１つの通信網内で呼を固定端末（２２、２２８、４２８）へ経路選択するのに
使用される登録装置（２４、２２６、４２６）を遠隔制御によって起動する方法であって
、前記登録装置（２４、２２６、４２６）の識別を含む第１の信号を移動通信網の移動端
末（２０、２２２、４２２）で受信するステップと、前記登録装置（２４、２２６、４２
６）の識別および起動要求を含む第２の信号を前記移動通信網を介して接続可能なサービ
スノード（１４、２０８、４０８）に前記移動端末（２０、２２２、４２２）から送信す
るステップと、登録装置（２４、２２６、４２６）起動制御信号を含む第３の信号を前記
サービスノード（１４、２０８、４０８）から前記移動端末（２０、２２２、４２２）に
送信するステップと、前記登録装置（２４、２２６、４２６）起動制御信号を含む第４の
信号を前記移動端末（２０、２２２、４２２）から前記登録装置（２４、２２６、４２６
）に送信し、それにより、前記移動端末（２０、２２２、４２２）が前記登録装置（２４
、２２６、４２６）の前記起動を遠隔制御するステップと、を含む、方法。
【請求項１５】
前記登録装置（２４、２２６、４２６）に繋がる複数の固定端末（２２、２２８、４２８
）のリストを前記移動端末（２０、２２２、４２２）で表示するステップと、前記複数の
固定端末（２２、２２８、４２８）から前記固定端末（２２、２２８、４２８）の識別子
を前記移動端末（２０、２２２、４２２）での表示から選択するステップと、前記固定端
末（２２、２２８、４２８）の前記識別子を前記移動電話から前記サービスノード（１４
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、２０８、４０８）に送信するステップと、をさらに含む、請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
少なくとも１つの通信網内で呼を固定端末（２２、２２８、４２８）へ経路選択するのに
使用される登録装置（２４、２２６、４２６）を遠隔制御によって解除する方法であって
、前記登録装置（２４、２２６、４２６）の識別および解除要求を含む第１の信号を移動
通信網から接続可能なサービスノード（１４、２０８、４０８）に移動端末（２０、２２
２、４２２）から送信するステップと、登録装置（２４、２２６、４２６）解除制御信号
を含む第２の信号を前記サービスノード（１４、２０８、４０８）から前記移動端末（２
０、２２２、４２２）に送信するステップと、前記登録装置（２４、２２６、４２６）解
除制御信号を含む第３の信号を前記移動端末（２０、２２２、４２２）から前記登録装置
（２４、２２６、４２６）に送信し、それにより、前記移動端末（２０、２２２、４２２
）が前記登録装置（２４、２２６、４２６）の解除を遠隔制御するステップと、を含む、
方法。
【請求項１７】
前記登録装置（２４、２２６、４２６）に繋がる複数の固定端末（２２、２２８、４２８
）のリストを前記移動端末（２０、２２２、４２２）で表示するステップと、前記複数の
固定端末（２２、２２８、４２８）から前記固定端末（２２、２２８、４２８）の識別子
を前記移動端末（２０、２２２、４２２）の前記表示から選択するステップと、前記固定
端末（２２、２２８、４２８）の前記識別子を前記移動電話から前記サービスノード（１
４、２０８、４０８）に送信するステップと、をさらに含む、請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
通信網で呼の経路選択の条件を遠隔制御する方法であって、個人電話番号および個人識別
番号を含む第１の信号を少なくとも１つの電話通信網に接続されたサービスノード（１４
、２０８、４０８）に送信するステップと、前記移動端末（２０、２２２、４２２）のア
イデンティティを含む第２の信号を前記サービスノード（１４、２０８、４０８）に送信
し、それにより、前記個人電話番号および前記個人識別番号を用いて、前記サービスノー
ド（１４、２０８、４０８）が前記個人番号と前記移動端末（２０、２２２、４２２）の
前記アイデンティティとの間の関連を生成するステップと、登録装置（２４、２２６、４
２６）のアイデンティティおよび固定通信網の固定端末（２２、２２８、４２８）のアイ
デンティティを含む第３の信号を前記サービスノード（１４、２０８、４０８）に送信し
、それにより、前記サービスノード（１４、２０８、４０８）が前記登録装置（２４、２
２６、４２６）の前記アイデンティティと前記固定端末（２２、２２８、４２８）の前記
アイデンティティとの関連を生成するステップと、を含む、方法。
【請求項１９】
前記個人電話番号を用いて前記少なくとも１つの電話通信網内で発信された呼を前記サー
ビスノード（１４、２０８、４０８）に経路選択するステップと、前記サービスノード（
１４、２０８、４０８）が発信元を解析するステップと、前記解析ステップに基づいて前
記移動端末（２０、２２２、４２２）のユーザーとの通話を確立するステップと、をさら
に含む、請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
前記第３の信号が、前記登録装置（２４、２２６、４２６）のステータスに関連付けられ
た複数の状態の１つを含むステータス・コードをさらに含む、請求項１８記載の方法。
【請求項２１】
前記登録装置（２４、２２６、４２６）が複数の値の少なくとも１つを含む前記ステータ
ス・コードに従って動作し、前記第３の信号が前記ステータス・コードに応答して送信さ
れる、請求項１８記載の方法。
【請求項２２】
少なくとも１つの前記固定端末（２２、２２８、４２８）に関連付けられた前記識別子を
含む前記第１の信号を登録装置（２４、２２６、４２６）から送信するステップと、
前記第１の信号を前記移動通信網の移動端末（２０、２２２、４２２）で受信するステッ
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プと、
前記少なくとも１つの固定端末（２２、２２８、４２８）に関連付けられた識別子を含む
前記第２の信号を前記移動端末（２０、２２２、４２２）から前記移動通信網の移動電話
網に送信するステップであって、前記第２の信号は、前記固定端末（２２、２２８、４２
８）と関連付けられた前記識別子及び前記移動端末（２０、２２２、４２２）の識別子か
らの少なくとも１つの選択を含む、前記送信するステップと、
前記選択に基いて、前記呼を前記少なくとも１つの固定端末（２２、２２８、４２８）及
び前記移動端末（２０、２２２、４２２）の中の一つに経路選択するステップと、を含む
、請求項１記載の方法。
【請求項２３】
前記第１の信号が低電力無線信号を含む、請求項２２記載の方法。
【請求項２４】
前記第１の信号が赤外線信号を含む、請求項２２記載の方法。
【請求項２５】
第２の信号を送信する前記ステップが、呼セットアップ中に前記第２の信を送信するステ
ップをさらに含む、請求項２２記載の方法。
【請求項２６】
前記経路選択ステップが、前記固定端末（２２、２２８、４２８）および前記移動端末（
２０、２２２、４２２）の少なくとも一つへ前記呼を経路選択するステップをさらに含む
、請求項２２記載の方法。
【請求項２７】
前記少なくとも１つの固定端末（２２、２２８、４２８）への前記呼の経路選択を検出す
るステップと、前記経路選択が検出されなかったときに前記呼を終端するステップと、を
さらに含む、請求項２２記載の方法。
【請求項２８】
第２の信号を前記移動端末（２０、２２２、４２２）から前記移動通信網の移動電話網に
送信する前記ステップが、前記移動通信網から接続可能なサービスノード（１４、２０８
、４０８）に前記第２の信号を送信するステップを含む、請求項２２記載の方法。
【請求項２９】
少なくとも１つの前記固定端末（２２、２２８、４２８）に関連付けられた前記識別子を
含む前記第１の信号を登録装置（２４、２２６、４２６）から送信するステップと、
前記第１の信号を前記移動通信網の移動端末（２０、２２２、４２２）で受信するステッ
プと、
前記少なくとも１つの固定端末（２２、２２８、４２８）に関連付けられた識別子を含む
前記第２の信号を前記移動端末（２０、２２２、４２２）から前記移動通信網の移動電話
網に送信するステップと、
前記第２信号に応答して、前記少なくとも１つの固定端末（２２、２２８、４２８）から
前記呼を発信するために経路選択するステップと、を含む、請求項１１記載の方法。
【請求項３０】
前記第１の信号が赤外線信号を含む、請求項２９記載の方法。
【請求項３１】
第２の信号を送信する前記ステップが、前記移動通信網から接続可能なサービスノード（
１４、２０８、４０８）に前記移動端末（２０、２２２、４２２）から前記第２の信号を
送信するステップをさらに含む、請求項２９記載の方法。
【請求項３２】
移動通信網で呼の経路選択制御を移動端末（２０、２２２、４２２）のユーザーによって
行なう方法であって、前記ユーザーに関連付けられた個人番号を含む呼セットアップ制御
信号をサービスノード（１４、２０８、４０８）に記憶するステップと、前記移動端末（
２０、２２２、４２２）との通信接続が確立している登録装置（２４、２２６、４２６）
に繋がる複数の固定端末（２２、２２８、４２８）のリストを含む前記ユーザによる使用
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のための経路選択オプションと前記呼セットアップ制御信号の識別子とを含む第１の信号
を前記サービスノード（１４、２０８、４０８）から前記移動端末（２０、２２２、４２
２）に送信するステップと、前記経路選択オプションを前記ユーザーに前記移動端末（２
０、２２２、４２２）で表示するステップと、前記複数の固定端末（２２、２２８、４２
８）の少なくとも１つと前記移動端末（２０、２２２、４２２）の識別子とからの選択を
含む第２の信号を前記移動端末（２０、２２２、４２２）から前記サービスノード（１４
、２０８、４０８）に送信するステップと、前記サービスノード（１４、２０８、４０８
）の制御下で、前記複数の固定端末（２２、２２８、４２８）および前記移動端末（２０
、２２２、４２２）の選択された１つに前記呼セットアップ制御信号に関わる呼を経路選
択するステップと、を含む、方法。
【請求項３３】
移動通信網における呼の遠隔制御経路選択システムであって、信号送信機を含む、複数の
関連する固定端末（２２、２２８、４２８）を識別する登録手段と、前記登録手段から送
信された信号を受信する登録受信手段と、前記複数の固定端末（２２、２２８、４２８）
の少なくとも１つおよび前記移動端末（２０、２２２、４２２）をユーザーが選択するた
めの選択手段とを含む、前記移動通信網と双方向通信のために相互接続された移動端末（
２０、２２２、４２２）と、前記移動電話から受信された選択信号に応答して前記固定電
話端末の少なくとも１つおよび前記移動端末（２０、２２２、４２２）の選択された１つ
へ前記呼を経路選択する手段とを含む、前記移動通信網に相互接続されたサービスノード
（１４、２０８、４０８）と、を含む、システム。
【請求項３４】
前記移動端末（２０、２２２、４２２）が、前記登録手段に信号を送信する信号送信手段
を含み、前記登録手段が、前記移動端末（２０、２２２、４２２）から信号を受信する信
号受信手段をさらに含む、請求項３３記載のシステム。
【請求項３５】
前記登録手段と前記移動端末（２０、２２２、４２２）とが、前記登録手段に信号を送信
する前記手段および前記移動端末（２０、２２２、４２２）から信号を受信する前記信号
受信手段を使用して通信し、それにより、通信が少なくとも１つの制御信号とユーザー・
データを含む、請求項３４記載のシステム。
【請求項３６】
前記移動端末（２０、２２２、４２２）が、前記登録手段から登録情報を受信するサービ
ス制御モジュール手段と、情報を表示する手段とを含む、請求項３３記載のシステム。
【請求項３７】
前記登録手段が前記移動端末（２０、２２２、４２２）と一体化された．請求項３６記載
のシステム。
【請求項３８】
前記サービス制御モジュール手段が、前記移動端末（２０、２２２、４２２）とは別のユ
ニットを含み、その両者が有線接続された、請求項３６記載のシステム。
【請求項３９】
前記信号送信機が赤外線送信機を含む、請求項３３記載のシステム。
【請求項４０】
前記信号送信機が低電力無線送信機を含む、請求項３３記載のシステム。
【請求項４１】
前記サービスノード（１４、２０８、４０８）が、前記呼を固定端末（２２、２２８、４
２８）へ経路選択するＰＢＸ網を含む、請求項３３記載のシステム。
【請求項４２】
前記登録手段が、前記登録手段と主電力線との接続を検出する手段をさらに含む、請求項
３３記載のシステム。
【請求項４３】
前記登録手段が、前記登録手段と固定電話線との接続を検出する手段をさらに含む、請求
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項３３記載のシステム。
【請求項４４】
前記登録手段が、ロック状態で前記登録手段とプラグとの間に接続されるコネクタをさら
に含む、請求項３３記載のシステム。
【請求項４５】
前記コネクタが、スイッチ手段の動作が前記登録手段に表示されるように電気回路の開閉
を行うスイッチ手段を含む、請求項４４記載のシステム。
【請求項４６】
前記スイッチ手段が、前記コネクタが前記プラグに接続され外部動作から隔離されること
に応答して動作する、請求項４５記載のシステム。
【請求項４７】
前記スイッチ手段がマイクロスイッチを含む、請求項４５記載のシステム。
【請求項４８】
前記識別子は登録装置識別子である、請求項１記載の方法。
【請求項４９】
前記登録装置（２４、２２６、４２６）に繋がる前記少なくとも１つの固定端末（２２、
２２８、４２８）のリストを前記移動端末（２０、２２２、４２２）のディスプレイ上に
表示するステップをさらに含む、請求項４８記載の方法。
【請求項５０】
前記移動通信網に接続可能なサービスノード（１４、２０８、４０８）に前記第３および
第５の信号を送信し、前記サービスノード（１４、２０８、４０８）から前記第２および
第４の信号を受信するステップをさらに含む、請求項４９記載の方法。
【請求項５１】
前記識別子は登録装置識別子である、請求項７記載の方法。
【請求項５２】
前記移動通信網に接続可能なサービスノード（１４、２０８、４０８）に前記第２および
第４の信号を送信し、前記サービスノード（１４、２０８、４０８）から前記第３および
通知信号を受信するステップをさらに含む、請求項５１記載の方法。
【請求項５３】
前記登録装置（２４、２２６、４２６）に繋がる前記少なくとも１つの固定端末（２２、
２２８、４２８）のリストを前記移動端末（２０、２２２、４２２）のディスプレイ上に
表示するステップをさらに含む、請求項５１記載の方法。
【請求項５４】
前記識別子は登録装置識別子である、請求項１１記載の方法。
【請求項５５】
前記移動通信網に接続可能なサービスノード（１４、２０８、４０８）へ前記第２および
第４の信号を送信し、前記サービスノード（１４、２０８、４０８）から前記第３および
通知信号を受信するステップをさらに含む、請求項５４記載の方法。
【発明の詳細な説明】
発明の背景
発明の技術分野
本発明は、一般に、通信分野に関し、特に、移動通信網において遠隔制御によって固定電
話または移動端末に呼を経路選択する方法および装置に関する。
関連技術の説明
無線および固定通信網は世界中で急速に主要通信手段になりつつある。しかし、この２つ
の技術の共存には多くの不都合がある。例えば、異なる移動および固定電話網にユーザが
加入することが一般化する傾向が高くなってきている。その結果、これらのネットワーク
およびユーザー・インターフェースの動作の相違があるため、これらサービスへ継続的か
つ費用効率の高い接続を希望するユーザにとって不便になってきた。
また、移動電話の出現以来、多くの会社は通信費用が増加したことを認識している。例え
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ば、多くの従業員が移動電話を好んで使用するが、移動電話は固定電話に比べて割高であ
る。事実、従業員が職場の電話からの着信呼を移動電話に転送して、職場の電話番号を「
個人用」番号として使用することが一般化している。従業員の機動性が増すことは確かに
利点ではあるが、それに伴う費用はかなりな額になる。そのため、社用で移動電話を使用
することを制限している会社が増えてきた。
ほとんどの従来の固定および移動電話網では、着信呼をユーザーが別の電話または端末に
経路選択することが可能な転送機能を提供している。例えば、「機能的オフィスのための
分散配置システム（A Distributed Location system for the Active Office）」と題す
るＩＥＥＥネットワーク，１９９４年１月／２月号の記事には、移動電話で局部的通信サ
ービスを各個人に提供する方法および装置が開示されている。職場（例えば，建物）で各
個人および携帯型コンピュータにバッジ形式の赤外線送信機が設けられる。複数の赤外線
センサー（受信機）が有線網で相互接続され、職場全体にわたって複数の固定位置に効率
よく配置される。この送受信システムは、周囲のコンピュータおよび通信資源に対するダ
イナミック・マッピングが可能なユーザー・インターフェースを画定する。したがって、
着信呼は特定の個人またはコンピュータに最も近い電話機に直接に経路選択される。
米国特許第４，９８０，９０７号には、テレポイントおよび移動無線端末を含む装置が開
示されている。この移動端末のユーザはテレポイントの識別を固定電話網の位置記憶装置
（メモリ）に通知する。固定電話網は着信呼をテレポイント経由で移動端末に転送する。
米国特許第５，２０２，９１２号には、発呼者の移動端末をテレポイントに登録する方法
が開示されている。発呼者が電話をかけると、発呼者の登録したテレポイントのアドレス
を含んだ呼出メッセージが送信される。この呼出メッセージは被呼者端末で受信される。
被呼者端末は第２のテレポイントで登録される。発呼者のテレポイントのアドレスは被呼
者のテレポイントへダウンロードされ、２つのテレポイントは接続されて、被呼者への呼
の経路選択が行なわれる。
呼の転送は既存の移動および固定網のオプショナル・サービスとして提供される。しかし
、そのサービスが開始されると、ユーザは、典型的には、それを「オン」または「オフ」
にする。したがって、サービスを「オン」にすると、すべての（または、あらかじめ選択
されたタイプの）着信呼が転送され、サービスを「オフ」にすると、転送は全く行なわれ
ない。すなわち、移動通信網のユーザは個別の着信呼を遮断するか転送するかを選択する
余地はない。
経路選択の問題に対する既知の解決策は、主に、ユーザーへの着信呼の経路選択の技術に
関するものである。この種の解決策はユーザーの機動性を増す。しかし、発信呼について
は、ユーザが同様の増加された機動性を感じることはない。ある種の状況では高価な移動
体接続を避けるために、ユーザは他人の固定電話を借用しなければならない場合もある。
固定電話の所有者は、他人にその電話を使用されたくないかも知れないし、特に、通話料
の高い長距離通話の場合は使用されたくないであろう。
発明の概要
本発明の目的は、通信網のユーザーに高い機動性を提供するとともに通信費用の低減化を
図ることにある。
本発明の他の目的は、着信呼および発信呼の経路選択を行なうための遠隔制御装置として
誰にでも使用可能な移動端末を移動通信網に設けることにある。
本発明の他の目的は、着信呼を遮断し、選択された呼の固定電話への経路選択に使用でき
る通信端末を提供することにある。
本発明の他の目的は、遠隔制御によって固定電話を選択して発信呼を生成することにより
その呼の課金をそのユーザが負うようなフレキシビリティーをユーザーに与えることにあ
る。
本発明の一態様によれば、ユーザが移動端末を使用することによってすべての通信網から
の着信呼の経路選択を遠隔制御することができる方法および装置によって、上記目的およ
びその他の目的が達成される。
本発明の他の態様によれば、サービス・ノードおよび個人番号を設けて着信呼の経路をサ
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ービス・ノードへ再選択することによって、上記目的およびその他の目的が達成される。
本発明の他の態様によれば、他のすべての通信網、少なくとも１つの固定電話に繋がる登
録装置、およびユーザーが各呼を上記固定電話へ経路選択することを遮断したり遠隔制御
したりできる移動端末からの着信呼の経路選択を行なうために被呼者との対話を確立する
サービス・ノードが提供される。
本発明の他の態様によれば、移動通信網内で受信された呼を固定網の固定電話にハンド・
オーバーしたり継続させたりすることができる。
【図面の簡単な説明】
本発明の方法および装置の理解を深めるため、下記の添付図を用いて以下に詳細な説明を
行なう。
図１は、本発明の好ましい実施形態による呼の遠隔制御経路選択を行なう方法および装置
のトップレベル・ブロック図である。
図２は、本発明の好ましい実施形態による図１の構成要素とサービス加入者またはユーザ
ーとの動作関係を説明するトップレベル・ブロック図である。
図３は、本発明の第２の実施形態による呼の遠隔制御経路選択を行なう方法および装置を
示すトップレベル・ブロック図である。
図４は、本発明の好ましい実施形態による呼の遠隔制御経路選択サービスを動作状態にす
る方法のシーケンス図である。
図５は、本発明の好ましい実施形態による呼の遠隔制御経路選択サービスを動作解除にす
る方法のシーケンス図である。
図６は、本発明の好ましい実施形態による呼の遠隔制御経路選択システムに使用される登
録装置を動作状態にする方法のシーケンス図である。
図７は、本発明の第２の実施形態による呼の遠隔制御経路選択システムおいてユーザーが
利用し得る固定電話のリストに固定電話を付加する方法のシーケンス図である。
図８は、本発明の第３の実施形態による呼の遠隔制御経路選択を行なう方法および装置の
トップレベル・ブロック図である。
図９は、本発明の第３の実施形態による呼の遠隔制御経路選択システムに使用される登録
装置を動作状態にする方法のシーケンス図である。
図１０は、本発明の第３の実施形態による呼の遠隔制御経路選択システムの登録装置を動
作解除にする方法のシーケンス図である。
図１１は、本発明の好ましい実施形態による呼の遠隔制御経路選択システムにおける着信
呼の経路選択方法のシーケンス図である。
図１２は、本発明の好ましい実施形態による呼の遠隔制御経路選択システムにおける発信
呼の経路選択方法のシーケンス図である。
図１３は、本発明の好ましい実施形態による呼の遠隔制御経路選択システムにおいて通話
中の呼を固定電話にハンド・オーバーする方法のシーケンス図である。
図１４は、本発明の好ましい実施形態による呼の遠隔制御経路選択システムにおいて通話
中の呼を移動電話にハンド・オーバーする方法のシーケンス図である。
発明の詳細な説明
本発明の好ましい実施形態および特徴は図１～図１４を参照することによって最も理解さ
れる。なお、各図の類似または同一部品は同一参照符号で表されている。
図１は、本発明の好ましい実施形態による呼の遠隔制御経路選択を行なう方法およびシス
テムのトップレベル・ブロック図である。一般に、図示した例では、システム１０はサー
ビス・ノード１４を含み、サービス・ノード１４は、例えば一般加入電話網（ＰＳＴＮ）
，構内交換電話（ＰＳＴＮ／ＰＢＸ１２），インターネット電話，移動電話網１６および
固定電話網１８などの通信網との間で双方向通信が可能なように接続される。固定電話端
末２２は固定網１８に有線アクセスによって接続される。本発明の範囲を限定するわけで
はなく説明をわかりやすくするために、「固定網」という用語は以下では有線アクセスを
有する通信網を一般に意味し、「移動網」という用語は無線アクセスを有する通信網を一
般に意味するものとする。例えば、固定網はＰＳＴＮまたはＰＢＸ網を含み、移動網はＧ
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ＳＭ（Global system for Mobile communications），ＮＭＴ（Nordic Mobile Telephone
）システム，ＰＤＣ（Personal Digital Cellular）システム，ＡＭＰＳおよびＤ－ＡＭ
ＰＳ（North American Advanced and Digital Advanced Mobile Phone Systems）および
ＰＣＳ（Personal Communications system）を含む。サービス・ノード１４は、網から独
立した制御コンピュータであることが好ましく、例えば、ＰＳＴＮ，ＰＢＸ，移動サービ
ス交換センターまたはインテリジェント網などに属するノードに集積することが可能であ
る。
移動電話端末２０は、エアー・インターフェースを介した移動網１６との間の双方向通信
のために接続される。サービス制御モジュール２６は、制御信号，音声およびデータを移
動電話端末２０へ伝送するために接続される。登録装置２４はエアー・インターフェース
を介してサービス制御モジュール２６に接続される。サービス制御モジュール２６は、登
録装置２４および移動電話端末２０との通信に加えて、移動電話端末２０にユーザー・イ
ンターフェース・ディスプレイを提供する。サービス制御モジュール２６は移動電話端末
２０に集積することが可能であり、その場合、ディスプレイは通常の端末ディスプレイで
ある。代わりに、サービス制御モジュール２６は、ケーブルおよび標準インターフェース
を介して移動電話端末２０に接続された個別ユニットであってもよい。
登録装置２４は、特定の登録装置の自己固有の識別子を保存する読出し可能なメモリを含
む。ここでは、単一の登録装置を例示して説明するが、発明の範囲には複数の登録装置が
含まれ、その各装置が個別の識別子を持っている。登録装置２４は能動状態または受動状
態で動作する。登録装置２４の動作状態はサービス制御モジュール２６からの命令信号に
よって設定される。命令信号は移動電話２０のユーザによって発信される。ユーザは、登
録装置２４の動作状態を変更するために個人識別番号（ＰＩＮ）コードを移動電話２０に
入力することが好ましい。登録装置２４は、サービス制御モジュール２６と情報を交換す
るための複数の技術のいずれも使用できる。例えば、赤外線，低電力無線エネルギーまた
は信号内容の変更を含む受信エネルギーの「反射」のいずれも使用することができる。
図２は、本発明の好ましい実施形態のトップレベル・ブロック図であって、図１の構成要
素間の動作関係を説明する図である。線３２において、加入者ユーザーに提供するサービ
スをサービス・プロバイダ（例えば、ＰＢＸ網１２の管理者）が決定し、そのユーザーに
個人電話番号を割り当てる（線３４）。セキュリティを高めるため、サービス・プロバイ
ダはユーザーに認証用ＰＩＮコードを割り当てることもできる。この加入者個人番号を使
用することによって、着信呼のサービス・ノード１４への経路が選択され、加入者に利用
可能な固定端末または移動電話へのその着信呼の経路選択を決定するために加入者との対
話を確立する。
例えば、好ましい実施形態では、サービス・ノード１４は、着信（終端）呼を受信し伝送
するためにユーザーに利用可能な固定電話のリストを生成する。これら固定電話は、移動
電話２０のサービス制御モジュール２６との登録リンクを確立した登録装置（例えば、登
録装置２４）に接続されている。すなわち、移動電話は登録装置のカバレージ・エリア内
に位置し、その移動電話と接続されているサービス制御モジュールはエアー・インターフ
ェースを介して登録装置との登録リンクを確立できる。移動電話のディスプレイ・インタ
ーフェースを用いて、ユーザーは固定電話のリストから選択（経済的な選択）するか単純
に移動電話でその着信呼を受けるかを決める。
図２の線３６では、呼経路選択サービスが移動電話２０のユーザによって有効にされると
、（適切な命令をタイプすることによって）そのユーザはそのサービスをカスタマイズし
て個人電話番号を着信または移動終端呼として認識することができる。なお、どのような
移動電話を用いても個人電話番号と移動電話番号との間の関連付けができることを理解す
べきである。
線３８では、移動電話２０と関連付けられた個人電話番号とサービス・ノード１４によっ
てリストされた固定電話番号との間の関係は、サービス・ノードによって自動的に確立さ
れ更新される。好ましい実施形態では、この関係は呼セットアップ・プロセス中に確立さ
れる。線４０では、移動電話が登録装置から識別情報を受信したときに、移動電話２０は
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登録装置２４との関係を確立する。線４２では、移動電話２０のユーザーは、（例えば、
ディスプレイ・インターフェースを用いて）サービスを選択的にカスタマイズして、登録
装置と関連付けされた固定電話番号を選択する。
本発明の別の実施形態では、ユーザーが移動電話を用いて通話中の呼を既に確立し、移動
電話が登録装置（例えば、登録装置２４）のカバレージ・エリアに入ってその登録装置と
の登録リンクを確立しているとすれば、通話中の移動電話移行が登録装置に関連付けられ
た固定電話にハンド・オーバされ得ることの通知がシステム１０からユーザに（例えば、
移動電話ディスプレイ・インターフェースを介して）自動的に送られる。ユーザーが選択
し得るように、（必要であれば、その場所とともに）利用可能な固定電話のリストが移動
電話に表示される。したがって、ユーザーは、移動電話を使用して、選択した固定電話ま
たは移動電話自体への呼の経路選択を遠隔制御することができる。
この時点で遠隔呼経路選択システム１０のサービス・ノード１４によってなされる多くの
重要な機能について説明することが有用である。例えば、着信呼をユーザーへ経路選択す
るために、サービス・ノードはユーザーの個人電話番号を選択された固定電話の番号また
はユーザーの移動電話番号に置換えて、その呼をその番号に発信する。
電話番号の置換え機能のほか、サービス・ノード（１４）は少なくとも１つの通信網との
インターフェースを備えるとともに、移動電話と制御信号を交換する。また、サービス・
ノードは、１つ以上の登録装置の識別と、各登録装置と接続された固定電話の電話番号と
を記憶する。
サービス・ノード（１４）はまた、システム１０内のいくつかの管理機能、例えばサービ
ス・ノード・ユーザの識別認証機能，呼の経路選択に関わる制御交換機能，移動電話とユ
ーザーとの仲介機能，登録装置との通信，端末／サービス・ノード・シグナリング，電話
サービスに関わるセキュリティ機能（例えば、メッセージの暗号化／復号化など）および
システムの利用統計作成機能などを持つ。
図３は、本発明の第２の実施形態による呼の遠隔制御経路選択を行なう方法および装置を
示すトップレベル・ブロック図である。説明のため、図３に示す呼経路選択システムは図
１の経路選択システム（１０）と類似のものとして描かれている。図３のシステムは、論
理的に、２つの動作環境すなわち区分に分割されている。網区分２００はＰＳＴＮ２０２
を含み、固定電話は参照符号２０４で、ＰＢＸ網は参照符号２０６で、移動電話網は参照
符号２１０でそれぞれ表されている。サービス・ノード２０８はＰＢＸ網２０６に双方向
通信のために接続されている。基本的に、この網区分のＰＳＴＮ，ＰＢＸ，固定電話網お
よび移動電話網は図１の類似の構成要素と実質的に同様に配置され機能する。
図３に示す経路選択システムのローカルまたはユーザー区分２２０は、サービス制御モジ
ュール２２４に接続された移動電話２２２を含む。移動電話２２２はエアー・インターフ
ェースを介して網区分２００の移動電話網２１０に接続されている。この実施形態では、
サービス制御モジュール２２４は、登録装置２２６から制御信号を受信するエネルギー受
容器（不図示）を含む。このエネルギー受容器として、例えば、低電力無線受信機または
赤外線センサを使用することができる。登録装置２２６は、比較的近距離のサービス制御
モジュール２２４へ登録装置識別コードなどの制御信号を送信するエネルギー送出器（不
図示）を含む。このエネルギー送出器として、例えば、低電力無線送信器または赤外線送
信器が使用可能である。登録装置識別コードは、その登録装置のシリアル・ナンバーにそ
れを基づかせることによって特定の登録装置（例えば、登録装置２２６）と関連付けられ
る。固定電話２２８は、登録装置２２６に接続された複数の固定電話の１つであって、網
区分２００のＰＢＸ網２０６に双方向通信のために接続されている。基本的に、ローカル
区分の移動電話，サービス制御モジュール，登録装置および固定電話は、図１の類似の構
成要素と実質的に同様に配置され機能する。
この実施形態では、図１および図２との関連で上述した機能に加えて、サービス制御モジ
ュール２２４は、次の主な機能、すなわち、サービス・ノード２０８とのシグナリングの
制御機能，移動電話２２２とのユーザー・インターフェース機能および登録装置２２６に
よって送信された制御情報の受信および検出機能，登録装置２２６からの安定信号の受信
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時に応答してサービス・ノード２０８との通信の準備のためにレディー状態へ切り換える
機能を備えている。サービス制御モジュール２２４とサービス・ノード２０８との間のシ
グナリングは、移動電話２２２，移動電話網２１０，ＰＳＴＮ２０２およびＰＢＸ網２０
６を介して信号を結合することによって行なわれる。
動作時において、登録装置２２６の比較的狭いカバレージ・エリア内で移動電話２２２が
移動すると、低エネルギー装置または赤外線装置からサービス制御モジュール２２４に登
録装置識別コードが送出される。移動端末終端呼用の呼セットアップ・プロセス中に、移
動電話２２２はエアー・インターフェースを介して少なくとも１つの登録装置２２６の識
別コードを移動電話網２１０へ送出する。その識別コードはＰＳＴＮおよびＰＢＸ網を介
してサービス・ノード２０８へ伝送される。サービス・ノード２０８は、固定電話のリス
トを作成し、そのリストをサービス制御モジュール２２４に返送する。サービス制御モジ
ュールはユーザーの移動電話に固定電話のリストを表示用として提供する。それにより、
ユーザーは、固定電話のリストまたは移動電話から選択して、着信呼を受信することがで
きる。ユーザー選択情報がある場合、それはサービス制御モジュール２２４から移動電話
，移動網，ＰＳＴＮおよびＰＢＸを介してサービス・ノード２０８へ伝送される。サービ
ス・ノード２０８は、選択された電話（例えば、固定電話２２８）の電話番号を移動電話
番号の代わりに使用して、例えば、ＰＢＸ網が着信呼を固定電話２２８に接続し得るよう
に適切な制御信号と上記選択された番号とをＰＢＸ網に送信することによって、その番号
への呼の終端動作を開始する。ユーザーが移動電話でその呼を受けることを選択すると、
移動電話番号および適切な制御信号がサービス・ノードからＰＢＸ網経由でＰＳＴＮへ伝
送されて、着信呼を移動電話へ経路選択する。したがって、ユーザーは、固定電話の低料
金か移動電話の機動性のいずれかの特徴を活かすために、移動電話を用いて着信呼の経路
選択を遠隔制御できる。また、サービス・ノードによって生成された固定電話番号のリス
トからユーザーが選択する代わりに、固定電話の所望の番号をユーザが（移動電話のキー
を用いて）手動でタイプ入力することもできる。この場合、登録装置を必要としない。
図４は、本発明の好ましい実施形態による遠隔制御呼経路選択サービスを動作状態にする
方法２５０のシーケンス図である。サービス起動シーケンスはステップ２５２で始まり、
遠隔制御された経路選択を利用することを希望するユーザは、移動電話（例えば、移動電
話２２２）を介して所望のサービスを要求する命令を入力する。また、必要に応じて、ユ
ーザーは認証用ＰＩＮコードとともに個人割当て電話番号を入力する。移動電話は不揮発
性メモリに個人番号が記憶されるようにしてもよい。
ステップ２５４では、呼セットアップ・プロセス中に、移動電話は移動電話の電話番号と
ともに上記サービス起動情報（例えば、ユーザーの個人電話番号）を好ましくは図３の経
路を介してサービス・ノード（例えば、サービス・ノード２０８）へ送出する。ステップ
２５６では、要求元移動電話が要求サービスを起動することを許可されたとサービス・ノ
ードが認めると、サービス・ノードは、サービス起動要求を受け入れ、サービス起動「Ｏ
Ｋ」制御メッセージを移動電話に戻すことによってそれを許可する。この制御メッセージ
は、移動電話が要求サービスを利用することを可能にする。サービス・ノードはまた、ユ
ーザーの個人電話番号とユーザーの移動電話番号とを関連付ける。
ステップ２５８では、移動電話はユーザーにサービス起動「ＯＫ」制御メッセージを表示
する。基本的に、サービス・ノードは、ユーザーからのサービス起動要求に応えて遠隔制
御された経路選択サービスを起動する。サービス・ノードは、ユーザーの移動電話とユー
ザーの個人割当て電話番号との関連付けを行ない、サービスを起動するために適切な制御
信号を出し、要求元ユーザーに起動を許可する。その後、ユーザーの移動電話は着信呼の
宛先を遠隔制御するように機能する。
図５は、本発明の好ましい実施形態による上記遠隔制御呼経路選択サービスを解除する方
法２６０のシーケンス図である。ステップ２６２で、ユーザーはサービス解除要求命令を
移動電話（２２２）に入力する。必要であれば、ユーザーはＰＩＮコードも入力する。呼
セットアップ・プロセス中、ステップ２６４で、移動電話はサービス・ノードにユーザー
の個人電話番号を伝送する。ステップ２６６では、サービス・ノードは、ユーザーの個人
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電話番号を受け取ったことを確認する制御情報をユーザーの移動電話に返送する。ステッ
プ２６８では、移動電話は、ユーザーの個人電話番号を（必要ならば、ＰＩＮコードも）
含むサービス解除制御メッセージをサービス・ノードへ送る。これに応答して、サービス
・ノードは、ユーザーの個人電話番号と移動電話番号との関連を解除し、遠隔制御された
経路選択サービスを解除するために適切な制御信号を送出する。ステップ２７０では、サ
ービス・ノードはサービス解除制御メッセージを移動電話に送る。ステップ２７２では、
移動電話はサービス解除「ＯＫ」メッセージをユーザーに表示する。
図６は、本発明の好ましい実施形態による遠隔制御呼経路選択システムに使用される登録
装置の起動を開始する方法２８０のシーケンス図である。基本的に、好ましい実施形態で
は、ただ一人のユーザーが、論理「起動」または「解除」がサービス・ノードにセットさ
れるようにすることによって、登録装置を起動（または解除）にする。登録装置を起動し
ようとするとき、サービス制御モジュール（例えば、モジュール２２４）は複数の登録装
置から信号を受信するであろう。このとき、サービス・ノード（例えば、サービス・ノー
ド２０８）は、これらの登録装置のいずれかが以前に登録されかつそのサービス・ノード
およびサービス制御モジュールに対して起動を維持しているかを判断することができる。
このような登録装置が存在すれば、これらの以前に登録された装置は現在の登録装置起動
プロセスから除外することができる。
以前に登録されていなかった多くのそのような登録装置から信号がまだ受信されている場
合、サービス・ノードは、これらの登録装置のリストを生成し、そのリストをユーザーに
表示するために移動電話へ伝送する。その後、ユーザーは、表示されたリストから起動し
たい特定の登録装置を選択することができる。その選択は、装置識別が登録装置上で読み
取り可能な形式で印字されることによって案内される。
具体的には、ステップ２８２で、ユーザーは、登録装置の起動を要求する命令を自分の移
動電話に入力する。移動電話は、近くの登録装置から受信された信号から関連サービス制
御モジュール（２２４）によって検出された識別情報も記憶する。呼セットアップ・プロ
セス中、ステップ２８４では、移動電話は、呼セットアップ・メッセージ内のユーザーの
個人電話番号をサービス・ノードへ送る。ステップ２８６では、ユーザーが正規の加入者
であれば、サービス・ノードは、個人番号が受信された移動電話に確認メッセージを返送
する。
ステップ２８８では、移動電話は、検出された登録装置の識別のリストをユーザーに表示
する。ステップ２９０では、ユーザーは、選択された登録装置の登録を要求する命令をそ
の移動電話に入力する。ステップ２９２では、移動電話は登録装置起動要求制御メッセー
ジをサービス・ノードへ送る。この制御メッセージは、ユーザーによって起動のために選
択された登録装置用の識別情報を含む。ステップ２９４では、サービス・ノードが登録要
求を正規のものと認めた場合、サービス・ノードは、その許可およびその要求を受け入れ
る制御メッセージを移動電話に送る。ステップ２９６では、移動電話は登録装置起動「Ｏ
Ｋ」メッセージをそのユーザーに表示する。
図７は、本発明の第２の実施形態による遠隔制御呼経路選択システムおいてユーザーが利
用し得る固定電話のリストに固定電話を付加する方法３６０のシーケンス図である。ステ
ップ３６２では、ユーザーは「電話装置追加」要求を移動端末に入力する。呼セットアッ
プ・プロセス中、ステップ３６４では、移動電話はユーザーの個人電話番号をサービス・
ノードへ送る。ステップ３６６では、ユーザーの番号が認証可能であれば、サービス・ノ
ードは確認制御メッセージを移動電話へ返送する。
ステップ３６８では、移動電話は、現在起動されている登録装置の識別と、その登録装置
に接続された利用可能な固定電話のリストとをユーザーに表示する。ステップ３７０では
、ユーザーは、現在の登録装置の識別番号と着信呼を受信するために追加されるべき固定
電話の電話番号とを含む登録情報を移動電話に入力する。ステップ３７２では、移動電話
は、登録装置の識別番号と追加されるべき固定電話の電話番号とを含む登録装置「追加」
制御メッセージをサービス・ノードへ送る。ステップ３７４では、サービス・ノードが要
求が許可されることを決定すれば、それは登録装置「追加」了承制御メッセージを移動電
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話へ送る。ステップ３７６では、移動電話は「追加ＯＫ」メッセージをユーザーに表示す
る。
図８は、本発明の第３の実施形態による遠隔制御呼経路選択を行なう方法および装置のト
ップレベル・ブロック図である。説明のため、図８に示す呼経路選択システムは図１の経
路選択システム（１０）と同等のものとして描かれているが、異なる点は図８の登録装置
（４２６）が固定電話線に接続されていることである。したがって、接続された固定電話
が固定電話線から切断されるとき、それを登録装置が即座に検出し、登録装置は自動的に
解除される。切断を検出することができるようにする目的は、利用可能な固定電話のリス
トによらない他の場所への装置の不正な移動を防止することである。固定電話のここで述
べた接続はそのような検出を可能にする方法のほんの一例に過ぎないことを理解すべきで
ある。例えば、登録装置は主電源に接続することも可能であり、それにより、容易に切断
を検出することができる。停電時の障害を避けるために、手動操作を不能にできるスイッ
チを備えた特殊コネクタを利用する方法もある。このスイッチはソケットからコネクタを
抜いたときに作動し、それにより、装置切断が検出されるようになっている。
具体的に説明すると、そのシステムは２つの動作環境すなわち区分に論理的に分割されて
いる。網区分４００は、固定電話網４０４，ＰＢＸ網４０６および移動電話網４１０に双
方向通信用に接続されたＰＳＴＮ４０２を含む。サービス・ノード４０８は、ＰＢＸ網４
０６に双方向通信用に接続される。基本的に、この網区分のＰＳＴＮ，ＰＢＸ，固定電話
および移動電話網は図１および図３の各構成要素と実質的に同様に設置され機能する。
この実施形態では、図８の経路選択システムのローカルまたはユーザー区分４２０は、サ
ービス制御モジュール４２４に接続された移動電話４２２を含む。移動電話４２２は、エ
アー・インターフェースによって網区分４００の移動電話網４１０に接続されている。こ
の実施形態では、サービス制御モジュール４２４は登録装置４２６と制御信号の双方向交
換を行なうためのエネルギー受容器およびエネルギー送出器（不図示）を含む。登録装置
４２６は、比較的近距離のサービス制御モジュール４２４と（登録装置識別コードと登録
装置状態コードとを含む）制御信号の交換を行うためのエネルギー送出器およびエネルギ
ー受容器（不図示）を含む。固定電話４２８は網区分４００のＰＢＸ網４０６に双方向通
信のために接続されている。
登録装置４２６は、ＰＢＸ網４０６に固定電話４２８を接続する通信線に接続されている
。本質的に、固定電話（４２８）と登録装置（４２６）との間の図示された直接接続以外
は、ローカル区分の移動電話，サービス制御モジュール，登録装置および固定電話は図１
の各構成要素と実質的に同様に配置され機能する。適切に設計された登録装置（４２６）
の固定電話（４２８）への接続は通話を伝送するように配置され、それにより、移動電話
をコードレス電話として使用することができる。
図９は、本発明の第３の実施形態による遠隔制御呼経路選択システムに使用される登録装
置を起動する方法３００のシーケンス図である。ステップ３０２では、登録装置（例えば
、登録装置２２６）は、ユーザー移動電話（２２２）に接続された近接のサービス制御モ
ジュール（２２４）へ低電力信号が送られる。サービス制御モジュールは、その登録装置
の識別番号を含むその送信信号を受信し検出する。ステップ３０４では、ユーザーは登録
装置起動要求を移動電話に入力する。それに応答して、ステップ３０６では、移動電話は
その検出された登録装置の識別を表示する。
ステップ３０８では、ユーザーは、その選択された登録装置の識別番号を含む登録情報を
移動電話に入力する。ステップ３１０では、移動電話は、呼セットアップ・メッセージ内
でユーザーの個人電話番号をサービス・ノードに送る。サービス・ノードは、呼セットア
ップ・メッセージおよびユーザーの認証を行ない、ステップ３１２で、認証確認メッセー
ジを移動電話に返送する。ステップ３１４では、移動電話は、選択された登録装置の識別
番号と選択された固定電話の電話番号とを含む登録装置起動制御メッセージをサービス・
ノードへ送る。
それに応答して、ステップ３１６では、サービス・ノードは、選択された登録装置の起動
を許可する制御メッセージを移動電話に送る。ステップ３１８では、移動電話は、サービ
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ス制御モジュールを介して起動制御信号を選択された登録装置に送る。起動制御信号は、
登録装置に含まれた不揮発性メモリに作用し、動作状態を表示する。ステップ３２０では
、登録装置は動作許可制御信号を（サービス制御モジュールを介して）移動電話に送る。
ステップ３２２では、移動電話は登録装置起動「ＯＫ」メッセージをユーザーに表示する
。その結果、選択された登録装置は「動作」モードに設定される。
図１０は、本発明の第３の実施形態による遠隔制御呼経路選択システムの登録装置を解除
する方法３３０のシーケンス図である。ステップ３３４では、ユーザーは登録装置解除要
求を移動電話に入力する。それに応答して、ステップ３３６では、移動電話は、現在起動
されている登録装置の識別をユーザーに表示する。ステップ３３８では、ユーザーは、解
除されるべき登録装置の識別番号を含む登録解除情報を移動電話に入力する。ステップ３
４０では、移動電話は、呼制御メッセージ内でユーザーの個人電話番号をサービス・ノー
ドへ送る。サービス・ノードは呼制御メッセージおよびユーザーの認証を行ない、ステッ
プ３４２で、認証確認メッセージを移動電話に返送する。ステップ３４６では、移動電話
は、解除されるべき登録装置の識別番号を含む登録装置解除制御メッセージをサービス・
ノードに送る。
次に、ステップ３４８では、サービス・ノードは、登録装置の解除を許可する制御メッセ
ージを移動電話に伝送する。ステップ３５０では、移動電話は、サービス制御モジュール
を介して解除制御信号を登録装置に送る。ステップ３５２では、登録装置は解除確認制御
信号を（サービス制御モジュールを介して）移動電話に返送する。ステップ３５４では、
移動電話は登録装置解除「ＯＫ」メッセージをユーザーに表示する。その結果、解除され
た登録装置は「受動」モードに設定される。解除された登録装置を「受動」モードに設定
するのは、例えば、登録装置がそれと元の場所での固定電話との間の関係を変更せずに新
しい場所へ移動した場合に生じる混乱を避けるためである。
図１１は、本発明の好ましい実施形態による遠隔制御呼経路選択システムにおける着信呼
の経路選択方法４５０のシーケンス図である。ステップ４５２では、「外部」からなされ
たセットアップ（例えば、ＰＳＴＮ４０２の固定電話から個人番号へ発信された呼）がサ
ービス・ノードへ経路選択される。ステップ４５４では、サービス・ノードは、着信呼が
ユーザーの個人電話番号にセットアップされたことを知らせる「通知」制御メッセージを
移動電話に伝送する。それに応答して、ステップ４５６では、移動電話は、その移動電話
について現在起動され登録されている登録装置の識別番号および状態を含む位置更新制御
メッセージをサービス・ノードへ返送する。ステップ４５８では、サービス・ノードは、
固定電話（例えば、固定電話４２８）または移動電話でその呼を受信するオプションを含
むコール・オファー制御メッセージを移動電話に送ることによって応答する。ステップ４
６０では、移動電話はその呼受信オプションをユーザーに表示する。ユーザーは、固定電
話または移動電話を選択してその呼を受信（終端）するオプションを有する。
ユーザーが固定電話を利用して呼を受信する選択をした場合、ステップ４６２で、ユーザ
ーはそのオプションを移動電話に入力する。ステップ４６４では、この選択情報が制御メ
ッセージ内で移動電話からサービス・ノードに送られる。ステップ４６６では、サービス
・ノードは、起動されている登録装置と接続されている固定電話のリストを生成し、それ
を移動電話に送る。ステップ４６８では、移動電話はそのリストをユーザーに表示する。
ステップ４７０では、ユーザーは、着信呼を受信する固定電話の選択を移動電話に入力す
る。ステップ４７２では、移動電話は、その固定電話選択情報を呼制御メッセージ内でサ
ービス・ノードに送る。ステップ４７４では、その選択された固定電話の電話番号を使っ
て、サービス・ノードは「着信呼」通知制御メッセージをその固定電話に送る。ステップ
４７６では、固定電話の呼出音が鳴り、（ステップ４７８で）ユーザーがその呼出音に応
答すると、固定電話は、ユーザーがその電話を応答したことを知らせる呼制御メッセージ
をサービス・ノードに送る（ステップ４８０）。ステップ４８２では、サービス・ノード
は、発呼者を固定電話のユーザーに接続する制御メッセージをＰＢＸ網に送る。
しかし、ステップ４６０に戻り、ユーザーが着信呼を受信する移動電話を選択した場合に
は、ステップ４８４では、ユーザーはその移動電話でその呼に応答する。その場合、ステ
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ップ４８６では、移動電話は、移動電話を発呼者へ接続する要求を含む呼制御メッセージ
をサービス・ノードに送る。ステップ４８８では、サービス・ノードは、（移動電話網を
介して）発呼者をその移動電話のユーザーに接続する制御メッセージをＰＢＸに送る。
図１２は、本発明の好ましい実施形態による遠隔制御呼経路選択システムにおける発信呼
の経路選択方法５００のシーケンス図である。この場合は、ユーザーが呼を発信する。ス
テップ５０２では、ユーザーは被呼者の電話番号（例えば、固定電話番号または移動電話
番号）を入力して発信するが、ユーザーの選択によって固定電話または移動電話が発信用
として使用される。ステップ５０４では、ユーザーの移動電話は、ユーザーの個人電話番
号を含む呼セットアップ・メッセージをサービス・ノードに送る。ステップ５０６では、
ユーザーの認証が済むと、サービス・ノードは、呼セットアップ要求の受信を確認する制
御メッセージをユーザーの電話に送る。ステップ５０８では、ユーザーの電話は、現在起
動されている登録装置の識別番号および状態と通話用の電話の種類についてユーザーの選
択とを含む位置更新制御メッセージをサービス・ノードに送る。
ステップ５１０では、サービス・ノードは、発信に利用可能な固定電話番号リストをユー
ザーの電話に送る。ステップ５１２では、ユーザーの電話はそのリストを表示する。ステ
ップ５１４では、ユーザーは、固定電話またはユーザー自身の移動電話の選択を移動電話
に入力する。ステップ５１６では、ユーザーの電話機は、選択された電話の電話番号を含
む制御メッセージをサービス・ノードに送る。
ユーザーが固定電話の電話番号をサービス・ノードに知らせた場合には、ステップ５１８
で、サービス・ノードは、選択された固定電話に（ＰＢＸ網を介して）呼通知メッセージ
を送る。ステップ５２０では、選択された固定電話の呼出音が鳴り、（ステップ５２２で
）ユーザーがその呼出音に応答すれば、ステップ５２４で、固定電話は呼接続メッセージ
をサービス・ノードに送る。ステップ５２６では、サービス・ノードは、ユーザーの固定
電話を発呼者に接続する呼接続制御メッセージをＰＢＸに送る。一方、移動電話が選択さ
れた場合には、ステップ５２８で、サービス・ノードは被呼者をユーザーの移動電話に接
続する。
図１３は、本発明の好ましい実施形態による遠隔制御呼経路選択システムにおいて通話中
の呼を固定電話にハンド・オーバーする方法５５０のシーケンス図である。ステップ５５
２に移る前に、ユーザーの移動電話と発呼者との間で呼が確立していると仮定する。ステ
ップ５２２では、ユーザーの移動電話が登録装置（例えば、登録装置４２６）のカバレー
ジ・エリアに入り、登録装置からの信号は移動電話に関連されたサービス制御モジュール
によって検出される。移動電話は、固定電話への呼のハンド・オーバーが可能であること
を知らせるメッセージをユーザーに表示する。
ユーザーがその呼を移動電話から固定電話に切り換えたい場合には、ユーザーは、通話中
の呼を固定電話へ切り換えるすなわちハンド・オーバーすることのユーザの要求を示す情
報とともに呼変更制御命令を移動電話機に入力する。ステップ５５６では、移動電話は、
ユーザーの個人電話番号とともに呼変更制御情報（これにより、相手側はホールド状態に
なる）およびハンド・オーバー情報を移動電話網（例えば、移動電話４１０）に送る。呼
変更制御命令は、例えば、図１３に示すようなＣＡＬＬ　ＨＯＬＤ命令であり得る。ステ
ップ５５８では、移動電話網は、ユーザーの個人電話番号を含む呼制御セットアップ・メ
ッセージをサービス・ノードに送る。サービス・ノードがユーザーの個人電話番号を認証
できるならば、ステップ５６０で、サービス・ノードは、ハンド・オーバー要求の受信を
確認する制御メッセージをユーザーの移動電話に送る。ステップ５６２では、ユーザーの
移動電話は、検出された登録装置の識別番号と呼ハンド・オーバー要求情報とを含む位置
更新制御メッセージをサービス・ノードに送る。
ステップ５６４では、サービス・ノードは、検出された登録装置に関連された固定電話番
号のリストを含む制御メッセージをユーザーの移動電話に送る。ステップ５６６では、移
動電話は、そのリストをユーザーに表示する。それに応答して、ユーザーは、リストされ
た固定電話の１つの電話番号を移動電話に入力する（ステップ５６８）。ステップ５７０
では、移動電話は、選択された固定電話番号をサービス・ノードに制御メッセージ内で送
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る。
ステップ５７２では、サービス・ノードは固定電話との接続を確立し、ステップ５７４で
呼出音を鳴らすための通知制御メッセージを送る。ステップ５７６では、ユーザーは固定
電話に応答し、ステップ５７８で、固定電話は、移動電話から選択された固定電話への通
話中の呼用の接続経路を切り換えて（現在ホールド状態の）相手側を再接続する制御メッ
セージを含む制御メッセージをサービス・ノードに送る。
図１４は、本発明の好ましい実施形態による遠隔制御呼経路選択システムにおいて通話中
の呼を移動電話にハンド・オーバーする方法６００のシーケンス図である。ステップ６０
２に移る前に、ユーザーが固定電話からの通話中の呼を行っていると仮定する。ステップ
６０２では、ユーザーは、通話中の呼を固定電話から移動電話にハンド・オーバーするこ
とを望む要求を移動電話に入力する。ステップ６０４では、移動電話は、ユーザーの個人
電話番号を含む呼セットアップ制御メッセージをサービス・ノードに送る。サービス・ノ
ードは、ユーザーの個人電話番号および要求の認証を行ない、確認制御メッセージを移動
電話に送る（ステップ６０６）。ステップ６０８では、移動電話はハンド・オーバー要求
制御メッセージをサービス・ノードに送る。ステップ６１０では、移動電話は、着信ハン
ド・オーバー呼の指示を表示する着信ハンド・オーバー呼通知メッセージをサービス・ノ
ードに送る。ステップ６１４では、ユーザーは移動電話に応答し、ステップ６１６で、移
動電話は、通話中の呼の接続経路を固定電話から移動電話に切り換えるハンド・オーバー
制御メッセージをサービス・ノードに送る。
以上、本発明の方法および装置の好ましい実施形態を添付図に従って詳しく説明したが、
本発明は上記実施形態にとどまらず、添付の「請求の範囲」の趣旨から逸脱することなく
多くの変更、修正、置換が可能である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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