
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
発呼者と被呼者の電話機がそれぞれの サービス供給業者のネットワークに接続さ
れ、発呼者と被呼者と 間での多重搬送波発呼のために、前記 サービス供給業者
のネットワークのそれぞれが複数の遠隔通信搬送業者のうちの１つの複数のネットワーク
のうちの１つに接続され、そして特定の多重搬送波発呼に対し、前記複数の遠隔通信搬送
業者のうちの、前記発呼を完了すべく１つの遠隔通信搬送業者を特定する遠隔通信搬送業
者コードを前記発呼者がその発呼に対して入力しない限り、発呼者の電話機が予め加入し
ている 遠隔通信搬送業者の１つが選択されて前記多重搬送波発呼を完了する、
という発呼環境において用いる方法であって、前記方法は、
前記選択された遠隔通信搬送業者の遠隔通信搬送業者コードを前記発呼者が入力したとい
う指示が受信されないときには、前記選択された 遠隔通信搬送業者のネッ
トワークにおいて前記発呼に第１の発呼処理を行う 、前記第１の発呼処
理 、前記発呼者によってダイ ルされた電話番号 直接的に示される被呼者の電話
機へ、前記選択された 遠隔通信搬送業者のネットワークを介して前記発呼
を送る 、
前記選択された遠隔通信搬送業者の遠隔通信搬送業者コードを前記発呼者が前記選択され
た遠隔通信搬送業者において入力したという指示を受信する 、前記指示

、（ i）前記選択された遠隔通信搬送業者に対応する遠隔通信搬送業者コードと、（ ii
）前記 サービス供給業者の前記ネットワークから前記選択された遠隔通信搬送業
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者のネットワークへの前記特定の多重搬送波発呼に対してダイ ルされた電話番号、との
双方を サービス供給業者のネットワークが受け取ったことに応動して、前記

サービス供給業者の前記ネットワーク る 、
前記選択された遠隔通信搬送業者のネットワークにおいて前記発呼に第２の発呼処理を行
う 、前記第２の発呼処理 、前記指示を受信したときにのみ前記発呼を
前記被呼者の電話機以外の 電話機 前記選択された遠隔通信搬送業者のネッ
トワークを介して送る点で、前記第１の発呼処理とは異なる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の発呼処理は、前記発呼者によりダイヤルされ
た前記電話番号と関連してデータベースに格納された電話番号で示される電話機に前記発
呼を送ることであ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、さらに、
前記被呼者より供給される電話番号を受信する と、
前記第２の発呼処理と共に用いるために前記データベースに前記電話番号を格納する

からなることを特徴とする方法。
【請求項４】
請求項１に記載の方法において、前記発呼者は、 によ
って表される遠隔通信搬送業者より提供される遠隔通信サービスへの加入者ではないこと
を特徴とする方法。
【請求項５】
発呼者からの電話呼を処理する遠隔通信搬送業者のネットワークで用いる方法であって、
前記電話呼に対するダイヤルされた数字の全てが サービス供給業者のネットワー
クによって収集され、前記収集された数字から導出される情報が、前記遠隔通信搬送業者
による前記 呼に対する処理を決定するために用いられ、そして前記遠隔通信搬送業者
は付随する遠隔通信搬送業者コードを有して 方法 、

電話呼が発信され、そして前記遠隔通信搬送業者コードが前記発呼者によってダイ
ルされないときに用いる第１の 呼処理を前記遠隔通信搬送業者の前記電話ネットワーク
に格納する 、前記第１の発呼処理 、前記発呼者によってダイヤルされ
た電話番号によって直接的に示される被呼者の電話機へ前記 呼を送ることを含

、
電話呼に対して前記遠隔通信搬送業者コードが前記発呼者によってダイヤ

ルされたときには前記第１の 呼処理を抑制し、そして前記遠隔通信搬送業者の前記電話
ネットワークに格納された第２の 呼処理に従って前記 呼を処理する 、前記
第２の 呼処理 、前記 呼を前記被呼者の電話機以外の電話機へ送ることを含む

ことを特徴とする方法。
【請求項６】
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発呼者からの電話呼を処理する遠隔通信搬送業者のネットワーク内に設けられる装置であ
って、前記電話呼に対するダイヤルされた数字の全てがローカルサービス供給業者のネッ
トワークによって収集され、前記収集された数字から導出される情報が、前記遠隔通信搬
送業者による前記電話呼に対する処理を決定するために用いられ、そして前記遠隔通信搬
送業者は付随する遠隔通信搬送業者コードを有しているような装置において、
前記電話呼が発信され、そして前記遠隔通信搬送業者コードが前記発呼者によってダイヤ
ルされないときに用いる第１の発呼処理を前記遠隔通信搬送業者の前記電話ネットワーク
に格納する手段であって、前記第１の発呼処理が、前記発呼者によってダイヤルされた電
話番号によって直接的に示される被呼者の電話機へ前記電話呼を送る処理を含む手段と、
同じ被呼者への電話呼に対して前記遠隔通信搬送業者コードが前記発呼者によってダイヤ
ルされたときに前記第１の発呼処理を抑制し、そして前記遠隔通信搬送業者の前記電話ネ
ットワークに格納された第２の発呼処理に従って前記電話呼を処理する手段であって、前
記第２の発呼処理が、前記電話呼を前記被呼者の電話機以外の電話機へ送る処理を含む手



【発明の詳細な説明】
【０００１】

本発明は、１人以上の電話サービス供給業者で運ばれる電話呼の処理に関し、特に、特定
の発呼を運ぶ最初のサービス供給業者以外の搬送業者を、基本的に発呼のたびに発呼者が
選択情報を入力することにより、または“ ”により、すなわち基本的に発呼の
たびに発呼者が選択情報を入力することなく、のどちらかによって直接選択することがで
きる場合の電話呼の処理に関する。
【０００２】

米国では、電話サービスは多数の供給業者または搬送業者より提供されている。発呼の中
には１人のサービス供給業者で扱われるものがあり、例えば２つの有線電話端末間で完成
する 呼がある。その他の発呼、例えば長距離発呼、は協動して完成させる多数の
サービス供給業者を要する。
【０００３】
電話サービスを提供する最初の搬送業者は サービス供給業者であり、例えばニュ
ージャージー　ベルのような 交換局搬送業者（ＬＥＣ）であるが、セルラー（無
線）、ケーブル及びあらゆるいわゆる“ダイヤル音供給業者”または“最初の仲介サービ
ス供給業者”も含み、前記は全て、ここでは サービス供給業者と呼ばれる。第２
の搬送業者は、典型的に、しかし必然ではないが、長距離－すなわち、いわゆる交換局間
－電話搬送業者である。例えば、現在、有線電話加入者間の長距離電話呼について、発呼
側及び被呼側の電話機に役立つ サービス供給業者は、長距離、すなわち交換局間
、搬送業者（ＩＸＣ）で相互接続されるＬＥＣである。米国では、ＡＴ＆Ｔ、ＭＣＩ及び
スプリント (Sprint)が前記ＩＸＣの３社である。他の例では、移動電話機から有線電話端
末への 発呼について、 サービス供給業者はセルラーサービス供給業者で
あるが、第２の搬送業者は、セルラーサービス供給業者のネットワークを有線電話端末に
おける被呼者に接続しているＬＥＣである。したがって、遠隔通信搬送業者として、例え
ばいくつかの発呼に対しては サービス供給業者であるが、他の発呼に対しては第
２の搬送業者でもある、複数の任務に役立つことができる。
【０００４】

サービス供給業者の各電話加入者は、加入者によって選択されたかまたは加入者
のために選択された、予め加入した 第２搬送業者を自分の電話サービスに組み
入れた。もし、 サービス供給業者が、遠隔通信搬送業者が特定の発呼を運ぶべき
であることを示す遠隔通信搬送業者コードの電話ごとの入力により指令されなければ、予
め加入した 第２搬送業者が、加入者の電話機から発信された多重搬送波発呼を
運ぶ。遠隔通信搬送業者コードが入力されない発呼に対しては、 第２搬送業者
は、典型的に、 サービス供給業者に電話機を接続するために提供される、無線（
セルラー）、光ファイバまたはケーブル接続、及び、他の全てのリンク－ サービ
ス供給業者はそれらを介して前記発呼を受信した－も含む有線電話線でここに例として表
わされる特定の電話リンクに基づいて確認される。
【０００５】
目下最も普通の筋書きを表わす、上記に説明した交換局間発呼の例に続いて、ＬＥＣから
の 電話サービスの各加入者は、“主要交換局間搬送業者”すなわちＰＩＣを自分
の電話線に組み入れた。前記 加入者は、組み入れたＩＸＣに対して“ＰＩＣ’ｄ
”と言われる。加入者はＰＩＣ’ｄである交換局間搬送業者は、もしＬＥＣが別に指令さ
れなければ、 により加入者の電話線から発信された交換局間発呼を完成させる
ために用いられるだろう。前記指示は、加入者が、電話毎を基本として、被呼側の電話番
号をダイヤルする前に、望ましいＩＸＣに対応する遠隔通信搬送業者コード、例えばＩＸ
Ｃアクセスコード、を入力した場合に与えられる。このようなＩＸＣアクセスコードの１

10

20

30

40

50

(3) JP 3734498 B2 2006.1.11

段と、を備えることを特徴とする装置。

技術分野

デフォルト

発明の背景

ローカル

ローカル
ローカル

ローカル

ローカル

ローカル ローカル

ローカル

ローカル
デフォルト

ローカル

デフォルト
デフォルト

ローカル
ローカル

ローカル
ローカル

デフォルト



つは、ＡＴ＆Ｔに対応する“１０２８８”（１０ＡＴＴ）である。
【０００６】
特に、長距離発呼が加入者により自分の電話線から始められ、被呼側の電話番号をダイヤ
ルする前にアクセスコードが入力されなかった場合は、この発呼は、発信加入者のＬＥＣ
のネットワークを通り、ＰＩＣ’ｄ　ＩＸＣのネットワークを介し、最後に、その加入者
の１人として末端加入者を持つＬＥＣのネットワークを通って送られる。かけがえとして
、加入者は被呼側の電話番号を供給する前に、加入者が自分の発呼を運ぶことを望むＩＸ
Ｃのどれかを示すＩＸＣアクセスコードをダイヤルすることによって長距離発呼を開始す
ることができる。発呼者に役立つＬＥＣの交換機がアクセスコードに対応するＩＸＣを介
して運ばれるのを望んでいるというＰＩＣ’ｄであるＩＸＣにかかわらず、アクセスコー
ドで表わされるＩＸＣにＬＥＣを接続する中継線に発呼者の発呼を送る。その後、ＩＸＣ
以外のＩＸＣの発呼者による選択を示すが、時折、発呼者がＰＩＣ’ｄである同一ＩＸＣ
を示すことがあることが注目される。
【０００７】
先行技術の配置によれば、発呼者が 特定の遠隔通信搬送業者を選択
したことに対抗するものとして、遠隔通信搬送業者のコードが発呼者により供給されたた
めに、発呼がその特定の遠隔通信搬送業者に送られたかどうかを示す情報は、決してその
特定の遠隔通信搬送業者に運ばれない。前記情報は、特に特定のサービスを提供する地域
において、遠隔通信搬送業者に有効かつ価値があることを証明できる。したがって、同時
出願の米国特許出願番号（ケース　ビー・ダブリュ・パートリッジ（ B． W． Partridge）
２）に開示された原理によれば、特定の遠隔通信搬送業者を指定する遠隔通信搬送業者コ
ードが発呼者により供給されたならば、このような発呼を指定された遠隔通信搬送業者に
送る サービス供給業者のネットワークは、遠隔通信搬送業者コードが発呼者より

サービス供給業者に供給されたという指示を、選択された遠隔通信搬送業者網に
送信するように手配される。例えば、この指示は信号系７（ＳＳ７）メッセージまたはそ
れの一部として送信される。さらに、 サービス供給業者は、遠隔通信搬送業者コ
ードが入力された搬送業者が により発呼側の電話線のために選択される搬送業
者でないことの指示も提供することができる。
【０００８】

本発明の原理によれば、遠隔通信搬送業者は、該遠隔通信搬送業者の遠隔通信搬送業者コ
ードが発呼者より入力されたという指示を受信した場合、発呼のための異なる発呼処理例
えば異なる発呼特徴またはサービスを、このような指示が受信されなかった場合に同一発
呼に施す処理と比較されるものとして、提供するように手配される。前記サービスの１つ
、“どこへでも私についてきて（ follow me anywhere）”サービスによれば、加入者の電
話機に発呼をかける発呼者が、遠隔通信搬送業者の遠隔通信搬送業者コードを発呼の前に
付けた場合、その遠隔通信搬送業者は、加入者により前に指定された電話番号に対応する
電話機に対して発呼を完了する。発呼者が、遠隔通信搬送業者の遠隔通信搬送業者コード
を発呼の前に付けずに発呼をかけた場合は、その発呼は加入者の電話機に対して完了する
。他の前記サービスによれば、発呼者の発呼が完了できず、発呼者が遠隔通信搬送業者の
遠隔通信搬送業者コードを発呼の前に付けた場合は、発呼者は、後で被呼者が再生できる
メッセージを格納することができる音声メイルボックスを供給される。本発明の一実施例
では、遠隔通信搬送業者は交換局間搬送業者であり、遠隔通信搬送業者コードはＩＸＣア
クセスコードである。
【０００９】
【発明の実施の形態】

本発明は、特に、ＩＸＣとも呼ばれる、長距離、すなわち交換局間、搬送業者の設備の使
用を伴う長距離－－すなわちいわゆる交換局間－－発呼に関する。米国では、例えば、Ａ
Ｔ＆Ｔ、ＭＣＩ及びスプリント（ Sprint）が前記ＩＸＣの３社である。ニュージャージー
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　ベルのような、 交換局搬送業者すなわちＬＥＣ、からの 電話サービス
への各加入者は、“主要交換局間搬送業者”すなわちＰＩＣを自分の電話線に組み入れて
おり、このＰＩＣは、 加入者により選択されたかまたは 加入者のために
選択されたものである。 加入者は、組み入れたＩＸＣに対する“ＰＩＣ’ｄ”で
あると言われる。
【００１０】
加入者が、ＩＸＣを識別するいずれかのアクセスコードを入力せずに長距離発呼を始める
と、この発呼は、原加入者のＬＥＣのネットワークを通り、ＰＩＣのネットワークを介し
、最後には、その加入者として末端加入者を持つＬＥＣのネットワークを通って送られる
。同様に、加入者が長距離発呼を始め、ＩＸＣを識別するアクセスコードで末端電話番号
の前に付ければ、この発呼は、発信加入者のＬＥＣを通り、アクセスコードで指定された
ＩＸＣのネットワークを介し、最後に、その加入者として末端加入者を持つＬＥＣのネッ
トワークを通って送られる。いくつかの発呼にとっては、電話線がＰＩＣ’ｄであるＩＸ
Ｃと同一のＩＸＣを指定するＩＸＣアクセスコードを用いる電話線から発信することがで
きる。
【００１１】
先行技術による、ＬＥＣからの発呼を受信するＩＸＣは、加入者の電話機がそのＩＸＣに
対するＰＩＣ’ｄであったためにその発呼がＩＸＣに送られたかどうか、または、加入者
がＩＸＣに到達するようにＩＸＣアクセスコードをダイヤルしたかどうかわからない。Ｉ
ＸＣを指定するアクセスコードが発呼者により入力された場合は、指定されたＩＸＣにこ
のような発呼を送るＬＥＣのネットワークは、アクセスコードが入力されたという指示を
ＩＸＣのネットワークに送信するように手配される。本発明の原理によれば、そのように
アクセスされたＩＸＣのネットワークは、加入者の電話線がＩＸＣのＰＩＣ’ｄであった
ために発呼がＩＸＣのネットワークに送られた場合 異なるようにこのような発呼を処
理することができる。
【００１２】
図１において、複数の電話加入者１１．．．１２は、 交換局搬送業者（ＬＥＣ）
２０より 交換局サービスを提供される。ＬＥＣ２０は、加入者の一人一人に役立
つ複数の 中央局交換機２１．．．２２を含む。長距離発呼が加入者の一人、例え
ば加入者１１、より発信された時、関連 交換機２１は、ダイヤルされた電話番号
－－特にそれの地域コード－－から、これは確かに長距離発呼であるということを認識す
る。この発呼の処理の一部として、ＩＸＣアクセスコードがダイヤルされていなければ、
交換機２１は、先行技術のようにＬＥＣの加入者の各々のための主要交換局間搬送業者す
なわちＰＩＣの指示が格納されているデータベース２６をアクセスする。データベース２
６は、アクセスする全ての交換局間搬送業者すなわちＩＸＣに関するＰＩＣ情報を持って
いるゆえに、ここでは“包括”ＰＩＣデータベースと呼ばれる。
【００１３】
この例では、加入者１１はＩＸＣ３０のＰＩＣ’ｄである。すなわち、 ３０は、そ
の加入者の選択した主要交換局間搬送業者 である。ＩＸＣ３０は、例えばＡＴ＆Ｔ
　４ＥＳＳＴＭ交換機である交換局間搬送業者交換機のネットワークを含む。発呼は、

交換機２１より、リンク２７を介してＩＸＣ３０に、より詳細にはその中の発信交
換機３０１に送られる。本発明の一実施例では、２７は、 交換機２１と発信交換
機３０１間の音声接続及び信号接続を達成するのに必要な全てのものを含む。ＩＸＣ３０
網内では、発呼は、最後にＩＸＣ末端交換機３０２に送られる。また、このネットワーク
を介して運ばれる際、発呼は、技術上周知のように、例えば種々の中継線を横切ったり種
々の交換機ノード（図示しない）を通ったりしながら送られる。
【００１４】
ＩＸＣアクセスコード例えばＩＸＣ３０用のアクセスコードがダイヤルされると、ＬＥＣ
２０の 交換機２１は、前のとおりこの発呼をＩＸＣ交換機３０１に送る。しかし
、先行技術で必要とされた 交換機２１とＩＸＣ交換機３０１間のあらゆる通信に
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加えて、 交換機２１は、ＩＸＣ３０用のＩＸＣアクセスコードがダイヤルされた
ことの指示をＩＸＣ交換機３０１に送信する。本発明の一実施例では、この指示は、信号
系７（ＳＳ７）メッセージとして送信される。図２は模範的なＳＳ７　ＩＳＵＰ（ ISDN U
ser Part）　ＩＡＭ (Initial Address Message)２０１を示し、ここでは、ＩＸＣアクセ
スコードがダイヤルされたという指示はＩＸＣアクセスパラメータフィールド２０３のビ
ット１として運ばれる。このＩＸＣアクセスパラメータは、現在、ＳＳ７メッセージセッ
トの一部として定義されているパラメータではないことが注目される。
【００１５】
本発明の他の実施例では、 交換機２１は、ＩＸＣ３０が、加入者１１の電話線が
そんな場合にはＰＩＣ’ｄであったＩＸＣではなかったという指示も送信する。
交換機２１は、ダイヤルされたＩＸＣアクセスコードに対応する搬送業者を、加入者１１
の電話線のために包括ＰＩＣデータベース２６に格納されているＩＸＣと比較することに
より、この情報を確認することができる。このような指示は、図２に示されるＳＳ７　Ｉ
ＳＵＰ（ ISDN User Part）ＩＡＭ（ Initial Address Message）２０１のＩＸＣアクセス
パラメータフィールド２０３のビット２に具現化される。このビッドが図示のように０に
セットされていれば、これは、発呼を運ぶＩＸＣが、発呼を発信した加入者の電話線がＰ
ＩＣ’ｄだったＩＸＣでなかったことを表わす。このビットが１にセットされていれば、
これは、発呼を運ぶＩＸＣが、発呼を発信した加入者の電話線がＰＩＣ’ｄだったＩＸＣ
であったことを表わす。フィールド２０５は、ＩＸＣアクセスパラメータフィールド２０
３用のレングスインジケータである。アクセスパラメータフィールド２０３の残りのビッ
トは、それらの値は考慮されずかつ将来の使用のために残してあることを示すために、各
々ｘでマークされている。
【００１６】
当業者は、ＬＥＣとＩＸＣ間にＳＳ７接続がない場合にそれらを接続するために用いられ
る旧式インターフェースで使用される信号である、多周波（ＭＦ）信号を用いて本発明の
実施例の指示を発生させるやり方がわかるだろう。いずれの実施例でも、インジケータは
、ＳＳ７メッセージとしてＩＸＣ信号網（ＳＮ）３９０を介して発信ＩＸＣ交換機３０１
から末端ＩＸＣ交換機３０２に送信することができる。
【００１７】
また、図１には、当該発呼が向けられている加入者をその加入者のうちの一人として持つ
ＬＥＣ４０も示されている。ＬＥＣ２０と同様に、ＬＥＣ４０は、発信長距離発呼が加入
者５１．．．５２により行なわれる時に用いられる、包括ＰＩＣデータベース４６ばかり
でなく、それぞれのＬＥＣ加入者５１．．．５２に役立つ 交換機４１．．．４２
も含む。この例では、末端加入者は加入者５１である。
【００１８】
ＩＸＣ交換機３０１及び３０２は共通プラットフォーム付属装置（ＣＰＡ）３８１．．．
３８２の１つ１つにインターフェースされている。ＣＰＡは、前記交換機がかなり設計し
直さなければ提供できない特徴及びサービスを互いに提供できるように、既存のＩＸＣ交
換機で利用できる機能を補助するように設計された処理装置である。このようなサービス
の１つ、“どこへでも私についてきて”サービスは、本発明の原理により、加入者の電話
線に発呼をかける発呼者がＩＸＣのアクセスコードを発呼の前に付けた場合に加入者の電
話線への発呼が向けられるべき電話機の電話番号をＩＸＣに供給するのを加入者に許可す
る。新しい交換機は、組み込まれた共通プラットフォーム付属装置の機能を持つように設
計することができることが注目される。
【００１９】
模範的なＣＰＡであるＣＰＡ３８２は、デュアルトーン多周波（ＭＦ）検出器３８４と、
データベース３８６と、インターフェース３９２とに接続され、ＣＰＡの動作を制御する
処理装置３８８を含む。インターフェース３９２は、ＣＰＡ３８２とＩＸＣ交換機
の間に送る音声チャンネル及び信号チャンネルの両方のための末端を含む。一実施例にお
いて、ＣＰＡ３８２とＩＸＣ交換機 間の接続は統合サービスデジタル網（ＩＳＤＮ
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）一次群速度インターフェース（ＰＲＩ）であり、２３の音声（Ｂ）チャンネルと、音声
チャンネルと関連する１つのデータ（Ｄ）チャンネルを提供する。任意に、インターフェ
ース３９２は、音声チャンネルを介して警報、例えば信号音または音声メッセージ、を供
給することができる。インターフェース３９２はデュアルトーン多周波（ＭＦ）検出器３
８４に接続されている。デュアルトーン多周波（ＭＦ）検出器３８４は、インターフェー
ス３９２で するチャンネルにより受信されたデュアルトーン多周波信号の復調値を検
出して、処理装置３８８に送ることができる。インターフェース３９２は、ＩＸＣ交換機

とＣＰＡ３８２間のメッセージを処理装置３８８とやり取りする。
【００２０】
図３は、模範的な“どこへでも私についてきて”表３５１を示し、この中には、加入者電
話番号領域３５３に格納される加入者の電話番号と、 送電話番号領域３５５に格納され
る、加入者の発呼が“どこへでも私についてきて”サービスにより送られるのを加入者が
望む電話線の電話番号との間の組合せを作るのに必要な情報が格納される。個人識別番号
（ＰＩＮ）を各加入者についてＰＩＮ領域３５７に格納し、転送電話番号領域３５５に格
納された電話番号を変更するための加入者の権限を立証するために用いることができる。
加入者の電話番号が表の領域３５３に見つからなかった場合は、加入者は、“どこへでも
私についてきて”サービスに加入していなかったことになるが、加入者が加入したＣＰＡ
３８２で提供される他のサービスがあっても良い。
【００２１】
各ＩＸＣ交換機は、末端交換機になった時に用いるために、行き先番号（ＤＮ）トリガ表
３７１．．．３７２を１つずつ持っており、この表には、実行のための少なくともいくつ
かの機能を提供するために共通プラットフォーム付属装置（ＣＰＡ）を必要とする特徴ま
たはサービスに加入する加入者の電話番号が記録されている。図４は、模範的なＤＮトリ
ガ表を示し、この表には、特徴またはサービス加入者の、自動番号識別（ＡＮＩ）として
も知られている電話番号３４１が、地域コード及び番号で数字順に記録されている。ＸＸ
Ｘ－ＸＸＸＸは、全ての特定の地域コードのために格納された最終番号を示す表示である
。ＩＸＣ交換機 が末端となる全ての発呼がＣＰＡ３８２に送られる場合や、いずれ
かの加入者が転送電話番号領域３５５に電話番号を格納するのを許可される場合は、予約
加入は必要ないことが注目される。
【００２２】
加入者１１から加入者５１にかけられる発呼のために、ＩＸＣ末端交換機３０２は、加入
者５１の電話番号がそのＤＮトリガ表に記録されているかどうかを確認するために検査す
る。末端加入者番号が表に記録されていなければ、ＩＸＣ末端交換機３０２はその発呼を

交換機４１に送り、次いで、 交換機４１はその発呼を、ＩＸＣアクセス
コードがダイヤルされたか否かにかかわらずその末端加入者５１の電話線に送る。加入者
１１と加入者５１間の接続はこのように行なわれ、この接続は、先行技術では典型的なよ
うに、ＬＥＣ及びＩＸＣの両方を含む。
【００２３】
しかし、末端加入者番号がＩＸＣ末端交換機３０２のＤＮトリガ表３７２に記録されてい
れば、ＩＸＣ末端交換機３０２は、１）いわゆる発呼者番号（ＣＰＮ）、すなわち末端加
入者の電話番号（ＡＮＩ）と、２）発呼がＩＸＣアクセスコードを用いてかけられたとい
う指示を交換機が受信した場合のこのような指示とを、ＣＰＡ３８２に送って質問する。
ＣＰＡ３８２は、末端加入者番号を用意すべき特徴及びサービスを調べる。“どこへでも
私についてきて”組合せ表３５１（図３）の加入者の電話線領域３５３への末端加入者番
号の入力で示されるように、“どこへでも私についてきて”サービスが提供されることに
なる場合は、ＣＰＡ３８２は、１）電話がＩＸＣアクセスコードを用いてかけられたかど
うかと、２）被呼側の加入者のために、該加入者の電話線以外の電話線の電話番号が格納
されているかどうかを確認する。上記の条件がいずれも満足されないかまたは１つしか満
足されない場合は、先行技術では典型的なように、加入者の線への電話は完了させられる
。しかし、両条件が満足されれば、ＣＰＡ３８２は、本発明の態様に従って、転送電話番

10

20

30

40

50

(7) JP 3734498 B2 2006.1.11

終端

３０２

転

３０２

ローカル ローカル



号領域３５５に格納されている関連電話番号をＩＸＣ末端交換機３０２に供給する。次い
で、ＩＸＣ末端交換機３０２は、発呼を、格納されている電話番号で示される電話線に役
立つＬＥＣに接続されたＩＸＣ交換機にＩＸＣ網を介して送る。また、ＣＰＡ３８２は、
“どこへでも私についてきて”サービスの使用で必要とされる発呼の追加部分のコストに
関する被呼側の加入者の電話計算書の記入を始めるべきであることを、ＩＸＣ末端交換機
３０２に通知する。“どこへでも私についてきて”サービスで用いるために、電話番号を
転送Ｄ電話番号領域３５５に格納する方法は、さらに下記に説明される。
【００２４】
図５は、本発明の他の実施例を示し、ここでは、“どこへでも私についてきて”サービス
で用いられる情報は、交換局間搬送業者（ＩＸＣ）のネットワーク内の集中データベース
、例えば周知のネットワーク制御ポイント（ＮＣＰ）、に格納される。図示されているの
は、ａ）電話を発信することができる電話端末５０１と、ｂ） 交換局搬送業者（
ＬＥＣ）５０３と、ｃ）ＩＸＣ交換機５０５、５３３及び５３５と、なお、ＩＸＣ交換機
５０５は非常に詳細に示されている、ｄ）ＣＣＳ網５２３と、ｅ）データベース５３１で
ある。
【００２５】
ＩＸＣ交換機５０５は、ａ）主処理装置５０７と、ｂ）告知設備（ＡＮＮ　ＦＡＣ）５０
９と、ｃ）デュアルトーン多周波検受信機（ＤＴＭＦ　ＲＥＣ）５１１と、ｄ）メッセー
ジインターフェース５１５と、ｅ）バス５１７と、ｆ）切換装置５１８と、ｇ）音声認識
装置５１６を含む。主処理装置５０７は、あらゆる必要な処理を実行し、バス５１７を介
してＩＸＣ交換機５０５の他の構成要素とメッセージを交換することにより、ＩＸＣ交換
機５０５の全体動作を制御する。告知設備（ＡＮＮ　ＦＡＣ )５０９は、発呼者が聴取で
きる種々の告知を提供することができる。告知またはそれの結合部分は、告知設備（ＡＮ
Ｎ　ＦＡＣ）５０９に予め格納され、告知のポインタを告知設備（ＡＮＮ　ＦＡＣ）５１
１に供給することによりアクセスされる。デュアルトーン多周波受信機（ＤＴＭＦ　ＲＥ
Ｃ）５１１は、電話端末５０１のキーパッドのキーの押圧に応答して送信されるデュアル
トーン多周波信号を受信し、各押圧キーに対応する数字を主処理装置５０７に供給する。
【００２６】
メッセージインターフェース５１５は、ＩＸＣ交換機がＣＣＳ網５２３のような共通チャ
ンネル信号（ＣＣＳ）網とやり取りするのを許可するプロトコル変換装置である。メッセ
ージインターフェース５１５は、ＣＣＳ網５２３に送信される全メッセージをフォーマッ
ト化し、ＣＣＳ網５２３から受信される応答を引き出す責任がある。また、ＩＸＣ交換機
５３３及び５３５のような他のＩＸＣ交換機は、ＣＣＳ網５２３を経由してデータベース
５３１にメッセージを送ることができる。
【００２７】
切換装置５１８は、発呼者の発呼がＩＸＣ交換機５０５に届いた中継線例えば中継線５０
４を、ａ）告知設備（ＡＮＮ　ＦＡＣ）５０９、ｂ）デュアルトーン多周波受信機（ＤＴ
ＭＦ　ＲＥＣ）５１１、ｃ）音声認識装置５１６、またはｄ）リンク５２１を経由して交
換局間搬送業者のネットワークの残部に接続することができる。前記接続の目的はさらに
下記に説明される。
【００２８】
上記の説明が与えられれば、ＩＸＣ交換機５０５は、ＩＸＣ搬送業者コードが入力された
ことを示すメッセージを受け取るために、また、もしそうなら、“どこへでも私について
きて”サービスを提供するために、当業者が設計することができる。
【００２９】
図６は、本発明の原理に従って、加入者の電話番号にかけられる発呼がデータベース、例
えばデータベース３８６（図１）またはデータベース５３１（図５）、に送られるように
加入者が望む電話線の電話番号を格納する模範的な工程のフローチャートを示す。この工
程は、図５に示される装置に関して説明されるが、同一工程を図１に示される装置に適用
することができる。したがって、下記の工程の説明から、当業者は、図１に示される装置
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にこの方法を応用するやり方がわかるだろう。
【００３０】
本工程は、ＩＸＣ交換機 が“どこへでも私についてきて”サービス用の電話番号が
格納されるべきであるという指示を受信した時に、ステップ６０１（図６）で入る。この
ような指示は特定の予め決められた電話番号への発呼でも良い。例えば、電話端末５０１
（図５）にいる発呼者は、交換局間搬送業者により指定される８００タイプ番号に発呼を
かけることにより組合せを確立することを望む信号を出すことができる。
【００３１】
ＬＥＣ５０３は、発呼が特定のＩＸＣで運ばれるべきである、発呼者によりダイヤルされ
る特定の８００タイプ番号から認識し、したがって、この電話をそのＩＸＣのＩＸＣ交換
機５０５に転送する。ＩＸＣ交換機５０５は、ダイヤルされた８００タイプ番号が、転送
してデータベース５３１で処理しなければならないものであることを認識する。したがっ
て、ＩＸＣ交換機５０５は、ダイヤルされた番号を含むメッセージをデータベース５３１
に送る。このメッセージは、メッセージインターフェース５１５及びＣＣＳ網５２３を経
由して送られる。データベース５３１は、ダイヤルされた番号が、“どこへでも私につい
てきて”サービス用の新しい電話番号が格納されるべきであることを示す電話番号である
ことを認識し、したがって、必要な情報を得て格納するための活動期間を開始する。
【００３２】
次いで、ステップ６０３（図６）において、発呼者は自分の電話線の電話番号を入力する
よう助言される。助言は全てＩＸＣ交換機５０５（図５）で行なわれ、告知設備（ＡＮＮ
　ＦＡＣ）５０９に、発呼者に適切な告知を再生せしめる。工程中のいずれかの場所で供
給される特定の助言は、指定されない限り、データベース５３１から受け取ったメッセー
ジ中に示されているものである。切換装置５１８は、発呼者の発呼を中継線５０４を介し
て告知設備（ＡＮＮ　ＦＡＣ）５０９に接続し、その結果、発呼者は助言を聴取すること
ができる。
【００３３】
電話端末５０１のキーを押すことにより、発呼者は、デュアルトーン多周波（ＤＴＭＦ）
信号の形式で助言二対する応答を供給する。発呼者より供給されるデュアルトーン多周波
（ＤＴＭＦ）信号を受信して復調するために、デュアルトーン多周波受信機（ＤＴＭＦ　
ＲＥＣ）５１１が切換装置５１８を介して発呼者の発呼に接続される。復調された受信信
号に対応するメッセージは、メッセージインターフェース５１５及びＣＣＳ網５２３を経
由してデータベース５３１に送られる。他の実施例では、発呼者は、音声認識装置５１６
で受信されて復調される言語の形式で助言に対する応答を供給しても良い。
【００３４】
発呼者から受信した情報は、ステップ６０５（図６）で検査される。このステップは、供
給された電話番号が、“どこへでも私についてきて”サービスに加入しているものかどう
かを確認することによって行なわれる。このような確認はデータベース５３１（図５）で
行なっても良い。また、有効なＰＩＮの入力は、加入者が“どこへでも私についてきて”
サービス用の新しい電話番号を格納するのを許可される前に、加入者に要求しても良い。

で、ステップ６１５において、発呼者は、自分の電話線にかけられる発呼が送られる
べき電話端末の電話番号、すなわち転送番号、を入力するように助言される。ステップ６
２５では、本発明に原理に従って、データベース５３１は、加入者の電話線を供給された
転送電話番号と組合せるために受信した情報を格納する。
【００３５】
図７は、本発明の原理に従って、発呼者が発呼をし、組合せが図６において説明したよう
に搬送業者のネットワーク内のデータベースで作られた時に被呼者に転送するように、“
どこへでも私についてきて”サービスを用いるための工程のフローチャートを示す。この
工程は、ステップ７０１において、発呼者が、ａ）１＋地域コード＋番号、またはｂ）ア
クセスコード＋１＋地域コード＋番号をダイヤルすることにより組合せが確立される電話
端末、例えば電話端末 （図５）、でカード発呼を発信する時に入る。 交換
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局搬送業者（ＬＥＣ）５０３の交換機はダイヤルされた数字を受信し、前記発呼がＩＸＣ
タイプの発呼であることを認識する。したがって、 交換局搬送業者（ＬＥＣ）５
０３は、他の処理のためにＩＸＣ交換機に前記発呼を送る。
【００３６】
特定の交換局間搬送業者のアクセスコードが発呼者よりダイヤルされた数字の一部として
指定されないにもかかわらず、その発呼が交換局間搬送業者により運ばれなければならな
い場合、 交換局搬送業者５０３は、その発呼を中継線、例えば中継線５０４、を
介して交換局間搬送業者のＩＸＣ交換機５０５に送る。 交換局搬送業者５０３は
、電話端末５０１が割当てられている 交換局間搬送業者に気づく。ダイヤルさ
れた数字が、特定の交換局間搬送業者を指定するアクセスコードを含む場合は、
交換局間搬送業者５０３は、その発呼を中継線を介して、指定された交換局間搬送業者の
ＩＸＣ交換機５０５に送る。さらに、 交換局間搬送業者（ＬＥＣ）５０３は、ア
クセスコードがダイヤルされた場合、アクセスコードが発呼者によりダイヤルされたＩＸ
Ｃ交換機５０５に信号を出す。
【００３７】
ステップ７０３（図７）において、ＩＸＣ交換機は、発呼を、ＩＸＣアクセスコードを用
いてダイヤルされているものとして認識し、本発明の態様により、被呼側の番号に発呼を
送ることによってデータベース５３１（図５）に質問する。データベース５３１は、発呼
が、被呼側の加入者の番号に基づいた、“どこへでも私についてきて”サービス用の候補
になるものであることを認識する。データベース５３１は、ステップ７０５において、図
６に示される工程を用いて格納されている、受信した被呼側の加入者番号に対する組合せ
を、もし１つでもあれば捜し出す。次いで、ステップ７０７において、本発明の原理に従
って、電話端末の格納されている転送電話番号が、格納されている加入者の電話線の電話
番号と転送電話番号との組合せを用いることによって読出される。発呼は、ステップ７０
９において、転送電話番号により示される電話線に送られ、次いで、この工程はステップ
７１１において退出する。１）被呼者の電話線と他の電話線との組合せを予め格納された
搬送業者を介してかけられ、かつ２）アクセスコードがダイヤルされた発呼だけが、“ど
こへでも私についてきて”サービスを用いることができることが注目される。
【００３８】
図１の説明では、被呼者は、転送のため結果的に生じた追加料金を支払うだろうと述べた
ことが注目される。しかし、たとえ、届くと期待されている発呼者と異なる電話線に発呼
が転送されたとしても、発呼者に、その発呼の全費用を支払わせることができないという
理由はない。これは、発呼の請求書記録においてダイヤルされた番号の代わりに転送番号
を用いることにより達成される。
【００３９】
本発明の他の実施例では、ＩＸＣアクセスコードが入力されたという指示は、上記に説明
した“どこへでも私についてきて”サービス以外のサービスを始めさせることができる。
例えば、ＩＸＣ発呼をかける際にＩＸＣアクセスコードを用いる全ての発呼者に、割引を
提供することができる。
【００４０】
さらに、前記他のサービスを始めさせるために、ＩＸＣアクセスコードが入力されたとい
う指示と共に、被呼側の電話番号以外の発呼情報を用いることもできる。例えば、発呼が
、そのＩＸＣアクセスコードをダイヤルすることにより選択されたもの以外のＩＸＣのＰ
ＩＣ’ｄであった非公衆電話機からダイヤルされた場合、特定の挨拶または感謝メッセー
ジを発呼者に供給することができる。かけがえとして、その宣伝に留意する誠実な加入者
に恩恵を与えるために、そのアクセスコードを入力し、ＩＸＣのＰＩＣ’ｄである発呼者
達のみにそのＩＸＣより割引を与えることができる。同様に、そのサービスを試みるよう
新しい利用者を誘うために、そのアクセスコードを入力するＩＸＣのＰＩＣ’ｄでない発
呼者達のみにそのＩＸＣより割引を与えることができる。
【００４１】
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また、そのアクセスコードを用いてそのネットワークを介してかけられる電話の数を数え
ることがＩＸＣに役立つ。そのように実行すると、その宣伝の有効性に関するＩＸＣ情報
を与える。この情報は、発呼回数ばかりでなく、発呼のカテゴリすなわち発呼の特色、例
えば公衆電話の発呼、非公衆電話の発呼、住宅電話の発呼、業務用電話の発呼など、によ
っても分類することができる。
【００４２】
ＩＸＣアクセスコードの使用を容易にするために、加入者の電話機にあるプログラム可能
なワンタッチダイヤルボタンが利用できる場合は、このボタンに前記ＩＸＣアクセスコー
ドを予めプログラムすることができる。同様に、多数のＩＸＣのアクセスコードに対応し
かつＩＸＣ名のラベルが付けられた、予めプログラムされたワンタッチダイヤルボタンを
備えた公衆電話機を提供することもできる。このような電話機から発呼する者は、被呼者
の番号の前にそのＩＸＣのボタンを押すだけで、確実に自分の発呼が望ましいＩＸＣを介
してかけられることになる。前記公衆電話機は、選択されたＩＸＣのアクセスコードをダ
イヤルすることにより、選択されたＩＸＣの押圧に応答する。その後、発呼者は先行技術
の通り発呼をダイヤルする。
【００４３】
前記の例は、“１－０－ＸＸＸ”の形式のＩＸＣアクセスコードに関して説明されたが、
本発明はそれに限らず、また、どんな形式の遠隔通信搬送業者コードでも十分であること
が強調される。
【００４４】
前記は本発明の原理を示したにすぎない。したがって、当業者は、個々には明確に説明か
つ図示されていないが、本発明の原理を具体化した、その精神及び範囲内にある種々の配
置を工夫することができることがわかるだろう。
【００４５】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の原理にしたがって発呼を完成するための模範的なシステムを示す図であ
る。
【図２】ＩＸＣアクセスコードがダイヤルされたという指示が、ＩＸＣアクセスパラメー
タフィールドのビット１として運ばれる、模範的なＳＳ７　ＩＳＵＰ（ ISDN　 User　 Part
）ＩＡＭ（ Initial Address Message）を示す図である。
【図３】模範的な“どこへでも私についてきて”表を示し、この表には、加入者の電話番
号と、加入者の発呼が“どこへでも私についてきて”サービスにより送られることを加入
者が望む電話線の電話番号との組合せを作るのに必要な情報が格納されている図である。
【図４】図１のシステムに用いるための模範的なＤＮトリガ表を示し、ここには、特徴、
すなわちサービス、加入者の電話番号が、地域コード及び番号により数字順に表にされて
いる図である。
【図５】本発明の他の実施例を示し、ここでは、“どこへでも私についてきて”サービス
で用いられた情報は、交換局搬送業者（ＩＸＣ）網内の集中データベースに格納されてい
る図である。
【図６】本発明の原理により、加入者が、自分の電話番号にかけられる発呼がデータベー
スに送られるのを望む電話線の電話番号を格納する模範的工程のフローチャートを示す図
である。
【図７】本発明の原理により、発呼者が発呼をかけ、この発呼が、図６に示されるように
搬送業者網内のデータベースに組合せが作られた時に被呼者に転送されるように、“どこ
へでも私についてきて”サービスを用いるための工程のフローチャートを示す図である。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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