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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】会議の参加者間の電話会議を、少なくとも１人
の参加者の場所に基づいて自動的に開始する「場所呼び
」機能を実装する、地理空間電話通信システムを提供す
る。
【解決手段】地理空間電話通信システム１０は、第１の
通信装置２０ａ又は第２の通信装置２０ｂの場所に基づ
いて、第１の通信装置と第２の通信装置との間で、電話
会議を自動的に確立する。地理空間電話通信システム１
０は、１つ又は複数の電話会議用の会議室４３０を提供
する、音声／データ会議サーバ４０を含む。各会議室は
、特定の電話会議に関連付けられ、電話会議用に会議の
参加者（装置２０ａ及び２０ｂ）それぞれに異なる会議
レグの確立及び会議レグの状況管理を担当する。複数の
会議室は同時に存在することができるが、会議室間の音
声は、オペレータによって指図されない限り混ざらず、
会議室の参加者は、別の会議室の参加者の声を意図せず
聞くことはない。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　会議の参加者間の電話会議を少なくとも１人の前記参加者の場所に基づいて自動的に開
始することを可能にする、地理空間電話通信システム内で通信ネットワークに結合するノ
ードであって、
　地理空間電話通信アプリケーションを格納するためのメモリと、
　前記地理空間電話通信アプリケーションの命令を実行して、第１の通信装置が地理空間
的に位置する場所を受信し、前記場所に基づいて前記第１の通信装置と少なくとも１つの
他の通信装置との間で電話会議が開始されることを可能にする働きをするプロセッサと
を含むノード。
【請求項２】
　前記地理空間電話通信システムが静的な地理空間電話通信システムであり、
　前記場所が前記少なくとも１つの他の通信装置のうちの第２の通信装置によって提供さ
れ、
　前記プロセッサがさらに、データベースにアクセスして前記第１の通信装置の登録電話
番号を取り出す働きをする
請求項１に記載のノード。
【請求項３】
　前記地理空間電話通信システムが動的な電話通信システムであり、
　前記場所が前記第１の通信装置によって提供され、
　前記第１の通信装置がモバイル通信装置であり、
　前記プロセッサがさらに、前記少なくとも１つの他の通信装置の識別情報を前記場所に
基づいて確認する働きをする
請求項１に記載のノード。
【請求項４】
　前記第１の通信装置が地理空間的に前記場所に位置すると、前記電話会議が前記少なく
とも１つの他の通信装置と開始されるべきことを示す会議ポリシーを、前記メモリがさら
に格納する、請求項３に記載のノード。
【請求項５】
　会議の参加者間の電話会議を少なくとも１人の前記参加者の場所に基づいて自動的に開
始することを可能にする地理空間電話通信システムであって、
　通信ネットワークに結合して、第１の通信装置が地理空間的に位置する場所を受信し、
前記場所に基づいて、前記第１の通信装置と少なくとも１つの他の通信装置との間で電話
会議が開始されることを可能にするノードと、
　前記電話会議を管理する働きをする会議室を含む会議サーバであって、前記会議室を設
け、前記第１の通信装置と前記少なくとも１つの他の通信装置とを前記電話会議の中で前
記会議室を介して互いにつなげる働きをする、会議サーバと
を含むシステム。
【請求項６】
　前記システムが静的な地理空間電話通信システムであり、
　場所および前記場所用の登録電話番号のリストを保持するデータベースをさらに含み、
　前記第１の通信装置の前記場所が前記少なくとも１つの他の通信装置のうちの第２の通
信装置によって提供され、前記ノードが前記データベースにアクセスして前記第１の通信
装置の前記登録電話番号を前記場所に基づいて取り出す
請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記地理空間電話通信システムが動的な電話通信システムであり、
　前記場所が前記第１の通信装置によって提供され、
　前記第１の通信装置が地理空間的に前記場所に位置すると前記電話会議が前記少なくと
も１つの他の通信装置と開始されるべきことを示す会議ポリシーを使用して、前記ノード
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がさらに前記少なくとも１つの他の通信装置の識別情報を確認する働きをする
請求項５に記載のシステム。
【請求項８】
　前記会議サーバがさらに一時的な会議室を設けて、前記第１の通信装置および前記少な
くとも１つの他の通信装置をレコーダに接続し、前記第１の通信装置および前記少なくと
も１つの他の通信装置のそれぞれが前記電話会議への参加を選択するように促す録音メッ
セージを再生する、請求項５に記載のシステム。
【請求項９】
　複数のコールセンタ電話応対係につながるコールセンタであって、前記コールセンタ電
話応対係の１人が前記第１の通信装置または前記少なくとも１つの他の通信装置に関連付
けられる、コールセンタをさらに含む、請求項５に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記通信ネットワークに結合し、
　　前記ノードを前記第１の通信装置の監視人として登録し、
　　前記第１の通信装置の前記場所をそのプレゼンス情報として受信し、かつ
　　前記第１の通信装置の前記プレゼンス情報を前記ノードに提供する
　働きをするプレゼンス・サーバ
をさらに含む、請求項５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、一般に通信システムに関し、詳細には、会議システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　音声通信セッションの迅速な確立は、現代の電話通信システムにおける重要な要件であ
る。今日、友達リストおよび連絡先リストの出現により、ユーザは、１つのボタンを押す
だけで簡単に電話をかけることができ、受信者からの折り返し電話をほとんど即座に受け
ることができる。しかしながら、そのような「短縮ダイヤル」は、依然として何らかの手
動の通話開始を必要とし、それは冗長で間違いを起こす可能性がある。加えて、ユーザは
、通話を開始するには、受信者を識別する何らかの知識をもたなければならない。ユーザ
が受信者の場所しか知らない場合、通話を開始する前にユーザは最初に電話番号案内にア
クセスしなければならないことがあるし、ユーザは単に所望の受信者とは全く通話を確立
できないことがある。
【０００３】
　さらに、従来の「短縮ダイヤル」は、１人の発信者と１人の受信者、二者間の音声会話
を始めることができるだけである。場合によっては、数人の、または、ことによるとさら
に多数の相手との間の音声会話が望まれることがある。例えば、企業のビジネス・シナリ
オでは、人々は通常チームで働き、したがって、各チームのビジネス目標をかなえるため
に、多者間音声通話の迅速な確立に対するビジネス需要がある可能性がある。また、初動
要員、緊急事態および政府の用途は、チームのメンバ間の多者間電話会議を必要とするこ
とがある。加えて、多者間通話は、消費者の用途においても望まれることがある。
【０００４】
　多くのサービス・プロバイダは、大勢の人々が同時にお互いと会話できる音声電話会議
サービスを提供する。通常、そのような会議システムでは、各ユーザは、会議に参加する
ために１０桁以上のダイヤルイン番号に加えて７桁以上のアクセス・コードを与えられる
。ダイヤルイン番号をダイヤルした後、音声自動応答（ＩＶＲ）システムと対話し、さら
にアクセス・コードの数字を入力して、それぞれの複数の発信者は互いにつながり、その
結果、会議室内で互いに話したり聞いたりすることができる。
【０００５】
　しかしながら、各ユーザを個別に電話会議に参加させる方法は時間がかかる。さらに、
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従来のカンフェレンス・ブリッジ・システムは、通常、ユーザ間の調整およびスケジュー
リングを必要とする。例えば、チームは、ある指定された承諾済みの時間に、カンフェレ
ンス・ブリッジにダイヤルしなければならない。したがって、すべてのユーザが多くのＤ
ＴＭＦ数字を入力することで不便を感じることに加えて、従来のカンフェレンス・ブリッ
ジは、多くの企業、消費者および緊急事態の通信シナリオに必要となる可能性がある、自
然発生的なその場限りの音声会議の役には立たない。
【０００６】
　例えば、特に緊急応答を必要とする一部の用途では、複数の地理空間の場所にいる電話
ユーザは、イベントを知らされねばならず、次いで、一緒に電話会議に入って議論を行い
適切な計画を定めたりしなければならない。既存の解決策は、最初にさまざまな電話番号
を手動で検索し、次いで、ダイヤルイン番号を与えること、または各相手に個別にダイヤ
ルすることにより、手動で相手を一緒に会議に入れることをオペレータに要求する。これ
は、時間を浪費し、間違いを起こしやすいプロセスであり得る。
【０００７】
　最近、一部のサービス・プロバイダは、グループ・プッシュ・ツー・トークと呼ぶ、特
別な多者間音声サービスを提供し始めた。特別なタイプの携帯電話をもつユーザは、また
サービス・プロバイダから特別なグループ・プッシュ・ツー・トーク・サービスを購入し
て、１個のキーを押下することにより、グループ・プッシュ・ツー・トーク音声通信に参
加して別のユーザと話すことができる。しかしながら、グループ・プッシュ・ツー・トー
ク・システムは、永続的な電話会議を本当にセットアップすることはしない。現在利用可
能なプッシュ・ツー・トーク・サービスでは、どの時点においても１人しか話すことがで
きず、次に誰が話すことが許されるか、すなわちどのシングル・ユーザが彼／彼女の特別
なセット上のグループ・プッシュ・ツー・トーク・ボタンを押下することが許されるかを
確立するためには、調整またはプロトコルが必要である。
【０００８】
　さらに、他のユーザも、同じサービス・プロバイダからの、同じ特別なタイプの携帯電
話および同じ特別なサービスをもたなければならない。したがって、このウォーキー・ト
ーキー・ライクなシステムの主な制限事項は、すべてのユーザが同じ特別な携帯電話装置
および同じサービス提供をもたなければならないということである。標準の特別でない携
帯電話、ＰＢＸ電話およびＰＯＴＳ電話をもつ他のユーザは、通話に参加することができ
ない。現在、さまざまなタイプの通信装置をもつ相手をその場所に基づいて自動的に一緒
に会議に参加させる必要性に対処する、既知のシステムまたは解決策は存在しない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施形態では、地理空間電話通信システム内のノードは、会議の参加者間の
電話会議を少なくとも１人の参加者の場所に基づいて自動的に開始することを可能にする
。ノードは通信ネットワークに結合し、地理空間電話通信アプリケーションを格納するた
めのメモリと、地理空間電話通信アプリケーションの命令を実行して、第１の通信装置が
地理空間的に位置する場所を受信し、その場所に基づいて第１の通信装置と少なくとも１
つの他の通信装置との間で電話会議が開始されることを可能にする働きをするプロセッサ
とを含む。
【００１０】
　一実施形態では、システムは静的な地理空間電話通信システムであり、そこでは、第１
の通信装置の場所は第２の通信装置によって提供され、ノードはさらに、データベースに
アクセスして第１の通信装置の登録電話番号を取り出す働きをする。例えば、第２の通信
装置は、ユーザに地図を表示するためのグラフィカル・ユーザ・インタフェースを含んで
、ユーザが地図から場所を選ぶことを可能にすることができる。
【００１１】
　１つの場所を入力することができるか、または他の実施形態では複数の場所を入力する
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ことができ、それぞれの場所は、そこに地理空間的に位置する別の通信装置を有する。複
数の場所を入力した場合、電話会議はすべての通信装置の間で開始される。別の実施形態
では、場所は地理的領域を含むことができ、ノードは、データベースにアクセスして、電
話会議用の地理的領域内に地理空間的に位置する複数の通信装置用の複数の登録電話番号
を取り出すことができる。加えて、場所はさらにフィルタを含むことができ、ノードは、
電話会議用のフィルタに基づいて複数の登録電話番号のうちの特定の電話番号を選択する
ことができる。
【００１２】
　別の実施形態では、システムは動的な地理空間電話通信システムであり、そこでは、第
１の通信装置の場所は第１の通信装置によって提供され、ノードはさらに、その場所に基
づいて少なくとも１つの他の通信装置の識別情報を確認する働きをする。例えば、第１の
通信装置が地理空間的にその場所に位置すると、電話会議が少なくとも１つの他の通信装
置と開始されるべきことを示す会議ポリシーを、メモリはさらに格納することができる。
加えて、第１の通信装置は、第１の通信装置の場所を確定する働きをする全地球測位シス
テム（ＧＰＳ）装置を含むことができる。
【００１３】
　第１の例示的な実施形態では、ノードは、第１の通信装置および少なくとも１つの他の
通信装置のうちの１つである。第２の例示的な実施形態では、ノードは通信ネットワーク
内のスイッチであり、会議サーバに結合して第１の通信装置と少なくとも１つの他の通信
装置との間の電話会議を容易にする。第３の例示的な実施形態では、ノードは、プロセッ
サによって制御されるウェブ・サイトをホスティングするウェブ・サーバである。例えば
、静的な地理空間電話通信システムでは、プロセッサは、少なくとも１つの他の通信装置
にウェブ・ページをプッシュして、少なくとも１つの他の通信装置のユーザがその場所に
入ることを可能にする働きをすることができる。第４の例示的な実施形態では、ノードは
第１の通信装置の監視人であり、プレゼンス・サーバに結合して、第１の通信装置の場所
をそのプレゼンス情報として受信する。
【００１４】
　本発明の別の実施形態では、地理空間電話通信システムは、会議の参加者間の電話会議
を少なくとも１人の参加者の場所に基づいて自動的に開始することを可能にする。システ
ムは、通信ネットワークに結合して、第１の通信装置が地理空間的に位置する場所を受信
し、その場所に基づいて、第１の通信装置と少なくとも１つの他の通信装置との間で電話
会議が開始されることを可能にするノードを含む。システムはさらに、電話会議を管理す
る働きをする会議室を含む会議サーバを含む。会議サーバは会議室を設け、第１の通信装
置と少なくとも１つの他の通信装置とを電話会議の中で会議室を介して互いにつなげる。
【００１５】
　一実施形態では、システムは静的な地理空間電話通信システムであり、場所およびその
場所の登録電話番号のリストを保持するデータベースを含む。第１の通信装置の場所は第
２の通信装置によって提供され、ノードはデータベースにアクセスして、その場所に基づ
いて第１の通信装置の登録電話番号を取り出す。
【００１６】
　別の実施形態では、地理空間電話通信システムは動的な電話通信システムであり、場所
は第１の通信装置によって提供される、この実施形態では、ノードはさらに、第１の通信
装置が地理空間的にその場所に位置すると電話会議が少なくとも１つの他の通信装置と開
始されるべきことを示す会議ポリシーを使用して、少なくとも１つの他の通信装置の識別
情報を確認する働きをする。
【００１７】
　別の実施形態では、会議サーバはさらに、一時的な会議室を設けて、第１の通信装置お
よび少なくとも１つの他の通信装置をレコーダに接続し、第１の通信装置および少なくと
も１つの他の通信装置のそれぞれが電話会議への参加を選択するように促す録音メッセー
ジを再生する。
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【００１８】
　さらに別の実施形態では、システムは、複数のコールセンタ電話応対係につながるコー
ルセンタを含み、そこでは、コールセンタ電話応対係の１人が、第１の通信装置または少
なくとも１つの他の通信装置に関連付けられる。
【００１９】
　さらに別の実施形態では、システムは通信ネットワークに結合して、ノードを第１の通
信装置の監視人として登録し、第１の通信装置の場所をそのプレゼンス情報として受信し
、第１の通信装置のプレゼンス情報をノードに提供する働きをする、プレゼンス・サーバ
を含む。
【００２０】
　添付図面と併用して下記詳細説明を参照することにより、本発明をより完璧に理解する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態による、例示的な地理空間電話通信システムを示す図である。
【図２】本発明の実施形態による、システム全体にわたる地理空間電話通信アプリケーシ
ョンの例示的な実装形態を示す図である。
【図３】本発明の実施形態による、システム全体にわたる地理空間電話通信アプリケーシ
ョンの例示的な実装形態を示す図である。
【図４】本発明の実施形態による、システム全体にわたる地理空間電話通信アプリケーシ
ョンの例示的な実装形態を示す図である。
【図５】本発明の実施形態による、システム全体にわたる地理空間電話通信アプリケーシ
ョンの例示的な実装形態を示す図である。
【図６】本発明の実施形態による、静的な地理空間電話通信システムの例示的な動作を示
す図である。
【図７】本発明の実施形態による、静的な地理空間電話通信システム内の例示的な通信装
置を示す図である。
【図８Ａ】本発明の実施形態による、静的な地理空間電話通信システムのさまざまな例示
的な通話シナリオを示す図である。
【図８Ｂ】本発明の実施形態による、静的な地理空間電話通信システムのさまざまな例示
的な通話シナリオを示す図である。
【図８Ｃ】本発明の実施形態による、静的な地理空間電話通信システムのさまざまな例示
的な通話シナリオを示す図である。
【図８Ｄ】本発明の実施形態による、静的な地理空間電話通信システムのさまざまな例示
的な通話シナリオを示す図である。
【図８Ｅ】本発明の実施形態による、静的な地理空間電話通信システムのさまざまな例示
的な通話シナリオを示す図である。
【図９】本発明の実施形態による、動的な地理空間電話通信システムの例示的な動作を示
す図である。
【図１０Ａ】本発明の実施形態による、動的な地理空間電話通信システムのさまざまな例
示的な通話シナリオを示す図である。
【図１０Ｂ】本発明の実施形態による、動的な地理空間電話通信システムのさまざまな例
示的な通話シナリオを示す図である。
【図１０Ｃ】本発明の実施形態による、動的な地理空間電話通信システムのさまざまな例
示的な通話シナリオを示す図である。
【図１０Ｄ】本発明の実施形態による、動的な地理空間電話通信システムのさまざまな例
示的な通話シナリオを示す図である。
【図１１】本発明の実施形態による、プレゼンス・システムを内蔵する地理空間電話通信
システムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２２】
　図１は、本発明の実施形態による、例示的な地理空間電話通信システム１０を示す。地
理空間電話通信システム１０は、会議の参加者間の電話会議を、少なくとも１人の参加者
の場所に基づいて自動的に開始することを可能にする。したがって、地理空間電話通信シ
ステム１０は、「場所呼び」機能を実装する。
【００２３】
　例えば、地理空間電話通信システム１０は、第１の通信装置２０ａまたは第２の通信装
置２０ｂの場所に基づいて、第１の通信装置２０ａと第２の通信装置２０ｂとの間で、電
話会議が自動的に確立されることを可能にすることができる。例として、それらに限定さ
れないが、そのような通信装置３０には、プレーン・オールド・テレフォン・サービス（
ＰＯＴＳ）電話、携帯／モバイル電話、セッション初期化プロトコル（ＳＩＰ）電話、デ
スクトップ電話、ＰＢＸ電話、デスクトップ・コンピュータ、ラップトップ・コンピュー
タ、携帯情報端末（ＰＤＡ）および陸上移動無線（ＬＭＲ）装置（すなわち、送受信兼用
無線装置）が含まれ得る。
【００２４】
　地理空間電話通信システム１０は、１つまたは複数の電話会議用の会議室５０を提供す
る、音声／データ会議サーバ４０を含む。各会議室５０は、特定の電話会議に関連付けら
れ、電話会議用に会議の参加者（装置２０ａおよび２０ｂ）それぞれに異なる会議レグを
確立すること、および、会議レグのレグ状況を管理することを担当する。例えば、会議室
５０は、電話会議への音声およびデータそれぞれの接続用にそれぞれの会議レグを確立し
、電話会議に別の音声および／もしくはデータの会議レグを追加し、１つまたは複数の音
声および／もしくはデータの会議レグを削減し、１つまたは複数の音声会議レグを消音あ
るいは消音解除することができる。
【００２５】
　図１には詳細に示していないが、複数の会議室５０は同時に存在することができる。し
かしながら、会議室５０間の音声は、（オペレータによって指図されないかぎり）混ざら
ず、その結果１つの会議室５０の参加者は、別の会議室５０の参加者の声を意図せず聞く
ことはない。
【００２６】
　一実施形態では、会議サーバ４０は、特別な会議用のハードウェアまたは電気回路の中
に、会議室５０を設け管理する。別の実施形態では、会議サーバ４０は、特別な会議用の
ハードウェアもしくは電気回路、ソフトウェアおよび／またはファームウェアの組合せを
使用して、会議室５０を設け管理する。さらに別の実施形態では、会議サーバ４０は、標
準の汎用パーソナル・コンピュータ（ＰＣ）上のソフトウェア・ルーチンを実行して、会
議室５０を設け管理する。この実施形態では、会議サーバ４０は、システムの拡張性の向
上および冗長構成のために、別の異なる汎用ＰＣを一緒に積み重ねることを可能にするよ
うに設計される。したがって、ＤＳＰのチップおよびボードならびに高速オーディオ・バ
スなどの特別なハードウェアまたは電気回路は必要でなく、それによって会議サーバ４０
の製造コストを最小限に抑える。
【００２７】
　通信装置２０ａおよび２０ｂと会議サーバ４０との間で媒体を交換するための電話通信
接続は、通信ネットワーク６０を介してルーティングされる。通信ネットワーク６０は、
例えばインターネット・プロトコル（ＩＰ）、またはボイス・オーバ・インターネット・
プロトコル（ＶｏＩＰ）などのパケット交換接続を利用する他のパケット・ベースのネッ
トワーク、例えばセッション初期化プロトコル（ＳＩＰ）、サービス総合デジタル網（Ｉ
ＳＤＮ）などの回線交換接続を利用する回線交換ネットワーク、例えば１次群インタフェ
ース（ＰＲＩ）幹線、モバイル・ネットワーク、例えば公的地域モバイル・ネットワーク
（ＰＬＭＮ）、または無線ローカル・エリア・ネットワーク（ＷＬＡＮ）、またはその他
のネットワーク、またはネットワークの組合せ、であり得る。例えば、会議サーバ４０は
、ＳＩＰコマンドおよびＶｏＩＰリアルタイム・プロトコル（ＲＴＰ）の媒体を、外部の
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ＳＩＰ－ｔｏ－ＰＳＴＮゲートウェイ、ＳＩＰ電話、およびＳＩＰ－ｔｏ－Ｒａｄｉｏコ
ンバータ、ＳＩＰオーバヘッド・スピーカなどの他のＳＩＰ装置と交換することができる
。また、会議サーバ４０は、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）を介して音声の信号および媒体
を従来のＰＯＴＳ、ＰＢＸ、および携帯電話と交換するための、内部のＴ１／Ｅ１電話幹
線カードを内蔵するか、または外部のＴ１／Ｅ１電話幹線カードに接続することができる
。
【００２８】
　また、地理空間電話通信システム１０は、地理空間電話通信アプリケーション３０を含
む。地理空間電話通信アプリケーション３０は、１つまたは複数のユーザ（すなわち、通
信装置２０ａ）と通信して、１つまたは複数の通信装置（すなわち、通信装置２０ａおよ
び／または２０ｂ）が地理空間的に位置する場所を受信する。加えて、地理空間電話通信
アプリケーション３０は、会議サーバ４０に結合して、その場所に基づいて通信装置２０
ａと２０ｂの間で電話会議が開始されることを可能にする。例えば、地理空間電話通信ア
プリケーション３０は、適切なアプリケーション・プログラミング・インタフェース（Ａ
ＰＩ）コマンドを会議サーバ４０に発行して電話会議用の会議室５０を設け、ユーザにダ
イヤルアウトしてユーザを会議室５０に参加させたり、ユーザを消音したりすることがで
きる。
【００２９】
　一実施形態では、地理空間電話通信アプリケーション３０は、会議サーバ４０にインス
トールされたソフトウェア・プログラムである。別の実施形態では、地理空間電話通信ア
プリケーションは、ＰＳＴＮスイッチ、ＰＢＸ、中央基地局、モバイル・スイッチング・
センタ（ＭＳＣ）、無線アクセス・ポイント（ＷＡＰ）または他のノードなどの、ネット
ワーク・ノードにインストールされたソフトウェア・プログラムである。さらに別の実施
形態では、地理空間電話通信アプリケーション３０は、通信装置２０ａまたは２０ｂにイ
ンストールされたソフトウェア・プログラムである。さらに別の実施形態では、地理空間
電話通信アプリケーションは、ウェブ・サーバにインストールされたソフトウェア・プロ
グラムである。他の実施形態では、地理空間電話通信アプリケーション３０は、会議サー
バ４０を含む複数のノード間に分散させることができる。例えば、地理空間電話通信アプ
リケーション３０は、通信装置２０ａと会議サーバ４０との間、通信装置２０ａとネット
ワーク内の別のノード（すなわち、スイッチおよび／またはウェブ・サーバ）との間、ま
たは、会議サーバ４０とネットワーク内のノード（すなわち、スイッチおよび／またはウ
ェブ・サーバ）との間に分散させることができる。
【００３０】
　例示的な実施形態では、地理空間電話通信システム１０は静的な地理空間電話通信シス
テムであり、その中では、１つまたは複数の通信装置２０ａおよび／または２０ｂの場所
は頻繁に変わらない（すなわち、通信装置は大きく移動しない）。この実施形態では、地
理空間電話通信アプリケーション３０は、電話会議のために通信装置が存在する１つまた
は複数の所望の場所を、ユーザが選択することを可能にする。所望の場所を受信すると、
地理空間電話通信アプリケーション３０は、データベース７０にアクセスして各所望の場
所用の登録電話番号を取り出し、会議サーバ４０にコマンドを発行して、取り出した登録
電話番号に関連付けられた通信装置間の電話会議用に会議室５０を設ける。通信装置が電
話会議に参加する招待を受諾すると、会議室５０は、各通信装置が電話会議に音声および
データそれぞれで接続するための別々の会議レグを確立する。例えば、簡単な実施形態で
は、オペレータは、地図上で複数の場所（すなわち、学校、警察署、市役所など）を選択
することができ、次いで、各登録電話（ＴＯＲ）がデータベース７０から検索され、複数
の電話が自動的にダイヤルされ、一緒に会議に参加させられる。
【００３１】
　例示的な動作では、地図は、通信装置２０ａ上のユーザ・インタフェースとして、地理
空間電話通信アプリケーション３０によって提供され、通信装置２０ｂが存在する場所（
すなわち、緯度および経度、交差道路、領域など）を、通信装置２０ａのユーザが特定す
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ることを可能にすることができる。この地図は、地理空間電話通信アプリケーション３０
からネットワーク６０を介して通信装置２０ａにプッシュすることができるか、または、
この地図は通信装置２０ａの内部に格納され、通信装置２０ａにインストールされた地理
空間電話通信アプリケーション３０によってアクセスすることができる。通信装置２０ｂ
の場所を受信すると、地理空間電話通信アプリケーション３０は、通信装置２０ｂの登録
電話番号をデータベース７０から取り出し、会議サーバ４０にコマンドを発行して会議室
５０を設け、会議室５０および通信ネットワーク６０を介して通信装置２０ａと２０ｂの
間の電話会議を確立することができる。それに応じて、会議サーバ４０は、通信装置２０
ａと会議室５０の間の会議レグを自動的に確立（すなわち、通信装置２０ａと会議サーバ
４０の間の現在のネットワーク接続を使用して音声／データ接続を作成）し、通信装置２
０ｂにダイヤルアウトして通信装置２０ｂを電話会議に参加するように招待し、通信装置
２０ｂと会議室５０の間の会議レグを確立することができる。
【００３２】
　別の例示的な実施形態では、地理空間電話通信システム１０は、動的な地理空間電話通
信システムであり、その中では、１つまたは複数の通信装置２０ａおよび／または２０ｂ
の場所が動的に変わる。この実施形態では、地理空間電話通信アプリケーション３０は、
１つの通信装置、例えば通信装置２０ａの現在の場所（すなわち、緯度および経度、交差
道路、領域などを示すリアルタイムな全地球測位システム（ＧＰＳ）の場所）を使用して
、電話会議を確立すべきかどうかを判定する。具体的には、地理空間電話通信アプリケー
ション３０は、会議ポリシー３５にアクセスして、通信装置２０ａの場所に基づいて電話
会議が必要かどうかを判定する。会議ポリシーは、通信装置２０ａに関連付けることがで
きるか、または特定の場所および／もしくは領域に関連付けることができる。
【００３３】
　会議ポリシー３５は、例えば、通信装置２０ａが特定の場所にあると特定の電話会議に
含まれるべきユーザの、あらかじめ規定されたリストを含むことができる。電話会議を開
始するために、地理空間電話通信アプリケーション３０は、特定の電話会議用のユーザの
リストを会議サーバ４０に提供して、会議サーバ４０が電話会議用の会議室５０を設け、
リストの中のユーザにダイヤルアウトしてこれらのユーザを電話会議に加えるように試み
ることを可能にする。ユーザが電話会議へ参加する招待を任意で受諾すると、会議室５０
は、各ユーザが電話会議に音声およびデータそれぞれで接続するための別々の会議レグを
確立する。
【００３４】
　会議ポリシー３５の中のユーザのリストは、各会議参加者用の１つの電話番号または各
会議参加者用の複数の電話番号を含むことができる。例えば、会議サーバ４０は、会議参
加者と連絡をとろうとして、彼／彼女の携帯電話などの参加者用の第１の番号、参加者が
第１の番号に応答しない場合、会社の電話などの第２の番号、次いで、たぶん自宅の電話
などの第３の番号を試すことができる。電話番号を含む代わりに、リストは、特定の電話
会議で求められるユーザのユーザ名を含むことができる。また、地理空間電話通信アプリ
ケーション３０は、事前登録した電話番号にユーザ名をマップするデータベース（図示せ
ず）を照会し、次いで、ダイヤル・バイ・ナンバー・コマンドを会議サーバ４０に発行す
ることができる。各ユーザは、彼／彼女のユーザ名の電話番号へのマッピングを管理する
ことができる。
【００３５】
　動的な地理空間電話通信システム１０の例示的な動作では、地理空間電話通信アプリケ
ーション３０は、通信装置２０ａの現在の場所を通信装置２０ａから、または別のネット
ワーク・ノードから受信し、通信装置２０ａおよび少なくとも１つの他の通信装置、例え
ば通信装置２０ｂを参加させる電話会議を確立すべきかどうかを示す、会議ポリシー３５
にアクセスすることができる。通信装置２０ａの現在の場所の結果として、通信装置２０
ａと通信装置２０ｂの間で電話会議を確立すべきと判定すると、地理空間電話通信アプリ
ケーション３０は、会議サーバ４０にコマンドを発行して会議室５０を設け、会議室５０
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および通信ネットワーク６０を介して通信装置２０ａと２０ｂの間の電話会議を確立する
ことができる。それに応じて、会議サーバ４０は、通信装置２０ａと会議室５０の間の会
議レグを自動的に確立（すなわち、通信装置２０ａと会議サーバ４０の間の現在のネット
ワーク接続を使用して音声／データ接続を作成）し、通信装置２０ｂにダイヤルアウトし
て通信装置２０ｂを電話会議に参加するように招待し、通信装置２０ｂと会議室５０の間
の会議レグを確立することができる。
【００３６】
　ここで図２～５を参照して、システム全体にわたるさまざまなノード１００の中の地理
空間電話通信アプリケーション（ＧＴＡ）３０の例示的な実装形態を示す。図２において
、ＧＴＡ３０はネットワーク・スイッチ１００ａ内に実装される。例として、それらに限
定されないが、スイッチ１００ａは、中央基地局、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）スイッチ
、モバイル・スイッチング・センタ（ＭＳＣ）、構内電話交換機（ＰＢＸ）、ローカル・
エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）スイッチ、無線アクセス・ポイント（ＷＡＰ）、非同期
転送モード（ＡＴＭ）スイッチ、またはその他のタイプのネットワーク・スイッチであり
得る。
【００３７】
　スイッチ１００ａは、プロセッサ１１０ａ、メモリ１２０ａ、スイッチ機構１３０、入
力ポート１４０および出力ポート１５０を含む。メモリ１２０ａはＧＴＡ３０を保持し、
プロセッサ１１０ａはメモリ１２０ａに結合して、ＧＴＡ３０の命令を実行する。例えば
、地理空間電話通信システムが静的である実施形態では、プロセッサ１１０ａはＧＴＡ３
０の命令を実行して、スイッチ１００ａに結合する通信装置からの地図の要求を処理し、
地図を通信装置にプッシュし、通信装置から場所を受信し、その場所用の登録電話番号を
スイッチ１００ａの内部もしくは外部のデータベースから取り出し、かつ／または、会議
サーバにコマンドを生成して、登録電話番号を有する通信装置および別の相手（例えば、
場所を伝送した通信装置）との電話会議を開始することができる。
【００３８】
　例示的な動作では、スイッチ１００ａは、スイッチ１００ａに結合する通信装置を操作
するユーザから要求を受信して、通信装置と１つまたは複数の場所に位置する１つ又は複
数の他の通信装置との間の電話会議を開始することができる。その要求は、他の通信装置
があると知られている、またはあると想定される場所を含むことができる。プロセッサ１
１０ａは、ＧＴＡ３０を初期化して、スイッチ１００ａの内部に格納された、またはスイ
ッチ１００ａからリモートに位置するデータベースにアクセスして、所望の場所用の登録
電話番号を取り出すことにより、要求を処理することができる。登録電話番号を受信する
と、プロセッサ１１０ａは、スイッチ１００ａの内部またはスイッチ１００ａの外部の会
議サーバにコマンドを生成して、通信装置間の電話会議を開始することができる。例えば
、プロセッサ１１０ａは、取り出した登録電話番号を会議サーバに提供し、要求を送信し
た通信装置を電話会議用の会議サーバに接続することができる。
【００３９】
　別の例として、地理空間電話通信システムが動的である実施形態では、プロセッサ１１
０ａはＧＴＡ３０の命令を実行して、モバイル通信装置の場所を要求／受信し、会議ポリ
シーにアクセスしてモバイル通信装置の場所の結果として電話会議を確立すべきかどうか
を判定し、かつ／または、会議サーバにコマンドを生成してそのような電話会議を開始す
ることができる。例示的な動作では、スイッチ１００ａは携帯電話に結合して、携帯電話
の現在の場所を受信する。その場所は、例えば、携帯電話内のＧＰＳ受信装置によって確
定することができる。その場所は、自動的に、携帯電話により定期的にスイッチ１００ａ
に、またはネットワーク内の別のノードに直接伝送することができ、次いで、これらはス
イッチ１００ａに場所を提供する。例えば、携帯電話は、その場所を、スイッチ１００ａ
がアクセスできるウェブ・サーバに、または、次いでその場所をスイッチ１００ａに伝送
することができるプレゼンス・サーバに提供することができる。
【００４０】
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　携帯電話の場所を受信すると、スイッチ１００ａはＧＴＡ３０を初期化して、スイッチ
１００ａの内部またはスイッチ１００ａの外部（例えば、会議サーバ、外部データベース
または他のネットワーク・ノード内）に格納された会議ポリシーにアクセスして、携帯電
話の場所が電話会議を確立すべきと示すかどうかを判定する。例えば、会議ポリシーは、
携帯電話が特定の地理的場所（緯度、経度）、または（例えば、特定の緯度、経度を取り
巻く半径によって規定された）特定の領域内にあるとき、携帯電話と別の相手または相手
達との間の電話会議を確立すべきと示すことができる。会議ポリシーが電話会議を確立す
べきと示す場合、プロセッサ１１０ａは、（内部または外部の）会議サーバにコマンドを
生成して通信装置間の電話会議を開始する。例えば、プロセッサ１１０ａは、電話会議に
加わるべき他の通信装置の電話番号を会議サーバに提供し、その携帯電話を電話会議用の
会議サーバに結合することができる。
【００４１】
　スイッチ機構１３０は、入力ポート１４０の１つを介してスイッチ１００ａに入ってき
たデータを、ネットワークの中の次のノードにデータを伝送するための適切な出力ポート
１５０に移動することを担当する、ハードウェアとソフトウェアの組合せを含む。したが
って、スイッチ機構１３０は、スイッチ１００ａの中の切替装置（個別の箱）、それらが
含む集積回路、および切替経路を制御可能にするプログラミングを含む。例えば、スイッ
チ機構１３０は、通信装置を参加させる電話会議を完成させるために、スイッチ１００ａ
に結合する通信装置を会議サーバに接続する働きをすることができる。
【００４２】
　本明細書では、「プロセッサ」という用語は、一般に、ＰＣなどの汎用コンピュータを
駆動する装置であると理解される。しかしながら、マイクロコントローラ、フィールド・
プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、ま
たはその組合せなどの他の処理装置は、本明細書に記載の利益および利点を達成するため
に、同様に使用できることに留意されたい。加えて、本明細書では、「メモリ」という用
語は、ハード・ドライブ、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、リード・オンリ・メ
モリ（ＲＯＭ）、フラッシュ・メモリ、コンパクト・ディスク、フロッピ・ディスク、Ｚ
ＩＰ（登録商標）もしくはディスク・ドライブ、テープ・ドライブ、データベース、また
は他のタイプの記憶装置もしくは記憶媒体が含まれるがそれらに限定されない、任意のタ
イプのデータ記憶装置を含む。
【００４３】
　図３において、ＧＴＡ３０は、図１に示した通信装置２０ａなどの通信装置１００ｂ内
に実装される。したがって、通信装置１００ｂは、例えば、パーソナル・コンピュータ、
ラップトップ・コンピュータ、ＶｏＩＰ電話、プレーン・オールド・テレフォン・サービ
ス（ＰＯＴＳ）電話、携帯／モバイル電話、セッション初期化プロトコル（ＳＩＰ）電話
、デスクトップ電話、ＰＢＸ電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、または陸上移動無線（ＬＭ
Ｒ）装置であり得る。
【００４４】
　通信装置１００ｂは、プロセッサ１１０ｂ、メモリ１２０ｂ、グラフィカル・ユーザ・
インタフェース（ＧＵＩ）１６０およびネットワーク・インタフェース１９０ａを含む。
図１に示したように、ネットワーク・インタフェース１９０ａは、通信ネットワークに結
合して、通信装置１００ｂがネットワーク・ノードおよび他の通信装置と通信することを
可能にする。例えば、ネットワーク・インタフェース１９０ａは、ネットワーク・スイッ
チの送受信媒体（例えば、回線交換音声、ＶｏＩＰメディア・ストリームおよび／または
データ）に接続することができる。したがって、ネットワーク・インタフェース１９０ａ
には、ＶｏＩＰメディアを伝送するためのパケット交換インタフェース、伝送するための
回線交換音声用の回線交換インタフェース、またはエア・インターフェースを介して媒体
を伝送するための無線インタフェースのうちの１つまたは複数が含まれ得る。ＧＵＩ１６
０は、ディスプレイ１７０および入力装置１８０を含む。例として、それらに限定されな
いが、入力装置１８０には、マウス、キーボード、キーパッド、ライトペン、スタイラス
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、タッチ・スクリーン、または他のタイプのユーザ入力装置のうちの１つまたは複数が含
まれ得る。
【００４５】
　メモリ１２０ｂはＧＴＡ３０を保持し、プロセッサ１１０ｂはメモリ１２０ｂに結合し
て、ＧＴＡ３０の命令を実行する。例えば、地理空間電話通信システムが静的である実施
形態では、プロセッサ１１０ｂは、ＧＴＡ３０の命令を実行して、入力装置１８０を介し
て受信したユーザからの地図の要求を処理し、ネットワーク・インタフェース１９０ａを
介してネットワーク・ノードから地図を要求／受信し、ディスプレイ１７０を介して地図
をユーザに表示し、入力装置１８０を介してユーザから地図上の場所を受信し、ネットワ
ーク・インタフェース１９０ａを介してその場所用の登録電話番号を取り出し、かつ／ま
たは、ネットワーク・インタフェース１９０ａを介してコマンドを会議サーバに生成して
、その登録電話番号を有する通信装置および別の相手（例えば、通信装置１００ｂ）との
電話会議を開始することができる。
【００４６】
　例示的な動作では、ＧＴＡ３０は、ユーザがそこから１つまたは複数の場所を選択する
ことができる地図を通信装置１００ｂのユーザに表示するか、または、ＧＵＩ１６０を介
してユーザが１つまたは複数の場所（例えば、緯度および経度座標、街路アドレス、交差
道路、指定領域など）を入力するためのプロンプト（例えば、音声および／またはデータ
の入力プロンプト）を提供することができる。ユーザが入力した１つまたは複数の場所に
応答して、ＧＴＡ３０は、場所および関連する登録電話番号のリストを格納する内部メモ
リ１２０ｂまたはリモート・データベースのどちらかにアクセスして、入力した場所用の
登録電話番号を取り出すことができる。登録電話番号の受信に応答して、ＧＴＡ３０は会
議サーバにコマンドを生成して、通信装置１００ｂと取り出した登録電話番号を有する他
の通信装置との間の電話会議を開始することができる。
【００４７】
　別の例として、地理空間電話通信システムが動的である実施形態では、プロセッサ１１
０ｂはＧＴＡ３０の命令を実行して、通信装置１００ｂの現在の場所を確定し、ネットワ
ーク・インタフェース１９０ａを介してネットワーク・ノードに通信装置１００ｂの現在
の場所を伝送し、会議ポリシーにアクセスして通信装置１１０ｂの場所の結果として電話
会議を確立すべきかどうかを判定し、かつ／または、会議サーバにコマンドを生成してそ
のような電話会議を開始することができる。
【００４８】
　例示的な動作では、通信装置１００ｂは、例えばＧＰＳ受信装置（図示せず）、または
、携帯電話ネットワーク・タワーの場所に基づいた三角測量などの他の位置決め技法を使
用して、その場所（すなわち、緯度および経度座標）を確定する働きをする携帯電話であ
る。携帯電話の場所は、定期的に、または、ユーザもしくはネットワークの要求で確定す
ることができる。その場所を確定すると、プロセッサ１１０ｂは、ＧＴＡ３０の命令を実
行して、携帯電話１００ｂ内またはネットワーク内（例えば、会議サーバ、スイッチ、ウ
ェブ・サーバ、外部データベースまたは他のネットワーク・ノード内）に格納された会議
ポリシーにアクセスし、携帯電話の場所が電話会議を確立すべきと示すかどうかを判定す
る。会議ポリシーが電話会議を確立すべきと示す場合、プロセッサ１１０ｂは、ネットワ
ーク・インタフェース１９０ａを介して会議サーバにコマンドを生成して、通信装置間の
電話会議を開始する。例えば、プロセッサ１１０ｂは、その電話番号、および、電話会議
に加わるべき他の通信装置の電話番号を会議サーバに提供することができる。
【００４９】
　図４において、ＧＴＡ３０は、ウェブ・サーバ・ベースのアーキテクチャ１００ｃ内に
実装される。ウェブ・サーバ・アーキテクチャ１００ｃは、プロセッサ１１０ｃ、メモリ
１２０ｃおよびネットワーク・インタフェース１９０ｂを含む。図１に示したように、ネ
ットワーク・インタフェース１９０ｂは、通信ネットワークに結合して、ウェブ・サーバ
１００ｃがネットワーク・ノードおよび通信装置と通信することを可能にする。例えば、
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ネットワーク・インタフェース１９０ｂは、ユーザ通信装置および他のネットワーク・ノ
ードの送受信媒体（例えば、回線交換音声、ＶｏＩＰメディア・ストリームおよび／また
はデータ）に接続することができる。したがって、ネットワーク・インタフェース１９０
ｂには、ＶｏＩＰメディアを伝送するためのパケット交換Ｉ／Ｆ、または伝送するための
回線交換音声用の回線交換Ｉ／Ｆのうちの１つまたは複数が含まれ得る。
【００５０】
　メモリ１２０ｃは、ウェブ・サーバ１００ｃによってホスティングされるウェブ・サイ
ト１９５、およびＧＴＡ３０を保持する。プロセッサ１１０ｃはメモリ１２０ｃに結合し
て、ＧＴＡ３０の命令を実行する。例えば、地理空間電話通信システムが静的である実施
形態では、プロセッサ１１０ｃはＧＴＡ３０の命令を実行して、ネットワーク・インタフ
ェース１９０ｂを介して受信した通信装置または他のネットワーク・ノードからの地図の
要求を処理し、ネットワーク・インタフェース１９０ｂを介して通信装置または他のネッ
トワーク・ノードに地図を伝送し、ネットワーク・インタフェース１９０ｂを介して通信
装置または他のネットワーク・ノードから場所を受信し、ネットワーク・インタフェース
１９０ｂを介してその場所用の登録電話番号を取り出し、かつ／または、ネットワーク・
インタフェース１９０ｂを介して会議サーバにコマンドを生成して、その登録電話番号を
有する通信装置および別の相手との電話会議を開始することができる。
【００５１】
　例示的な動作では、ウェブ・サーバ１００ｃは、ＧＴＡ３０に関連付けられたウェブ・
サイト１９５をホスティングして、ＧＴＡ３０によって提供されるサービスにユーザがア
クセスすることを可能にする。例えば、ウェブ・サーバ１００ｃは、ウェブ・サイト１９
５の１つまたは複数のウェブ・ページをユーザにプッシュして、ユーザが特定の領域の地
図を要求することを可能にすることができる。受信した要求に応答して、ウェブ・サイト
１９５およびＧＴＡ３０は、ネットワーク・インタフェース１９０ｂを介して特定の地図
をユーザにプッシュすることができる。その後、ユーザは地図上の１つまたは複数の場所
を選択し、その場所をウェブ・サーバ１００ｃに伝送することができる。要求した場所の
受信に応答して、ＧＴＡ３０は、ウェブ・サーバ１００ｃの内部に格納された、またはウ
ェブ・サーバ１００ｃからリモートに位置したデータベースにアクセスして、所望の場所
用の登録電話番号を取り出すことができる。登録電話番号を受信すると、プロセッサ１１
０ｃはＧＴＡ３０の命令を実行して、会議サーバにコマンドを生成して電話会議を開始す
ることができる。例えば、プロセッサ１１０ｃは、取り出した登録電話番号およびユーザ
の電話番号を会議サーバに提供することができる。
【００５２】
　別の例として、地理空間電話通信システムが動的である実施形態では、プロセッサ１１
０ｃはＧＴＡ３０の命令を実行して、通信装置の現在の場所を受信し、会議ポリシーにア
クセスして通信装置の場所の結果として電話会議を確立すべきかどうかを判定し、かつ／
または、会議サーバにコマンドを生成してそのような電話会議を開始することができる。
【００５３】
　例示的な動作では、ウェブ・サーバ１００ｃは、ＧＴＡ３０に関連付けられたウェブ・
サイト１９５をホスティングして、モバイル通信装置がＧＴＡ３０によって提供されるサ
ービスにアクセスすることを可能にする。例えば、ウェブ・サーバ１００ｃは、ウェブ・
サイト１９５の１つまたは複数のウェブ・ページをモバイル通信装置にプッシュして、モ
バイル通信装置がその場所をウェブ・サーバ１００ｃに伝送することを可能にすることが
できる。場所の受信に応答して、プロセッサ１１０ｃはＧＴＡ３０の命令を実行して、ウ
ェブ・サーバ１００ｃの内部またはウェブ・サーバ１００ｃの外部に格納された会議ポリ
シーにアクセスし、携帯電話の場所が電話会議を確立すべきと示すかどうかを判定するこ
とができる。会議ポリシーが電話会議を確立すべきと示す場合、プロセッサ１１０ｃは、
会議サーバにコマンドを生成して電話会議を開始する。例えば、プロセッサ１１０ｃは、
モバイル通信装置の電話番号、および、電話会議に加わるべき他の通信装置の電話番号を
会議サーバに提供することができる。
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【００５４】
　図５において、ＧＴＡ３０は、図１に示した会議サーバ４０などの会議サーバ１００ｄ
内に実装される。会議サーバ１００ｄは、プロセッサ１１０ｄ、メモリ１２０ｄおよびネ
ットワーク・インタフェース１９０ｃを含む。図１に示したように、ネットワーク・イン
タフェース１９０ｃは通信ネットワークに結合し、会議サーバ１００ｄがネットワーク・
ノードおよび通信装置と通信することを可能にする。例えば、ネットワーク・インタフェ
ース１９０ｃは、ユーザ通信装置および他のネットワーク・ノードの送受信媒体（例えば
、回線交換音声、ＶｏＩＰメディア・ストリームおよび／またはデータ）と接続すること
ができる。したがって、ネットワーク・インタフェース１９０ｃには、ＶｏＩＰメディア
を伝送するためのパケット交換インタフェース、または伝送するための回線交換音声用の
回線交換インタフェースのうちの１つまたは複数が含まれ得る。
【００５５】
　メモリ１２０ｄは、会議アプリケーション２１０およびＧＴＡ３０を保持する。加えて
、メモリ１２０ｄは、１つまたは複数の会議室５０をさらに含むことができ、各会議室５
０は異なる電話会議に関連付けられる。プロセッサ１１０ｄは、メモリ１２０ｄに結合し
て、会議アプリケーション２１０およびＧＴＡ３０の命令を実行する。例えば、地理空間
電話通信システムが静的である実施形態では、プロセッサ１１０ｄはＧＴＡ３０の命令を
実行して、ネットワーク・インタフェース１９０ｃを介して受信した通信装置または他の
ネットワーク・ノードからの地図の要求を処理し、ネットワーク・インタフェース１９０
ｃを介して通信装置または他のネットワーク・ノードに地図を伝送し、ネットワーク・イ
ンタフェース１９０ｃを介して通信装置または他のネットワーク・ノードから場所を受信
し、ネットワーク・インタフェース１９０ｃを介してその場所用の登録電話番号を取り出
し、かつ／または、ネットワーク・インタフェース１９０ｃを介してその登録電話番号を
有する通信装置および別の相手との電話会議を開始することができる。
【００５６】
　例示的な動作では、会議サーバ１００ｄは通信装置から電話の着信を受け、アプリケー
ション・プログラム・インタフェース（ＡＰＩ）を通信装置に提供して、通信装置がＧＴ
Ａ３０によって提供されるサービスにアクセスすることを可能にすることができる。例え
ば、プロセッサ１１０ｄはＧＴＡ３０の命令を実行して、通信装置から特定の区域の地図
の要求を受信し、受信した要求に応答して、ネットワーク・インタフェース１９０ｃを介
して特定の地図を通信装置にプッシュする。その後、通信装置は、地図上の１つまたは複
数の選択した場所を会議サーバ１００ｄに伝送することができる。要求した場所の受信に
応答して、プロセッサ１１０ｄはＧＴＡ３０の命令を実行して、会議サーバ１００ｄの内
部に格納された、または会議サーバ１００ｄからリモートに位置するデータベースにアク
セスして、所望の場所用の登録電話番号を取り出すことができる。登録電話番号を受信す
ると、プロセッサ１１０ｄはＧＴＡ３０の命令を実行して、会議アプリケーション２１０
を起動し、電話会議用の会議室５０を設けることができる。例えば、プロセッサ１１０ｄ
は、取り出した登録電話番号および通信装置の電話番号を会議アプリケーション２１０に
提供し、１つ又は複数のコマンド／命令を会議アプリケーション２１０に発行して、提供
された電話番号にダイヤルアウトすることができる。
【００５７】
　別の例として、地理空間電話通信システムが動的である実施形態では、プロセッサ１１
０ｄはＧＴＡ３０の命令を実行して、通信装置の現在の場所を受信し、会議ポリシーにア
クセスして通信装置の場所の結果として電話会議を確立すべきかどうかを判定し、かつ／
または、会議アプリケーション２１０にコマンドを生成して、そのような電話会議を開始
することができる。
【００５８】
　例示的な動作では、会議サーバ１００ｄは、アプリケーション・プログラム・インタフ
ェース（ＡＰＩ）を提供して、モバイル通信装置がＧＴＡ３０によって提供されるサービ
スにアクセスすることを可能にすることができる。例えば、プロセッサ１１０ｄは、モバ
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イル通信装置がその場所を会議サーバ１００ｄに伝送することを可能にすることができる
。場所の受信に応答して、プロセッサ１１０ｄはＧＴＡ３０の命令を実行して、会議サー
バ１００ｄの内部または会議サーバ１００ｄの外部に格納された会議ポリシーにアクセス
し、携帯電話の場所が電話会議を確立すべきと示すかどうかを判定することができる。会
議ポリシーが電話会議を確立すべきと示す場合、プロセッサ１１０ｄは、会議アプリケー
ション２１０にコマンドを生成して電話会議を開始することができる。例えば、プロセッ
サ１１０ｄは、モバイル通信装置の電話番号、および電話会議に加わるべき他の通信装置
の電話番号を会議アプリケーション２１０に提供することができる。
【００５９】
　ＧＴＡ３０が会議サーバ１００ｄ内に含まれるかどうか、または、地理空間電話通信シ
ステムが動的か静的かにかかわらず、２人以上の会議参加者を参加させる電話会議を開始
するコマンドを受信すると、会議アプリケーション２１０は電話会議用の会議室５０を設
け、会議参加者にダイヤルアウトする。一実施形態では、会議アプリケーション２１０は
、会議アプリケーション２１０に提供されたすべての電話番号にダイヤルアウトすること
ができる。別の実施形態では、会議アプリケーション２１０は、電話会議を開始した通信
装置を会議室５０に接続し、次いで、他の会議参加者にダイヤルアウトすることができる
。この実施形態では、電話会議を要求した通信装置は、その場所をＧＴＡ３０に提供した
モバイル通信装置、モバイル通信装置の場所を監視する通信装置、または、場所ダイヤル
電話会議を開始した通信装置であり得る。
【００６０】
　会議アプリケーション２１０は、各会議参加者に順次ダイヤルするか、または同時に複
数の電話をかけることができる。すなわち、各参加者に電話し、その参加者が応答して電
話会議に参加するのを待ってから次の会議参加者にダイヤルする代わりに、会議アプリケ
ーション２１０は同時にすべての参加者に電話をかけることができ、各参加者が電話に応
答すると彼／彼女は電話会議用の会議室５０に参加する。会議アプリケーション２１０は
、自動的に各会議参加者を電話会議に参加させるか、または、会議参加者からの受諾を待
ってから電話会議に参加させることができる。
【００６１】
　例えば、会議サーバ１００によってダイヤルアウトされた会議参加者は、最初に「あな
たは参加者Ｘとの電話会議に招待されました。参加するには１を、辞退するには２を押し
てください。」などの双方向音声応答（ＩＶＲ）プロンプトを受信することがある。ここ
で、参加者Ｘは、場所ベースの電話会議を開始したユーザの識別子、または、電話会議に
関連付けられたオペレータもしくはグループの識別子である。ＩＶＲメッセージを受信し
た後、１を押下した各参加者は会議室５０に参加する。各ダイヤルアウトされたレグに関
連するすべての音声は、好ましくは、電話をかけられた参加者が１を押すことによって受
諾するまで消音される。したがって、すでに電話会議に参加した他の参加者は、会議室５
０の中で、応答する機械プロンプト、連続する呼出音、ビジー信号などの気を散らす余計
な音を聞くことはない。
【００６２】
　電話会議中に会議室５０は、会議参加者から受信する入力音声（またはボイス・オーバ
・インターネット・プロトコル（ＶｏＩＰ）メディア・ストリーム）を混合させ、混合メ
ディア・ストリームを会議参加者に送り戻し、インスタント・メッセージ、プレゼンテー
ション共有、デスクトップ共有およびビデオなどの、さまざまなデータ会議サービスを電
話会議中に会議参加者に提供する働きをする。また、会議室５０は、事前に決められた開
放時間、イベントの発生、または別の参加者の行動などに基づいて、１人または複数人の
参加者を消音または消音解除すること、ならびに１人または複数人の参加者を追加および
／または削除することなどの、電話会議の会議レグを管理するためのさまざまなポリシー
を実装することができる。
【００６３】
　図６は、本発明の実施形態による、静的な地理空間電話通信システム１０ａの例示的な
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動作を示す。図６において、ステップ３００で、通信装置２０ａは場所を選択し、ＧＴＡ
３０に伝送する。ステップ３１０および３２０で、ＧＴＡ３０はデータベース７０にアク
セスして、場所８２に関連付けられた登録電話番号（ＴＯＲ）８４を取り出す。図６にお
いて見ることができるように、データベース７０は場所８２、およびそれらの場所８２に
関連付けられたＴＯＲ８４（すなわち、特定の場所８２に存在する通信装置のＴＯＲ８４
）のリスト８０を保持する。場所８２は、特定の地理的な場所（すなわち、緯度および経
度座標）、住所、交差道路、区域などであり得る。
【００６４】
　通信装置２０ａによって入力された場所８２のＴＯＲ８４を受信すると、ステップ３３
０で、ＧＴＡ３０は、ＡＰＩコマンドを会議サーバ４０に発行して、通信装置２０ａと取
り出したＴＯＲ８４を有する通信装置（例えば、通信装置２０ｂ）との間の電話会議を開
始する。電話会議用の会議室５０を設けると、ステップ３４０で、会議サーバ４０は通信
装置２０ａにダイヤルアウトして、通信ネットワーク６０を介して通信装置２０ａを会議
室５０に接続する。加えて、ステップ３５０で、会議サーバ４０は通信装置２０ｂにダイ
ヤルアウトして、通信ネットワーク６０を介して通信装置２０ｂを会議室５０に接続する
。その後、ステップ３６０で、会議室５０および通信ネットワーク６０を介して、通信装
置２０ａと通信装置２０ｂの間で媒体が交換される。
【００６５】
　図７は、本発明の実施形態による、静的な地理空間電話通信システム内の例示的な通信
装置３０を示す。通信装置３０は、ディスプレイ１７０およびキーパッド入力装置１８０
を含む。ディスプレイ１７０およびキーパッド１８０は、通信装置３０のユーザがディス
プレイ上で地図４００を閲覧し、地図４００上で「場所ダイヤル」電話会議用の１つまた
は複数の場所４１０を選択することを可能にする、グラフィカル・ユーザ・インタフェー
スを形成する。例えば、ユーザは、キーパッド１８０上の矢印／トグルキーまたは他のキ
ーを操作して、ユーザが電話会議を開始したい相手の、そこに位置する通信装置を有する
場所として、地図４００上の「場所Ｘ」４１０を選択することができる。
【００６６】
　図８Ａ～８Ｅは、本発明の実施形態による、静的な地理空間電話通信システムのさまざ
まな例示的な通話シナリオ１０ａを示す。図８Ａを参照すると、ステップ４５０で、ユー
ザが操作する通信装置２０ａは複数の場所を選択し、これらの場所をＧＴＡ３０に提供す
ることができる。本明細書に記載したように、ＧＴＡ３０は、通信装置２０ａ内、または
スイッチ、ウェブ・サーバ、会議サーバもしくは他のネットワーク・ノードなどのネット
ワーク・ノード内に常駐することができるか、あるいは複数のノード間に分散することが
できる。
【００６７】
　複数の場所を受信すると、ステップ４５１および４５２で、ＧＴＡ３０は、例えば各場
所の緯度／経度を使ってデータベース７０にアクセスして、それらの場所用の登録電話番
号（ＴＯＲ）を取り出す。その後、ステップ４５３において、ＧＴＡ３０は会議サーバ４
０にコマンドを生成してＴＯＲに電話をかけ、通信装置２０ａと、取り出したＴＯＲを有
する通信装置２０ｂ、２０ｃ．．．２０Ｎとの間の電話会議用の会議室５０を設ける。会
議室５０を設けた後、ステップ４５４で、会議サーバ４０は、通信装置２０ａから会議室
５０への既存の接続をルーティングすること、または通信装置２０ａにダイヤルアウトす
ることのどちらかにより、発議者の通信装置２０ａを会議室５０に接続する。ステップ４
５５で、会議サーバ４０は、他の通信装置２０ｂ、２０ｃ．．．２０Ｎにダイヤルアウト
して、通信装置２０ａと通信装置２０ｂ、２０ｃ．．．２０Ｎとを会議室５０を介して電
話会議の中で互いにつなげる。その後、ステップ４５６で、通信装置２０ａと通信装置２
０ｂ、２０ｃ．．．２０Ｎとの間で会議室５０を介して媒体が交換される。
【００６８】
　ここで図８Ｂを参照すると、また、システム・オペレータは多者間電話会議に任意で参
加することができる。オペレータは、参加者に挨拶し、なぜ彼らに電話をかけたかを説明
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することができる。また、オペレータは、参加者に特別な指示を述べたり、質問に答えた
り、かつ／または、そうでなければ、その参加者が地理空間の場所に基づいて選択された
多者間電話会議の司会をつとめることができる。例えば、図８Ｂに示したように、ステッ
プ４６０で、通信装置２０ａを操作するユーザは、複数の場所を選択し、これらの場所を
ＧＴＡ３０に提供することができる。加えて、通信装置２０ａは、また、電話会議に加わ
るべきシステム・オペレータの場所および／またはＴＯＲを提供することができる。複数
の場所を受信すると、ステップ４６１および４６２で、ＧＴＡ３０は、各場所を使ってデ
ータベース７０にアクセスして、その場所用のＴＯＲを取り出す。
【００６９】
　その後、ステップ４６３において、ＧＴＡ３０は会議サーバ４０にコマンドを生成して
、会議参加者およびシステム・オペレータ用のＴＯＲに電話をかけ、通信装置２０ａとＴ
ＯＲを有する通信装置２０ｂ、２０ｃ．．．２０Ｎおよび２０Ｎ＋１との間の電話会議用
の会議室５０を設ける。会議室５０を設けた後、ステップ４６４で、会議サーバ４０は、
システム・オペレータに関連付けられた通信装置２０Ｎ＋１にダイヤルアウトして、シス
テム・オペレータを会議室５０に接続する。ステップ４６５で、また、会議サーバ４０は
、他の会議参加者の通信装置２０ｂ、２０ｃ．．．２０Ｎにダイヤルアウトして、システ
ム・オペレータの通信装置２０Ｎ＋１と他の会議参加者の通信装置２０ｂ、２０ｃ．．．
２０Ｎとを会議室５０を介して電話会議の中で互いにつなげる。その後、ステップ４６６
で、システム・オペレータの通信装置２０Ｎ＋１と他の会議参加者の通信装置２０ｂ、２
０ｃ．．．２０Ｎとの間で会議室５０を介して媒体が交換される。
【００７０】
　ここで図８Ｃを参照すると、レコーダ９０内に格納された録音メッセージは、各参加者
に再生されて通話の本質に関する情報を伝えることができる。メッセージを聞いた後、各
受信者は、例えば特定のＤＴＭＦキーを押下することにより、会議への参加を選択するこ
とができる。図８Ｃは、２人の参加者（参加者１および参加者２）が最初に録音メッセー
ジを聞いて会議への参加を選択したが、Ｎ番目の参加者が録音メッセージを聞いていて会
議への参加をまだ選択していないケースを描写する。
【００７１】
　具体的には、ステップ４７０で、通信装置２０ａを操作するユーザは複数の場所を選択
し、これらの場所をＧＴＡ３０に提供する。複数の場所を受信すると、ステップ４７１お
よび４７２で、ＧＴＡ３０はデータベース７０にアクセスして、それらの場所用のＴＯＲ
を取り出す。その後、ステップ４７３で、ＧＴＡ３０は会議サーバ４０にコマンドを生成
して、会議参加者用のＴＯＲに電話をかけ、通信装置２０ａとＴＯＲを有する通信装置２
０ｂ、２０ｃ．．．２０Ｎとの間の電話会議用の会議室（会議室Ｘ）５０ａを設ける。
【００７２】
　会議室５０ａを設けた後、ステップ４７４で、会議サーバ４０は、通信装置２０ａから
会議室５０ａへの既存の接続をルーティングすること、または通信装置２０ａにダイヤル
アウトすることのどちらかにより、発議者の通信装置２０ａを会議室５０ａに接続する。
ステップ４７５で、会議サーバ４０は、参加者１および２にダイヤルアウトし、録音メッ
セージを再生した後、通信装置２０ｂおよび２０ｃを会議室５０ａに接続する。その後、
ステップ４７６で、通信装置２０ａと通信装置２０ｂおよび２０ｃとの間で会議室５０ａ
を介して媒体が交換される。ステップ４７７および４７８で、会議サーバ４０は参加者Ｎ
にダイヤルアウトし、参加者Ｎを一時的な会議室５０ｂに接続してレコーダ９０から参加
者Ｎへの録音メッセージを再生する。参加者Ｎが電話会議への参加を選択すると、会議サ
ーバ４０は、その後通信装置２０Ｎを会議室５０ａに接続する。
【００７３】
　ここで図８Ｄを参照すると、別の実施形態では、地図上で複数の別個の場所を選択する
代わりに、地理空間領域全体を選択することができ、この領域内のＴＯＲは電話をかけら
れ、任意で一緒に会議に参加させられる。この選択は、例えばＰＣのマウスを使用して地
図上の領域を囲むことによって実行することができる。加えて、領域内のある特定のＴＯ
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Ｒだけが選択されるように、データベースの照会にフィルタをかけることができる。例え
ば、フィルタが「学校」である場合、囲まれた、または選択された領域の中のすべての学
校用のＴＯＲは電話をかけられ、任意に一緒に会議に参加させられる。同様に、フィルタ
が「市役所」または「警察署」である場合、指定された領域内のそれら複数の市役所また
は警察署だけが電話をかけられ、一緒に会議に参加させられることになる。
【００７４】
　具体的には、ステップ４８０で、通信装置２０ａを操作するユーザは、地理空間領域を
選択し、この領域およびオプションのフィルタをＧＴＡ３０に提供する。領域およびフィ
ルタを受信すると、ステップ４８１～４８３で、ＧＴＡ３０はデータベース７０にアクセ
スして、フィルタ指定に適合する領域用のＴＯＲを取り出す。その後、ステップ４８４で
、ＧＴＡ３０は会議サーバ４０にコマンドを生成して、会議参加者用のＴＯＲに電話をか
け、通信装置２０ａとＴＯＲを有する通信装置２０ｂ、２０ｃ．．．２０Ｎとの間の電話
会議用の会議室５０を設ける。
【００７５】
　会議室５０を設けた後、ステップ４８５で、会議サーバ４０は、通信装置２０ａから会
議室５０への既存の接続をルーティングすること、または通信装置２０ａにダイヤルアウ
トすることのどちらかにより、発議者の通信装置２０ａを会議室５０に接続する。ステッ
プ４８６で、会議サーバ４０は他の会議参加者にダイヤルアウトして、通信装置２０ｂ、
２０ｃ．．．２０Ｎを会議室５０に接続する。その後、ステップ４８７で、通信装置２０
ａと通信装置２０ｂ、２０ｃ．．．２０Ｎとの間で会議室５０を介して媒体が交換される
。
【００７６】
　ここで図８Ｅを参照すると、静的な地理空間電話通信システム（ＳＧＴＳ）１０ａは、
地理空間キャンペーンを行うか、または地理空間メッセージを告知するために使用するこ
とができる。この実施形態では、ＳＧＴＳは各参加者に発信呼をセットアップし、録音メ
ッセージを再生することができる。参加者が選択した後、会議サーバ４０は、コールセン
タ９５に別のレグをセットアップし、次いで、このレグは次に電話に出られる電話応対係
９８にルーティングされる。
【００７７】
　例えば、ＳＧＴＳ１０ａは、選択された領域の中のすべてのＴＯＲにメッセージを発行
することができる。各参加者は、電話がかけられ、メッセージを聞き、任意でコールセン
タ９５に接続することを選択して、質問を尋ね、次に電話に出られるコールセンタ電話応
対係９８と対話することができ、電話応対係９８は電話の詳細に精通し、質問および関心
に対処することができる。他の使用状況例には、政治運動、緊急一般警報システム、およ
び他の地域告知（すなわち、ホーム・オーナーズ・アソシエーション、ネイバーフッド・
ウオッチ、スクール・メッセージなど）が含まれる。
【００７８】
　具体的には、ステップ４９０で、通信装置２０ａを操作するユーザは、告知を行う地理
空間領域を選択し、この領域およびオプションのフィルタをＧＴＡ３０に提供する。領域
およびフィルタを受信すると、ステップ４９１～４９３で、ＧＴＡ３０はデータベース７
０にアクセスして、フィルタ指定に適合する領域用のＴＯＲを取り出す。その後、ステッ
プ４９４で、ＧＴＡ３０は会議サーバ４０にコマンドを生成して、会議参加者用のＴＯＲ
に電話をかけ、各ＴＯＲ用に別々の会議室５０を設けて、ＴＯＲの１つを有する各会議参
加者とレコーダ９０の間の、別々の電話会議を確立することを可能にする。
【００７９】
　例えば、図８Ｅに示したように、会議サーバ４０は特定の参加者用の会議室５０を設け
、会議室５０を設けた後、ステップ４９５で、会議サーバ４０は、その参加者に関連付け
られた通信装置２０ｂにダイヤルアウトして、通信装置２０ｂを会議室５０に接続する。
その後、ステップ４９６で、レコーダ９０は録音メッセージを通信装置２０ｂに再生する
。メッセージを聞いた後、通信装置２０ｂに関連付けられた参加者がメッセージに関して
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電話応対係と話すことを望む場合、その参加者はコールセンタ電話応対係９８との電話会
議への参加を選択することができる。次いで、ステップ４９７で、会議サーバ４０はコー
ルセンタ９５にダイヤルアウトして、コールセンタ電話応対係９８の１人に関連付けられ
た通信装置２０ｃを会議室５０に接続することができる。その後、ステップ４９８で、通
信装置２０ｂと通信装置２０ｃの間で会議室５０を介して媒体が交換される。
【００８０】
　図９は、本発明の実施形態による、動的な地理空間電話通信システム１０ｂの例示的な
動作を示す。動的な地理空間電話通信システム１０ｂは、通信装置２０ａを含み、その場
所が電話会議を開始すべきか否かを示す。図９において、通信装置２０ａは携帯電話など
のモバイル通信装置であり、通信装置２０ａの場所（緯度および経度）を確定するＧＰＳ
装置５６０をその中に有する。他の実施形態では、通信装置２０ａの場所は、さまざまな
内部位置決め技法を使用して、またはネットワークによって確定することができる。
【００８１】
　ステップ５００で、通信装置２０ａはその場所をＧＴＡ３０に伝送する。他の実施形態
では、通信装置２０ａの場所は、ネットワークによりＧＴＡに送信することができる。場
所を受信すると、ステップ５１０で、ＧＴＡ３０は、通信装置２０ａに関連付けられた会
議ポリシー３５を調査して、通信装置２０ａの場所に基づいて電話会議を開始すべきかど
うかを判定する。会議ポリシー３５は、あらかじめ規定するか、または会議参加者の１人
から受信することができ、通信装置２０ａの場所に基づいて電話会議に含まれる１人また
は複数人の会議参加者を識別する。例えば、会議ポリシー３５は、いつ通信装置２０ａが
特定の場所に到着し、通信装置２０ａと別の通信装置２０ｂとの間で電話会議を確立すべ
きかを示すことができる。会議ポリシー３５は、特定の通信装置（すなわち、通信装置２
０ａ）に関連付けることができるか、または特定の場所および／もしくは地理的領域／区
域に関連付けることができる。
【００８２】
　会議ポリシー３５が、通信装置２０ａの場所に基づいて通信装置２０ａと通信装置２０
ｂの間の電話会議を確立すべきと示す場合、ステップ５２０で、ＧＴＡ３０はＡＰＩコマ
ンドを会議サーバ４０に発行して、通信装置２０ａと通信装置２０ｂの間の電話会議を開
始する。電話会議用の会議室５０を設けると、ステップ５３０で、会議サーバ４０は通信
装置２０ａにダイヤルアウトして、通信ネットワーク６０を介して通信装置２０ａを会議
室５０に接続する。加えて、ステップ５４０で、会議サーバ４０は通信装置２０ｂにダイ
ヤルアウトして、通信ネットワーク６０を介して通信装置２０ｂを会議室５０に接続する
。その後、ステップ５５０で、会議室５０および通信ネットワーク６０を介して、通信装
置２０ａと通信装置２０ｂの間で媒体が交換される。
【００８３】
　図１０Ａ～１０Ｄは、本発明の実施形態による、動的な地理空間電話通信システム１０
ｂのさまざまな例示的な通話シナリオを示す。ここで図１０Ａを参照すると、モバイル電
話２０ａが最初にある特定の地理空間領域または場所に入ると、動的な地理空間電話通信
システム（ＤＧＴＳ）１０ｂは、モバイル電話２０ａをシステム・オペレータとの二者間
通話に入らせることができる。１つの使用状況例はデリバリ・サービスの状況であり、そ
こで、オペレータは、配達員が配達場所Ｎの近くに位置するとすぐに、配達場所Ｎ＋１が
どこかをその配達員に告げることができる。別の使用状況例は緊急事態のシナリオで、そ
こでは、救急車、消防車または他の緊急車両の中にあるモバイル電話が最初に緊急事態の
現場に近い地理的な領域に入って指揮本部長と話をすると、会議を確立することができる
。他の使用例には、作業車、タクシー、追跡および／または監視サービス、ならびに他の
同様なサービスが含まれる。
【００８４】
　具体的には、ステップ６００で、モバイル電話２０ａはそのＧＰＳの動的な場所情報を
ＧＴＡ３０に伝送する。ＧＴＡ３０は、モバイル電話２０ａ用の会議ポリシー３５にアク
セスし、モバイル電話２０ａの場所に基づいて、モバイル電話２０ａとシステム・オペレ
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ータに関連付けられた通信装置２０ｂとの間で電話会議を確立すべきと判定する。その後
、ステップ６０１で、ＧＴＡ３０は会議サーバ４０にコマンドを生成して、モバイル電話
２０ａと通信装置２０ｂの間の電話会議用の会議室５０を設ける。
【００８５】
　会議室５０を設けた後、ステップ６０２で、会議サーバ４０は通信装置２０ｂにダイヤ
ルアウトして、通信装置２０ｂを会議室５０に接続する。その後、ステップ６０３で、会
議サーバ４０は、モバイル電話２０ａから会議室５０への既存の接続をルーティングする
こと、またはモバイル電話２０ａにダイヤルアウトすることのどちらかにより、モバイル
電話２０ａを会議室５０に接続する。ステップ６０４で、モバイル電話２０ａと通信装置
２０ｂの間で会議室５０を介して媒体が交換される。
【００８６】
　ここで図１０Ｂを参照すると、例示的な実施形態では、モバイル電話２０ａがある特定
の地理的区域に入ると、モバイル電話２０ａおよび別の通信装置２０ｂは、二者間音声会
議の中で一緒になることができる。例えば、デリバリ・サービスまたはホーム・サービス
の状況では、配達員またはサービス員が配達場所Ｎの近くの地理空間領域に入る（または
そこから出る）と、モバイル電話２０ａは、配達場所Ｎ＋１に関連付けられたリストの電
話番号を有する顧客との二者間通話に、自動的に入ることができる。通話中、配達員また
はサービス員は、顧客に彼／彼女の家またはオフィスが次の配達場所であることを告げ、
配達の予想到着時刻を伝えることができる。
【００８７】
　具体的には、ステップ６１０で、モバイル電話２０ａはそのＧＰＳの動的な場所情報を
ＧＴＡ３０に伝送する。ＧＴＡ３０は、モバイル電話２０ａ用の会議ポリシー３５にアク
セスし、モバイル電話２０ａの場所に基づいて、モバイル電話２０ａと特定のユーザ／顧
客に関連付けられた通信装置２０ｂとの間で電話会議を確立すべきと判定する。その後、
ステップ６１１において、ＧＴＡ３０は会議サーバ４０にコマンドを生成して、モバイル
電話２０ａと通信装置２０ｂの間の電話会議用の会議室５０を設ける。
【００８８】
　会議室５０を設けた後、ステップ６１２で、会議サーバ４０は、通信装置２０ａから会
議室５０への既存の接続をルーティングすること、または通信装置２０ａにダイヤルアウ
トすることのどちらかにより、モバイル電話２０ａを会議室５０に接続する。その後、ス
テップ６１３で、会議サーバ４０は通信装置２０ｂにダイヤルアウトして、通信装置２０
ｂを会議室５０に接続する。ステップ６１４で、モバイル電話２０ａと通信装置２０ｂの
間で会議室５０を介して媒体が交換される。
【００８９】
　ここで図１０Ｃを参照すると、また、ＤＧＴＳ１０ｂは、複数の電話をそれらの場所に
よって決まる音声会議に一緒に参加させることができる。例えば、各モバイル電話は、緊
急事態の現場などの場所の近くに着くと、自動的に会議に参加することができる。一実施
形態では、モバイル電話は、特定の地理空間領域に入るにつれて１つずつ参加する。別の
実施形態では、ＤＧＴＳ１０ｂは、ある一定の数の、またはすべてのモバイル電話が地理
空間領域に入るまで待ってから、それらを一緒に会議に参加させる。オペレータは任意で
会議に入って、通話を調整し、指示を発行することなどができる。
【００９０】
　具体的には、ステップ６２０および６２１で、モバイル電話２０ａおよび２０ｃは、そ
れらのＧＰＳの動的な場所情報をＧＴＡ３０に送信する。ＧＴＡ３０は、モバイル電話２
０ａおよび２０ｃ用の会議ポリシー３５にアクセスし、モバイル電話２０ａおよび２０ｃ
の場所に基づいて、モバイル電話２０ａ、モバイル電話２０ｃとシステム・オペレータに
関連付けられた通信装置２０ｂとの間で電話会議を確立すべきと判定する。その後、ステ
ップ６２２で、ＧＴＡ３０は会議サーバ４０にコマンドを生成して、モバイル電話２０ａ
、モバイル電話２０ｃと通信装置２０ｂの間の電話会議用の会議室５０を設ける。
【００９１】
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　会議室５０を設けた後、ステップ６２３で、会議サーバ４０は通信装置２０ｂにダイヤ
ルアウトして、通信装置２０ｂを会議室５０に接続する。その後、ステップ６２４および
６２５で、会議サーバ４０は、モバイル電話２０ａおよび２０ｃから会議室５０への既存
の接続をルーティングすること、またはモバイル電話２０ａおよび２０ｃにダイヤルアウ
トすることのどちらかにより、モバイル電話２０ａおよび２０ｃを会議室５０に接続する
が、後者が図示されている。ステップ６２６で、モバイル電話２０ａ、モバイル電話２０
ｃと通信装置２０ｂの間で会議室５０を介して媒体が交換される。
【００９２】
　ここで図１０Ｄを参照すると、また、ＤＧＴＳ１０ｂは、特定の領域内のすべてのモバ
イル電話用の緊急警報システムとして使用することができる。例えば、ハリケーン避難の
シナリオでは、ハイウェイのある特定の区間に沿って位置するすべてのモバイル電話は、
電話をかけられ、ある特定の出口でハイウェイを出るように指示され得る。この用途では
、ＤＧＴＳ１０ｂは、それらの地理空間的場所に基づいて選択された多くのモバイル電話
に電話をかけ、録音メッセージを再生することになる。また、ＤＧＴＳ１０ｂは、各モバ
イル電話ユーザと二者間会話をもち、質問に答え、双方向の指示を加えるなどすることが
できるコールセンタ電話応対係に、各モバイル電話ユーザが接続することを任意で可能に
することができる。
【００９３】
　具体的には、ステップ６３０で、モバイル電話２０ａは、そのＧＰＳの動的な場所情報
をＧＴＡ３０に伝送する。ＧＴＡ３０は、モバイル電話の場所に関連付けられた会議ポリ
シー３５（例えば、会議ポリシー３５は、場所そのものに、またはその場所が見つかる領
域／区域に関連付けることができる）にアクセスし、モバイル電話２０ａの場所に基づい
て、電話会議をモバイル電話２０ａと確立すべきと判定して告知を再生する。その後、ス
テップ６３１で、ＧＴＡ３０は会議サーバ４０にコマンドを生成して、モバイル電話２０
ａとレコーダ９０の間の電話会議用の会議室５０を設ける。録音メッセージを聞くために
複数のモバイル電話が電話会議に入る必要がある場合、各電話会議用に別々の会議室を設
けて、すべてのモバイル電話がそれぞれの会議室に参加してすぐに完全な録音メッセージ
を聞くことを可能にすることができることに留意されたい。
【００９４】
　例えば、図１０Ｄに示したように、会議サーバ４０はモバイル電話２０ａ用の会議室５
０を設け、会議室５０を設けた後、ステップ６３２で、会議サーバ４０はモバイル電話２
０ａにダイヤルアウトして、モバイル電話２０ａを会議室５０に接続する。その後、ステ
ップ６３３で、レコ－ダ９０は録音メッセージを通信装置２０ａに再生する。メッセージ
を聞いた後、モバイル電話２０ａに関連付けられた参加者が、メッセージに関して電話応
対係と話すことを望む場合、その参加者は、コールセンタ電話応対係９８との電話会議へ
の参加を選択することができる。次いで、ステップ６３４で、会議サーバ４０はコールセ
ンタ９５にダイヤルアウトして、コールセンタ電話応対係９８の１人に関連付けられた通
信装置２０ｂを会議室５０に接続することができる。その後、ステップ６３５で、通信装
置２０ｂとモバイル電話２０ａとの間で会議室５０を介して媒体が交換される。
【００９５】
　図１１は、本発明の実施形態による、プレゼンス・システム１５を内蔵する地理空間電
話通信システムを示す。プレゼンス・システム１５は、ＧＴＡ３０がモバイル通信装置２
０の場所を間接的に（例えば、プレゼンス・システム１５を介して）受信することを可能
にする。したがって、モバイル通信装置２０は、その場所をＧＴＡ３０に伝送する別のア
プリケーションを含む必要がない。
【００９６】
　プレゼンス・システム１５は、プレゼンティティに関するプレゼンス情報７１０を保持
する、プレゼンス・サーバ７００を含む。本明細書では、「プレゼンス情報」という用語
はプレゼンティティのリアルタイム状況を表す。例えば、そのようなプレゼンス情報には
、活動中の装置／アプリケーションの可用性、活動状態、場所、現在の状況、および対応
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する基本設定が含まれ得る。加えて、本明細書では、「プレゼンティティ」という用語は
、１つまたは複数の通信装置に関連付けられたユーザ（人）を表す。
【００９７】
　プレゼンティティのモバイル通信装置の例を図１１に示す。モバイル通信装置２０は、
プレゼンス・ユーザ・クライアント７３０およびＧＰＳ装置５６０を含む。プレゼンス・
ユーザ・クライアント７３０およびＧＰＳ装置５６０は、それぞれ本明細書に記載の機能
を実践するために必要な任意のハードウェア、ソフトウェアおよび／またはファームウェ
アを含む。例えば、ＧＰＳ装置５６０は、モバイル通信装置２０の場所７２０（ＧＰＳ座
標）を確定する働きをすることができるが、プレゼンス・ユーザ・クライアント７３０は
、モバイル通信装置２０の場所７２０をＧＰＳ装置５６０から取り出し／受信し、プレゼ
ンス・サーバ７００に場所７２０をプレゼンティティのプレゼンス情報７１０として伝送
する働きをすることができる。
【００９８】
　モバイル通信装置２０の場所７２０をＧＴＡ３０に伝送することを容易にするために、
ＧＴＡ３０は、プレゼンス・サーバ７００と通信する監視人クライアント７４０を含む。
例えば、ＧＴＡ３０は、ＧＴＡ３０がモバイル通信装置２０の新しく更新された場所７２
０それぞれを受信することを可能にするＡＰＩを、プレゼンス・サーバ７００に含めるこ
とができる。ＧＴＡは、モバイル通信装置２０に関連付けられたプレゼンティティの監視
人として、プレゼンス・サーバ７００に登録することができ、モバイル通信装置２０の新
しく更新された場所７２０それぞれを受信するように、フィルタ（基本設定情報）をプレ
ゼンス・サーバ７００に設定することができる。
【００９９】
　当業者が理解するように、本アプリケーションに記載した革新的な発想は、アプリケー
ションの広い範囲にわたって修正および変更することができる。したがって、特許の主題
の範囲は、記載したいかなる特定の例示的な教示に限定するべきではないが、代わりに以
下の特許請求の範囲によって規定される。
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【図１】
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【図８Ａ】 【図８Ｂ】

【図８Ｃ】 【図８Ｄ】
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【図８Ｅ】 【図９】

【図１０Ａ】 【図１０Ｂ】
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【図１０Ｃ】 【図１０Ｄ】

【図１１】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年2月10日(2015.2.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　会議の参加者間の電話会議を少なくとも１人の前記参加者の場所に基づいて自動的に開
始することを可能にする、地理空間電話通信システム内で通信ネットワークに結合するノ
ードであって、
　地理空間電話通信アプリケーションを格納するためのメモリと、
　前記地理空間電話通信アプリケーションの命令を実行して、第１の通信装置が地理空間
的に位置する場所を第２の通信装置から受信し、データベースにアクセスして前記第１の
通信装置の登録電話番号を取り出し、前記場所に基づいて前記第１の通信装置と少なくと
も前記第２の通信装置との間で電話会議が開始されることを可能にする働きをするプロセ
ッサとを含み、
　　（１）前記第１の通信装置及び前記電話会議に関連付けられた他の通信装置のうちの
１つ、
　　（２）通信ネットワーク内のスイッチであって、会議サーバに結合して前記第１の通
信装置と少なくとも前記第２の通信装置との間の前記電話会議を容易にするスイッチ、及
び、
　　（３）前記プロセッサにより制御されるウェブ・サイトをホスティングするウェブ・
サーバ、
　を含むグループから選択される、ノード。
【請求項２】
　会議の参加者間の電話会議を少なくとも１人の前記参加者の場所に基づいて自動的に開
始することを可能にする地理空間電話通信システムであって、
　通信ネットワークに結合して、第１の通信装置が地理空間的に位置する場所を第２の通
信装置から受信し、データベースにアクセスして前記第１の通信装置の登録電話番号を取
り出し、前記場所に基づいて、前記第１の通信装置と少なくとも前記第２の通信装置との
間で電話会議が開始されることを可能にするノードと、
　前記電話会議を管理する働きをする会議室を含む会議サーバであって、前記会議室を設
け、前記第１の通信装置と前記少なくとも１つの他の通信装置とを前記電話会議の中で前
記会議室を介して互いにつなげる働きをする、会議サーバとを含み、
　前記ノードは、
　　（１）前記第１の通信装置及び前記電話会議に関連付けられた他の通信装置のうちの
１つ、
　　（２）通信ネットワーク内のスイッチであって、会議サーバに結合して前記第１の通
信装置と少なくとも前記第２の通信装置との間の前記電話会議を容易にするスイッチ、及
び、
　　（３）前記プロセッサにより制御されるウェブ・サイトをホスティングするウェブ・
サーバ、
　を含むグループから選択される、システム。
【請求項３】
　前記ノードは、それぞれに複数の通信装置のうちの１つが地理空間的に位置する複数の
場所を受信する働きをし、
　前記ノードは、さらに、前記第２の通信装置と前記複数の通信装置との間で前記電話会
議が開始されることを可能にする働きをする、
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　請求項１に記載のノード又は請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記場所は、地理的領域を含み、
　前記ノードは、さらに、前記データベースにアクセスして、前記電話会議用の前記地理
的領域内に地理空間的に位置する複数の通信装置用の複数の登録電話番号を取り出す働き
をする、
　請求項１に記載のノード又は請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
　前記場所は、さらにフィルタを含み、
　前記ノードは、さらに、前記電話会議用の前記フィルタに基づいて前記複数の登録電話
番号のうちの特定の電話番号を選択する働きをする、
　請求項４に記載のノード。
【請求項６】
　前記プロセッサは、前記第２の通信装置にウェブ・ページをプッシュして、前記第２の
通信装置のユーザが前記場所に入ることを可能にする働きをする、
　請求項１に記載のノード。
【請求項７】
　前記会議サーバがさらに一時的な会議室を設けて、前記第１の通信装置および少なくと
も前記第２の通信装置をレコーダに接続し、前記第１の通信装置および少なくとも前記第
２の通信装置のそれぞれが前記電話会議への参加を選択するように促す録音メッセージを
再生する、
　請求項２に記載のシステム。
【請求項８】
　複数のコールセンタ電話応対係につながるコールセンタであって、前記コールセンタ電
話応対係の１人が前記第１の通信装置または前記第２の通信装置に関連付けられる、コー
ルセンタをさらに含む、
　請求項２に記載のシステム。
【請求項９】
　前記第１の通信装置は、モバイル通信装置である、
　請求項１に記載のノード又は請求項２に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ノードは、前記第２の通信装置にウェブ・ページをプッシュして、前記第２の通信
装置のユーザが前記場所に入ることを可能にする働きをする、
　請求項２に記載のシステム。
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