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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電話番号が登録された携帯端末と、この携帯端末からネットワークを介して接続されると
共に、電話機に対する呼制御及び電話機間の接続制御を行う呼制御サーバに接続された代
理ダイヤルサーバと、を備え、
　前記携帯端末が、前記登録された電話番号から選択され前記携帯端末とは異なる発信電
話機を特定する発信電話機情報と着信電話機を特定する着信電話機情報とを含む代理ダイ
ヤル要求情報を前記代理ダイヤルサーバに送信する代理ダイヤル要求機能を備え、
　前記代理ダイヤルサーバが、前記携帯端末から送信された前記代理ダイヤル要求情報に
て特定される前記発信電話機と前記着信電話機とを呼び出し、これら電話機間を通話可能
に接続するよう前記呼制御サーバに要求する電話機接続要求機能を備えたことを特徴とす
る代理ダイヤルシステム。
【請求項２】
前記携帯端末が、当該携帯端末を特定する予め定められた識別情報を記憶すると共に、前
記代理ダイヤル要求機能は、前記発信電話機情報として前記識別情報を前記代理ダイヤル
サーバに送信し、
　前記代理ダイヤルサーバが、予め前記携帯端末の識別情報に関連付けて登録された発信
電話機の電話番号である発信電話機登録情報を記憶すると共に、前記電話機接続要求機能
は、前記携帯端末から送信された前記識別情報と前記発信電話機登録情報とに基づいて前
記発信電話機を特定して作動する、
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ことを特徴とする請求項１記載の代理ダイヤルシステム。
【請求項３】
前記携帯端末が、当該携帯端末の現在位置を検出する位置情報検出手段を有すると共に、
前記代理ダイヤル要求機能は、前記発信電話機情報として前記位置情報検出手段にて検出
した位置情報を前記代理ダイヤルサーバに送信し、
　前記代理ダイヤルサーバが、予め前記携帯端末の位置に応じて登録された発信電話機の
電話番号である発信電話機登録情報を記憶すると共に、前記電話機接続要求機能は、前記
携帯端末から送信された前記位置情報と前記発信電話機登録情報とに基づいて前記発信電
話機を特定して作動する、
ことを特徴とする請求項１記載の代理ダイヤルシステム。
【請求項４】
前記携帯端末が、当該携帯端末の現在位置を検出する位置情報検出手段を有すると共に、
予め前記携帯端末の位置に応じて登録された発信電話機の電話番号である発信電話機登録
情報を記憶し、
　前記携帯端末の前記代理ダイヤル要求機能は、前記位置情報検出手段にて検出した位置
情報と前記発信電話機登録情報とに基づいて前記発信電話機の電話番号を特定して、前記
発信電話機情報として前記代理ダイヤルサーバに送信する、
ことを特徴とする請求項１記載の代理ダイヤルシステム。
【請求項５】
前記携帯端末は携帯電話であると共に、
　前記携帯端末の代理ダイヤル要求機能は、前記位置情報検出手段にて検出した前記位置
情報に対応する前記発信電話機の電話番号が前記発信電話機登録情報内に存在しない場合
に、当該携帯端末から前記着信電話機に対して通常発信を行う機能を有する、ことを特徴
とする請求項４記載の代理ダイヤルシステム。
【請求項６】
前記携帯端末が、当該携帯端末を特定する予め定められた識別情報を記憶すると共に、前
記代理ダイヤル要求機能は、前記発信電話機情報として前記識別情報を前記代理ダイヤル
サーバに送信し、
　前記代理ダイヤルサーバが、前記携帯端末を所有するユーザの位置情報を含むスケジュ
ールが前記携帯端末の前記識別情報を用いて区別されて登録されたスケジュール管理サー
バにアクセス可能なよう接続され、予め前記携帯端末の位置に応じて登録された発信電話
機の電話番号である発信電話機登録情報を記憶すると共に、
　前記代理ダイヤルサーバが有する前記電話機接続要求機能は、前記スケジュール管理サ
ーバにアクセスして前記携帯端末から送信された前記識別情報に基づいて当該携帯端末の
位置情報を取得すると共に、当該位置情報と前記発信電話機登録情報とに基づいて前記発
信電話機を特定して作動する、
ことを特徴とする請求項１記載の代理ダイヤルシステム。
【請求項７】
前記携帯端末が有する前記代理ダイヤル要求機能は、代理ダイヤルを行うことを希望する
時間を指定する時間指定情報と共に前記代理ダイヤル要求情報を前記代理ダイヤルサーバ
に送信し、
　前記代理ダイヤルサーバが有する前記電話機接続要求機能は、前記時間指定情報にて特
定された時間に作動する、ことを特徴とする請求項１，２，３，４，５又は６記載の代理
ダイヤルシステム。
【請求項８】
前記呼制御サーバは、当該呼制御サーバの接続網とは異なる他の接続網内の電話機に対し
ても作動する、ことを特徴とする請求項１，２，３，４，５，６，又は７記載の代理ダイ
ヤルシステム。
【請求項９】
携帯端末にネットワークを介して接続されると共に、電話機に対する呼制御及び電話機間
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の接続制御を行う呼制御サーバに接続された代理ダイヤルサーバであって、前記携帯端末
に予め登録された電話番号から選択され前記携帯端末とは異なる発信電話機を特定する発
信電話機情報と着信電話機を特定する着信電話機情報とを含む代理ダイヤル要求情報を受
け付ける代理ダイヤル要求受付機能を備えると共に、
　前記受け付けた前記代理ダイヤル要求情報にて特定される前記発信電話機と前記着信電
話機とを呼び出し、これら電話機間を通話可能に接続するよう前記呼制御サーバに要求す
る電話機接続要求機能を備えた、ことを特徴とする代理ダイヤルサーバ。
【請求項１０】
予め前記携帯端末の位置に応じて登録された発信電話機の電話番号である発信電話機登録
情報を記憶すると共に、
　前記代理ダイヤル要求受付機能は、前記携帯端末から当該携帯端末の現在位置を表す位
置情報を前記代理ダイヤル要求情報内の前記発信電話機情報として受け付けると共に、
　前記電話機接続要求機能は、前記携帯端末から受け付けた前記位置情報と前記発信電話
機登録情報とに基づいて前記発信電話機を特定して作動する、
ことを特徴とする請求項９記載の代理ダイヤルサーバ。
【請求項１１】
前記携帯端末を所有するユーザの時間毎の位置情報を含むスケジュールが前記携帯端末の
識別情報を用いて区別されて登録されたスケジュール管理サーバにアクセス可能なよう接
続されると共に、
　予め前記携帯端末の位置に応じて登録された発信電話機の電話番号である発信電話機登
録情報を記憶し、
　前記代理ダイヤル要求受付機能は、前記携帯端末から当該携帯端末を特定する予め定め
られた識別情報を前記代理ダイヤル要求情報内の前記発信電話機情報として受け付け、
　前記電話機接続要求機能は、前記スケジュール管理サーバにアクセスして前記携帯端末
から送信された前記識別情報に基づいて当該携帯端末の位置情報を取得すると共に、当該
位置情報と前記発信電話機登録情報とに基づいて前記発信電話機を特定して作動する、
ことを特徴とする請求項９記載の代理ダイヤルサーバ。
【請求項１２】
前記代理ダイヤル要求受付機能は、前記携帯端末から前記代理ダイヤル要求情報と共に代
理ダイヤルを行うことを希望する時間を指定する時間指定情報を受け付け、
　前記電話機接続要求機能は、前記時間指定情報にて特定された時間に作動する、ことを
特徴とする請求項９，１０又は１１記載の代理ダイヤルサーバ。
【請求項１３】
携帯端末にパケット網を介して接続されると共に、電話機に対する呼制御及び電話機間の
接続制御を行う呼制御サーバに接続された代理ダイヤルサーバに、
　前記携帯端末から選択され前記携帯端末とは異なる発信電話機を特定する発信電話機情
報および着信電話機を特定する着信電話機情報を含む代理ダイヤル要求情報を受け付ける
代理ダイヤル要求受付機能と、
　前記受け付けた前記代理ダイヤル要求情報にて特定される前記発信電話機と前記着信電
話機とを呼び出し、これら電話機間を通話可能に接続するよう前記呼制御サーバに要求す
る電話機接続要求機能と、
を実現するための代理ダイヤル用プログラム。
【請求項１４】
登録された電話番号を記憶すると共に、この記憶された電話番号から電話番号を選択する
ことによって発信することが可能な携帯電話であって、
　この携帯電話にネットワークを介して接続されると共に電話機に対する呼制御及び電話
機間の接続制御を行う呼制御サーバに接続された代理ダイヤルサーバに対して、前記記憶
された電話番号の中から選択され前記携帯端末とは異なる発信電話機を特定する発信電話
機情報と着信電話機を特定する着信電話機情報とを含む代理ダイヤル要求情報を送信する
代理ダイヤル要求機能を備え、
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　この代理ダイヤル要求情報は、前記代理ダイヤルサーバに、当該代理ダイヤル要求情報
に基づいて前記発信電話機と前記着信電話機とを呼び出してこれら電話機間を通話可能に
接続するよう前記呼制御サーバに対して要求させるための情報である、ことを特徴とする
携帯電話。
【請求項１５】
前記携帯電話を特定する予め定められた識別情報を記憶すると共に、
　前記代理ダイヤル要求機能は、前記発信電話機情報として前記識別情報を前記代理ダイ
ヤルサーバに送信する機能を有し、
　前記代理ダイヤル要求情報は、前記代理ダイヤルサーバに、当該代理ダイヤル要求情報
に含まれる前記識別情報に基づいて前記発信電話機を特定させて作動させるための情報で
ある、ことを特徴とする請求項１４記載のことを特徴とする携帯電話。
【請求項１６】
前記携帯電話の現在位置を検出する位置情報検出手段を有すると共に、
　前記代理ダイヤル要求機能は、前記発信電話機情報として前記位置情報検出手段にて検
出した位置情報を前記代理ダイヤルサーバに送信する機能を有し、
　前記代理ダイヤル要求情報は、前記代理ダイヤルサーバに、当該代理ダイヤル要求情報
に含まれる前記位置情報に基づいて前記発信電話機を特定させて作動させるための情報で
ある、ことを特徴とする請求項１４記載のことを特徴とする携帯電話。
【請求項１７】
前記携帯電話の現在位置を検出する位置情報検出手段を有すると共に、予め前記携帯電話
の位置に応じて登録された発信電話機の電話番号である発信電話機登録情報を記憶し、
　前記代理ダイヤル要求機能は、前記位置情報検出手段にて検出した位置情報と前記発信
電話機登録情報とに基づいて前記発信電話機の電話番号を特定して、前記発信電話機情報
として前記代理ダイヤルサーバに送信する機能を有する、ことを特徴とする請求項１４記
載の携帯電話。
【請求項１８】
前記代理ダイヤル要求機能は、前記位置情報検出手段にて検出した前記位置情報に対応す
る前記発信電話機の電話番号が前記発信電話機登録情報内に存在しない場合に、当該携帯
電話から前記着信電話機に対して通常発信を行う機能を有する、ことを特徴とする請求項
１７記載の携帯電話。
【請求項１９】
前記携帯電話を特定する予め定められた識別情報を記憶すると共に、
　前記代理ダイヤル要求機能は、前記発信電話機情報として前記識別情報を前記代理ダイ
ヤルサーバに送信する機能を有し、
　前記代理ダイヤル要求情報は、前記代理ダイヤルサーバに、当該代理ダイヤル要求情報
に含まれる前記識別情報に基づいて、前記携帯電話を所有するユーザの時間毎における位
置情報を含むスケジュールが前記携帯電話の前記識別情報を用いて区別されて登録された
スケジュール管理サーバにアクセスして当該携帯電話の位置情報を取得すると共に、当該
位置情報に基づいて前記発信電話機を特定して作動させるための情報である、ことを特徴
とする請求項１４記載のことを特徴とする携帯電話。
【請求項２０】
登録された電話番号を記憶すると共に、この電話番号の中から選択することによって発信
することが可能な携帯電話に、
　当該携帯電話にネットワークを介して接続されると共に電話機に対する呼制御及び電話
機間の接続制御を行う呼制御サーバに接続された代理ダイヤルサーバに対して、前記記憶
された電話番号の中から選択され前記携帯端末とは異なる発信電話機を特定する発信電話
機情報および着信電話機を特定する着信電話機情報を含む代理ダイヤル要求情報を送信す
る代理ダイヤル要求機能を実現するプログラムであり、
　前記代理ダイヤル要求情報は、前記代理ダイヤルサーバに、当該代理ダイヤル要求情報
に基づいて前記発信電話機と前記着信電話機とを呼び出してこれら電話機間を通話可能に
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接続するよう前記呼制御サーバに対して要求させるための情報である、
ことを特徴とするプログラム。
【請求項２１】
登録された電話番号を記憶する携帯端末と、
　この携帯端末からネットワークを介して接続されると共に、電話機に対する呼制御及び
電話機間の接続制御を行う呼制御サーバに接続された代理ダイヤルサーバと、を用いて、
他の電話機間の呼び出し及び接続を行う代理ダイヤル方法であって、
　前記携帯端末から電話番号を選択して着信電話機情報とする着信電話機選択工程と、前
記着信電話機情報と前記携帯端末から選択され前記携帯端末とは異なる発信電話機を特定
する発信電話機情報とを
含む代理ダイヤル要求情報を前記携帯端末から前記代理ダイヤルサーバに送信する代理ダ
イヤル要求工程と、を有すると共に、
　前記代理ダイヤルサーバが、前記携帯端末から送信された前記代理ダイヤル要求情報に
て特定される前記発信電話機と前記着信電話機とを呼び出し、これら電話機間を通話可能
に接続するよう前記呼制御サーバに要求する電話機接続要求工程を有する、
ことを特徴とする代理ダイヤル方法。
【請求項２２】
前記代理ダイヤル要求工程は、前記携帯端末を特定する予め記憶された識別情報を前記発
信電話機情報として前記代理ダイヤルサーバに送信し、
　前記電話機接続要求工程は、前記携帯端末から送信された前記識別情報と、予め前記携
帯端末の識別情報に関連付けて記録された発信電話機の電話番号である発信電話機登録情
報と、に基づいて前記発信電話機を特定して作動する、ことを特徴とする請求項２１記載
の代理ダイヤル方法。
【請求項２３】
前記代理ダイヤル要求工程は、前記携帯端末に備えられ当該携帯電話の現在位置を検出す
る位置情報検出手段にて検出した位置情報を前記代理ダイヤルサーバに送信し、
　前記電話機接続要求工程は、前記携帯端末から送信された前記位置情報と、予め前記携
帯端末の位置に応じて登録された発信電話機の電話番号である発信電話機登録情報と、に
基づいて前記発信電話機を特定して作動する、
ことを特徴とする請求項２１記載の代理ダイヤル方法。
【請求項２４】
前記代理ダイヤル要求工程は、前記携帯端末を特定する予め記憶された識別情報を前記発
信電話機情報として前記代理ダイヤルサーバに送信し、
　前記電話機接続要求工程は、前記携帯端末を所有するユーザの時間毎の位置情報を含む
スケジュールが前記携帯端末の前記識別情報を用いて区別されて登録されたスケジュール
管理サーバにアクセスして、当該スケジュール管理サーバから前記携帯端末にて送信され
た前記識別情報に基づいて当該携帯端末の位置情報を取得すると共に、当該位置情報と、
予め前記携帯端末の位置に応じて登録された発信電話機の電話番号である発信電話機登録
情報と、に基づいて前記発信電話機を特定して作動する、
ことを特徴とする請求項２１記載の代理ダイヤル方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、代理ダイヤルシステムにかかり、特に、携帯電話の電話帳を利用して他の電
話機から発信を行う代理ダイヤルシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話には登録した他の電話番号を記録した電話帳が備えられており、ユーザは電話
帳の中から発信を希望する相手を選択することで当該相手の電話番号に発信することが可
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能となる。これにより、相手の電話番号をその都度ダイヤルする必要がなく、非常に利便
性の高いものとなっている。
【０００３】
　また、上記電話帳を一元管理し、複数の携帯電話で共有したり、企業内電話帳システム
等の他のシステムで再利用することも行われている。これにより、電話帳情報の有効利用
を図ることができ、利用者が個々の携帯電話の電話番号を登録する必要がなく、かかる操
作の煩わしさを解消することができる。さらに、あるユーザの携帯電話の番号が変わった
ときには全てのユーザに知らせる必要が無く、電話帳が一元管理されているサーバなどに
登録することで、番号の変更を他のユーザに知らせ、携帯電話に利用させることが可能と
なり、より便利なものとすることが可能である。そのような技術が、下記の特許文献１，
２に開示されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－３７６７１号公報
【特許文献２】特開２００４－１１２１１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、近年では携帯電話が急速に普及しているため、携帯電話にある電話帳を主な電
話帳として利用しているユーザが増加している。すなわち、ユーザ自身が発信する可能性
のある相手の電話番号を登録する電話帳は携帯電話に備わっている電話帳を用い、紙媒体
の他の電話帳に記入しないことが多い。このような状況下では、上述したように電話帳に
登録されている電話番号への発信は携帯電話を利用することが非常に便利であるため、携
帯電話で通話を行う機会が多くなる。すると、相手先の電話が事業者の異なる携帯電話や
一般加入電話、さらには、ＩＰ電話である場合には、通話料金が高価となってしまう、と
いう問題が生じる。すなわち、自宅などに固定電話が備わっているにも関わらず、ダイヤ
ル操作をする必要のない発信操作が容易な携帯電話を用いることで、他の固定電話に発信
する場合に固定電話同士による通話料よりも高価な通話料が携帯電話に課金されてしまい
、ユーザにとっては不要な出費を強いられることとなる。特に、同一事業者のＩＰ電話同
士の通話が可能であって通話料が全くかからないというような利用が可能な状況下であっ
ても、携帯電話からの発信を頻繁に行うことで多くの不要な出費を招くことになる。
【０００６】
　逆に、上述したような出費を抑制するためには、発信先の電話の種別に応じて発信端末
を選択する必要がある。例えば、ＩＰ電話同士や固定電話同士で発信することにより、通
話料を安価に抑えたり、あるいは、無料とすることも可能である。しかし、そのような場
合には、携帯電話の電話帳に登録されている電話番号データ自体を、そのまま発信時に利
用することができず、ユーザは携帯電話にて相手先の電話番号を検索して当該電話番号デ
ータを見てＩＰ電話や固定電話に対してダイヤル操作をしなければならない。従って、携
帯電話にて電話帳を利用して発信することに慣れてしまっているユーザにとっては、非常
に不便であり、煩わしさを感じるという問題が生じる。
【０００７】
　また、上述したように、ユーザは携帯電話での発信に慣れてしまっているため、固定電
話での通話機会が減少し、固定電話事業者にとっては徴収通信料が減少してしまう、とい
う問題が生じる。
【０００８】
　さらに、上述したように、電話帳を一元管理し、これを全ての電話機で共有しようとす
る場合には、固定電話を含めて全ての電話機に電話帳を参照する機能を備えなければなら
ず、そのような機能を搭載させることはコストの増加を招き不可能である。
【０００９】
　このため、本発明では、携帯電話の電話帳情報を用いて他の電話機による発信を可能し
、発信時におけるユーザの利便性の向上を図ると共に、不要な通話料の削減を図る、こと
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をその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　そこで、本発明である代理ダイヤルシステムは、電話番号が登録された携帯端末と、こ
の携帯端末からネットワークを介して接続されると共に、電話機に対する呼制御及び電話
機間の接続制御を行う呼制御サーバに接続された代理ダイヤルサーバと、を備え、前記携
帯端末が、前記登録された電話番号から選択され前記携帯端末とは異なる発信電話機を特
定する発信電話機情報と着信電話機を特定する着信電話機情報とを含む代理ダイヤル要求
情報を前記代理ダイヤルサーバに送信する代理ダイヤル要求機能を備え、前記代理ダイヤ
ルサーバが、前記携帯端末から送信された前記代理ダイヤル要求情報にて特定される前記
発信電話機と前記着信電話機とを呼び出し、これら電話機間を通話可能に接続するよう前
記呼制御サーバに要求する電話機接続要求機能を備えた構成を採っている。
 
【００１１】
　上記構成の発明によると、まず、携帯端末から、他の電話機である発信電話機を特定す
る情報と、電話帳の中から選択された着信電話機を特定する情報とが、パケット網を介し
て代理ダイヤルサーバに送信される。これを受けた代理ダイヤルサーバは、発信電話機と
着信電話機とを呼び出すよう呼制御サーバに要求する。すると、呼制御サーバでは、両電
話機を呼び出し、互いに応答すると相互に通話可能となるよう電話機を接続制御する。こ
のように、携帯端末のユーザは自己の端末の電話帳情報の中から電話先を選択することで
別の電話機から着信電話機に対して発信することができるため、その際に着信電話機の電
話番号をダイヤルする必要が無く、着信電話機の種類に応じて通話料が低廉になる発信電
話機を選択した際においても、呼び出し操作が容易となる。従って、ユーザの利便性の向
上を図ることができると共に、通話コストの削減を図ることができる。
【００１２】
　また、上記構成に加えて、携帯端末が有する代理ダイヤル要求機能は、携帯端末に予め
登録された発信電話機の電話番号を発信電話機情報として代理ダイヤルサーバに送信する
、という構成にしてもよい。同様に、携帯端末に予め登録された複数の発信電話機の電話
番号の中から選択された電話番号を発信電話機情報として代理ダイヤルサーバに送信する
、という構成にしてもよい。さらに、発信電話機情報として電話帳情報の中から選択され
た電話番号を代理ダイヤルサーバに送信する、という構成にしてもよい。
【００１３】
　具体的な構成としては、
　電話番号が登録された電話帳情報を記憶すると共に、この電話帳情報内の電話番号を選
択することによって発信することが可能な携帯電話と、
　この携帯電話からパケット網を介して接続されると共に、電話機に対する呼制御及び電
話機間の接続制御を行う呼制御サーバに接続された代理ダイヤルサーバと、を備え、
　携帯電話が、電話帳情報の中から選択された発信電話機の電話番号と着信電話機の電話
番号とを、代理ダイヤルサーバに送信して代理ダイヤルを要求する代理ダイヤル要求機能
を備えると共に、
　代理ダイヤルサーバが、携帯端末から送信された電話番号に基づいて発信電話機と着信
電話機とを呼び出し、これら電話機間を通話可能に接続するよう呼制御サーバに要求する
電話機接続要求機能を備えた、という構成にしてもよい。
【００１４】
　このような構成の発明によると、予め特定された発信電話機の電話番号や、予め登録さ
れた複数の発信電話機の電話番号の中からあるいは電話帳の中から選択された発信電話機
の電話番号が代理ダイヤルサーバに送信され、これにより特定された発信電話機と着信電
話機との呼び出しが行われる。従って、ユーザの状況に応じて、発信電話機が自動的に特
定されたり、あるいは、発信電話機を容易に特定することができ、より利便性が増す。例
えば、ユーザの所在地に応じて利用可能な電話機を発信電話機として利用したり、あるい
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は、他人同士を通話させるために、他人の電話機を発信電話機として選択することも可能
である。
【００１５】
　また、上記構成に加え、
　携帯端末が、当該携帯端末を特定する予め定められた識別情報を記憶すると共に、代理
ダイヤル要求機能は、発信電話機情報として識別情報を代理ダイヤルサーバに送信し、
　代理ダイヤルサーバが、予め携帯端末の識別情報に関連付けて登録された発信電話機の
電話番号である発信電話機登録情報を記憶すると共に、電話機接続要求機能は、携帯端末
から送信された識別情報と発信電話機登録情報とに基づいて発信電話機を特定して作動す
る、という構成にすると望ましい。
【００１６】
　具体的には、
　電話番号が登録された電話帳情報を記憶すると共に、この電話帳情報内の電話番号を選
択することによって発信することが可能な携帯電話と、
　この携帯電話からパケット網を介して接続されると共に、電話機に対する呼制御及び電
話機間の接続制御を行う呼制御サーバに接続された代理ダイヤルサーバと、を備え、
　携帯電話が、当該携帯電話を特定する予め定められ記憶された識別情報と、電話帳情報
の中から選択された着信電話機の電話番号と、を代理ダイヤルサーバに送信して代理ダイ
ヤルを要求する代理ダイヤル要求機能を備え、
　代理ダイヤルサーバが、予め携帯電話の識別情報に関連付けて登録された発信電話機の
電話番号である発信電話機登録情報を記憶すると共に、携帯端末から送信された識別情報
と発信電話機登録情報とに基づいて発信電話機の電話番号を特定する発信電話機特定機能
と、この特定された発信電話機の電話番号と携帯電話から送信された着信電話機の電話番
号とに基づいて発信電話機と着信電話機とを呼び出しこれら電話機間を通話可能に接続す
るよう呼制御サーバに要求する電話機接続要求機能とを備えた、という構成にすると望ま
しい。
【００１７】
　上記構成の発明によると、携帯端末から送信される識別情報に基づいて、代理ダイヤル
サーバにて発信電話機が特定され、その後、代理ダイヤルが実行される。従って、ユーザ
が代理ダイヤルシステムを利用する際に使用する発信電話機が決まっている場合には、そ
の電話機の電話番号を予め携帯端末の識別情報に関連付けて登録しておくことにより、ユ
ーザは発信電話機を特定する操作を行う必要が無く、より利便性の向上を図ることができ
る。
【００１８】
　また、上記構成に加え、
　携帯端末が、当該携帯端末の現在位置を検出する位置情報検出手段を有すると共に、代
理ダイヤル要求機能は、発信電話機情報として位置情報検出手段にて検出した位置情報を
代理ダイヤルサーバに送信し、
　代理ダイヤルサーバが、予め携帯端末の位置に応じて登録された発信電話機の電話番号
である発信電話機登録情報を記憶すると共に、電話機接続要求機能は、携帯端末から送信
された位置情報と発信電話機登録情報とに基づいて発信電話機を特定して作動する、とい
う構成にすると望ましい。
【００１９】
　具体的には、
　電話番号が登録された電話帳情報を記憶すると共に、この電話帳情報内の電話番号を選
択することによって発信することが可能な携帯電話と、
　この携帯電話からパケット網を介して接続されると共に、電話機に対する呼制御及び電
話機間の接続制御を行う呼制御サーバに接続された代理ダイヤルサーバと、を備え、
　携帯電話が、当該携帯端末の現在位置を検出する位置情報検出手段を有し、この位置情
報検出手段にて検出した位置情報と電話帳情報の中から選択された着信電話機の電話番号
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とを代理ダイヤルサーバに送信して代理ダイヤルを要求する代理ダイヤル要求機能を備え
、
　代理ダイヤルサーバが、予め携帯電話の位置に応じて関連付けて登録された発信電話機
の電話番号である発信電話機登録情報を記憶すると共に、携帯電話から送信された位置情
報と発信電話機登録情報とに基づいて発信電話機の電話番号を特定する発信電話機特定機
能と、この特定された発信電話機の電話番号と携帯端末から送信された着信電話機の電話
番号とに基づいて発信電話機と着信電話機とを呼び出しこれら電話機間を通話可能に接続
するよう呼制御サーバに要求する電話機接続要求機能とを備えた、という構成にすると望
ましい。
【００２０】
　上記構成の発明によると、まず、携帯端末は着信電話機を特定する情報と共に、自己の
位置情報を代理ダイヤルサーバに送信する。すると、代理ダイヤルサーバでは、携帯端末
の位置に応じて発信電話機が特定され、その後、代理ダイヤルが実行される。従って、携
帯電話機を有するユーザの現在位置に設置された電話機が発信電話機として自動的に特定
されるよう設定することにより、ユーザは発信電話機を特定する操作を行う必要が無く、
より利便性の向上を図ることができる。
【００２１】
　また、上記同様に携帯端末の位置情報を用いる構成として、
　携帯端末が、当該携帯端末の現在位置を検出する位置情報検出手段を有すると共に、予
め携帯端末の位置に応じて登録された発信電話機の電話番号である発信電話機登録情報を
記憶し、
　携帯端末の代理ダイヤル要求機能は、位置情報検出手段にて検出した位置情報と発信電
話機登録情報とに基づいて発信電話機の電話番号を特定して、発信電話機情報として代理
ダイヤルサーバに送信する、という構成にしてもよい。
【００２２】
　このとき、
　携帯端末は携帯電話であると共に、
　携帯端末の代理ダイヤル要求機能は、位置情報検出手段にて検出した位置情報に対応す
る発信電話機の電話番号が発信電話機登録情報内に存在しない場合に、当該携帯端末から
着信電話機に対して通常発信を行う機能を有する、という構成にしてもよい。
【００２３】
　上記構成にすることにより、まず、携帯端末は位置情報を取得して、予め記憶されてい
る発信電話機登録情報を参照して、携帯端末の位置に応じて利用する発信電話機を特定す
る。そして、特定された発信電話機の情報を代理ダイヤルサーバに送信することで、上記
同様に代理ダイヤルが実行される。従って、携帯端末の位置に応じて自動的に発信電話機
が特定されるため、ユーザは発信電話機を特定する操作を行う必要が無く、より利便性の
向上を図ることができる。また、位置情報に基づいて、予め登録された発信電話機を利用
できる位置に携帯端末が位置していないと判断されると、電話帳にて選択した着信電話機
に対して携帯端末である携帯電話から通常の電話発信が行われるため、かかる場合に置い
ても通話が可能となる。
【００２４】
　また、上記構成に加え、
　携帯端末が、当該携帯端末を特定する予め定められた識別情報を記憶すると共に、代理
ダイヤル要求機能は、発信電話機情報として識別情報を代理ダイヤルサーバに送信し、
　代理ダイヤルサーバが、携帯端末を所有するユーザの位置情報を含むスケジュールが携
帯端末の識別情報を用いて区別されて登録されたスケジュール管理サーバにアクセス可能
なよう接続され、予め携帯端末の位置に応じて登録された発信電話機の電話番号である発
信電話機登録情報を記憶すると共に、
　代理ダイヤルサーバが有する電話機接続要求機能は、スケジュール管理サーバにアクセ
スして携帯端末から送信された識別情報に基づいて当該携帯端末の位置情報を取得すると
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共に、当該位置情報と発信電話機登録情報とに基づいて発信電話機を特定して作動する、
という構成にすると望ましい。
【００２５】
　具体的には、
　電話番号が登録された電話帳情報を記憶すると共に、この電話帳情報内の電話番号を選
択することによって発信することが可能な携帯電話と、
　この携帯電話からパケット網を介して接続されると共に、電話機に対する呼制御及び電
話機間の接続制御を行う呼制御サーバに接続された代理ダイヤルサーバと、を備え、
　携帯電話が、当該携帯電話を特定する予め定められ記憶された識別情報と、電話帳情報
の中から選択された着信電話機の電話番号と、を代理ダイヤルサーバに送信して代理ダイ
ヤルを要求する代理ダイヤル要求機能を備え、
　代理ダイヤルサーバが、携帯電話を所有するユーザの位置情報を含むスケジュールが携
帯電話の識別情報を用いて区別されて登録されたスケジュール管理サーバにアクセス可能
なよう接続され、予め携帯端末の位置に応じて登録された発信電話機の電話番号である発
信電話機登録情報を記憶すると共に、携帯電話から送信された識別情報とスケジュール管
理サーバに記憶された情報とに基づいて携帯電話の位置情報を取得する位置情報取得機能
と、この取得した位置情報と発信電話機登録情報とに基づいて発信電話機の電話番号を特
定する発信電話機特定機能と、この特定された発信電話機の電話番号と携帯電話から送信
された着信電話機の電話番号とに基づいて発信電話機と着信電話機とを呼び出しこれら電
話機間を通話可能に接続するよう呼制御サーバに依頼する電話機接続要求機能とを備えた
、という構成にすると望ましい。
【００２６】
　上記構成の発明によると、まず、携帯端末は着信電話機を特定する情報と共に、当該端
末の識別情報を代理ダイヤルサーバに送信する。すると、代理ダイヤルサーバは、携帯端
末を所有するユーザの時間毎における所在地が登録されたスケジュール管理サーバにアク
セスして、識別情報に基づいてユーザすなわち携帯端末の現在位置情報を取得する。その
後、携帯端末の位置に応じて発信電話機が特定され、代理ダイヤルが実行される。従って
、携帯電話機を有するユーザの予め登録されたスケジュールに基づく現在位置に設置され
た電話機が発信電話機として自動的に特定されるよう設定することにより、ユーザは発信
電話機を特定する操作を行う必要が無く、より利便性の向上を図ることができる。
【００２７】
　さらに、上記構成に加え、
　携帯端末が有する代理ダイヤル要求機能は、代理ダイヤルを行うことを希望する時間を
指定する時間指定情報と共に代理ダイヤル要求情報を代理ダイヤルサーバに送信し、
　代理ダイヤルサーバが有する電話機接続要求機能は、時間指定情報にて特定された時間
に作動する、という構成にするとなお望ましい。
【００２８】
　上記構成の発明によると、代理ダイヤルをある時間に希望するユーザが、希望する時間
を指定して事前に代理ダイヤルサーバに通知しておく。すると、指定時間になったときに
代理ダイヤルサーバが代理ダイヤルを実行するよう作動する。従って、ユーザは所定の相
手に対して所定時間に電話することを予定している場合に、忘れることなくダイヤルが実
行される。
【００２９】
　また、上記呼制御サーバは、当該呼制御サーバの接続網とは異なる他の接続網内の電話
機に対しても作動する、という構成にすると望ましい。これにより、ＩＰ電話と固定電話
、あるいは、固定電話同士などの代理ダイヤルをも実現することができ、ユーザの所在地
や相手先の電話機によらずに利用することができ、よりユーザの利便性の向上を図ること
ができる。
【００３０】
　さらに、本発明では、上記代理ダイヤルシステムを構成する代理ダイヤルサーバ、携帯
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電話、これらの動作を制御するプログラム、これらを用いて実現される方法の発明も提供
している。
【００３１】
　そして、上述した本発明である代理ダイヤルサーバは、携帯端末にネットワークを介し
て接続されると共に、電話機に対する呼制御及び電話機間の接続制御を行う呼制御サーバ
に接続された代理ダイヤルサーバであって、前記携帯端末に予め登録された電話番号から
選択され前記携帯端末とは異なる発信電話機を特定する発信電話機情報と着信電話機を特
定する着信電話機情報とを含む代理ダイヤル要求情報を受け付ける代理ダイヤル要求受付
機能を備えると共に、前記受け付けた前記代理ダイヤル要求情報にて特定される前記発信
電話機と前記着信電話機とを呼び出し、これら電話機間を通話可能に接続するよう前記呼
制御サーバに要求する電話機接続要求機能を備えたという構成を採っている。
 
【００３２】
　また、上記構成に加えて、
　代理ダイヤル要求受付機能にて受け付ける代理ダイヤル要求情報内の発信電話機情報は
、携帯端末に予め登録された複数の発信電話機の電話番号の中から選択された電話番号で
ある、という構成にしてもよい。
【００３３】
　また、上記構成に加え、
　予め携帯端末の識別情報に関連付けて登録された発信電話機の電話番号である発信電話
機登録情報を記憶すると共に、
　代理ダイヤル要求受付機能は、携帯端末から当該携帯端末を特定する予め定められた識
別情報を代理ダイヤル要求情報内の発信電話機情報として受け付けると共に、
　電話機接続要求機能は、携帯端末から受け付けた識別情報と発信電話機登録情報とに基
づいて発信電話機を特定して作動する、という構成にしてもよい。
【００３４】
　また、上記構成に加え、
　予め携帯端末の位置に応じて登録された発信電話機の電話番号である発信電話機登録情
報を記憶すると共に、
　代理ダイヤル要求受付機能は、携帯端末から当該携帯端末の現在位置を表す位置情報を
代理ダイヤル要求情報内の発信電話機情報として受け付けると共に、
　電話機接続要求機能は、携帯端末から受け付けた位置情報と発信電話機登録情報とに基
づいて発信電話機を特定して作動する、という構成にしてもよい。
【００３５】
　また、上記構成に加え、
　携帯端末を所有するユーザの時間毎の位置情報を含むスケジュールが携帯端末の識別情
報を用いて区別されて登録されたスケジュール管理サーバにアクセス可能なよう接続され
ると共に、
　予め携帯端末の位置に応じて登録された発信電話機の電話番号である発信電話機登録情
報を記憶し、
　代理ダイヤル要求受付機能は、携帯端末から当該携帯端末を特定する予め定められた識
別情報を代理ダイヤル要求情報内の発信電話機情報として受け付け、
　電話機接続要求機能は、スケジュール管理サーバにアクセスして携帯端末から送信され
た識別情報に基づいて当該携帯端末の位置情報を取得すると共に、当該位置情報と発信電
話機登録情報とに基づいて発信電話機を特定して作動する、という構成にしてもよい。
【００３６】
　また、上記構成に加え、代理ダイヤル要求受付機能は、携帯端末から前記代理ダイヤル
要求情報と共に代理ダイヤルを行うことを希望する時間を指定する時間指定情報を受け付
け、
　電話機接続要求機能は、時間指定情報にて特定された時間に作動する、という構成にし
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てもよい。
【００３７】
　そして、上述した本発明であるプログラムは、代理ダイヤルサーバに上記諸機能を実現
するためのプログラムである。
【００３８】
　また、上述した本発明である携帯電話は、登録された電話番号を記憶すると共に、この
記憶された電話番号から電話番号を選択することによって発信することが可能な携帯電話
であって、この携帯電話にネットワークを介して接続されると共に電話機に対する呼制御
及び電話機間の接続制御を行う呼制御サーバに接続された代理ダイヤルサーバに対して、
前記記憶された電話番号の中から選択され前記携帯端末とは異なる発信電話機を特定する
発信電話機情報と着信電話機を特定する着信電話機情報とを含む代理ダイヤル要求情報を
送信する代理ダイヤル要求機能を備え、この代理ダイヤル要求情報は、前記代理ダイヤル
サーバに、当該代理ダイヤル要求情報に基づいて前記発信電話機と前記着信電話機とを呼
び出してこれら電話機間を通話可能に接続するよう前記呼制御サーバに対して要求させる
ための情報である、という構成を採っている。
 
【００３９】
　また、上記構成に加え、代理ダイヤル要求機能は、携帯端末に予め登録された発信電話
機の電話番号を発信電話機情報として代理ダイヤルサーバに送信する、という構成にして
もよく、携帯端末に予め登録された複数の発信電話機の電話番号の中から選択された電話
番号を発信電話機情報として代理ダイヤルサーバに送信する、という構成にしてもよい。
さらには、発信電話機情報として電話帳情報の中から選択された電話番号を代理ダイヤル
サーバに送信する機能を有する、という構成にしてもよい。
【００４０】
　また、上記構成に加え、
　携帯電話を特定する予め定められた識別情報を記憶すると共に、
　代理ダイヤル要求機能は、発信電話機情報として識別情報を代理ダイヤルサーバに送信
する機能を有し、
　代理ダイヤル要求情報は、代理ダイヤルサーバに、当該代理ダイヤル要求情報に含まれ
る識別情報に基づいて発信電話機を特定させて作動させるための情報である、という構成
にしてもよい。
【００４１】
　また、上記構成に加え、
　携帯電話の現在位置を検出する位置情報検出手段を有すると共に、
　代理ダイヤル要求機能は、発信電話機情報として位置情報検出手段にて検出した位置情
報を代理ダイヤルサーバに送信する機能を有し、
　代理ダイヤル要求情報は、代理ダイヤルサーバに、当該代理ダイヤル要求情報に含まれ
る位置情報に基づいて発信電話機を特定させて作動させるための情報である、という構成
にしてもよい。
【００４２】
　また、上記同様に携帯電話の位置情報を用いる構成として、
　携帯電話の現在位置を検出する位置情報検出手段を有すると共に、予め携帯電話の位置
に応じて登録された発信電話機の電話番号である発信電話機登録情報を記憶し、
　代理ダイヤル要求機能は、位置情報検出手段にて検出した位置情報と発信電話機登録情
報とに基づいて発信電話機の電話番号を特定して、発信電話機情報として代理ダイヤルサ
ーバに送信する、という構成にしてもよい。
【００４３】
　このとき、代理ダイヤル要求機能は、位置情報検出手段にて検出した位置情報に対応す
る発信電話機の電話番号が発信電話機登録情報内に存在しない場合に、当該携帯電話から
着信電話機に対して通常発信を行う機能を有する、という構成にしてもよい。
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【００４４】
　また、上記構成に加え、
　携帯電話を特定する予め定められた識別情報を記憶すると共に、
　代理ダイヤル要求機能は、発信電話機情報として識別情報を代理ダイヤルサーバに送信
する機能を有し、
　代理ダイヤル要求情報は、代理ダイヤルサーバに、当該代理ダイヤル要求情報に含まれ
る識別情報に基づいて、携帯電話を所有するユーザの時間毎における位置情報を含むスケ
ジュールが携帯電話の識別情報を用いて区別されて登録されたスケジュール管理サーバに
アクセスして当該携帯電話の位置情報を取得すると共に、当該位置情報に基づいて発信電
話機を特定して作動させるための情報である、という構成にしてもよい。
【００４５】
　そして、上述した本発明であるプログラムは、携帯電話に上記諸機能を実現するための
プログラムである。
【００４６】
　また、上述した本発明である代理ダイヤル方法は、登録された電話番号を記憶する携帯
端末と、この携帯端末からネットワークを介して接続されると共に、電話機に対する呼制
御及び電話機間の接続制御を行う呼制御サーバに接続された代理ダイヤルサーバと、を用
いて、他の電話機間の呼び出し及び接続を行う代理ダイヤル方法であって、前記携帯端末
から電話番号を選択して着信電話機情報とする着信電話機選択工程と、前記着信電話機情
報と前記携帯端末から選択され前記携帯端末とは異なる発信電話機を特定する発信電話機
情報とを含む代理ダイヤル要求情報を前記携帯端末から前記代理ダイヤルサーバに送信す
る代理ダイヤル要求工程と、を有すると共に、前記代理ダイヤルサーバが、前記携帯端末
から送信された前記代理ダイヤル要求情報にて特定される前記発信電話機と前記着信電話
機とを呼び出し、これら電話機間を通話可能に接続するよう前記呼制御サーバに要求する
電話機接続要求工程を有する、という構成を採っている。
【００４７】
　このとき、上記代理ダイヤル要求工程は、携帯端末に予め登録された発信電話機の電話
番号を発信電話機情報として代理ダイヤルサーバに送信するよう作動してもよい。
【００４８】
　また、上記構成に加え、
　代理ダイヤル要求工程の前に、携帯端末を用いて当該携帯端末に予め登録された複数の
発信電話機の電話番号の中（例えば、電話帳情報の中）から選択された電話番号を発信電
話機情報とする発信電話機選択工程を有する、という構成にしてもよい。
【００４９】
　また、上記構成に加え、
　代理ダイヤル要求工程は、携帯端末を特定する予め記憶された識別情報を発信電話機情
報として代理ダイヤルサーバに送信し、
　電話機接続要求工程は、携帯端末から送信された識別情報と、予め携帯端末の識別情報
に関連付けて記録された発信電話機の電話番号である発信電話機登録情報と、に基づいて
発信電話機を特定して作動する、という構成にしてもよい。
【００５０】
　また、上記構成に加え、
　代理ダイヤル要求工程は、携帯端末に備えられた現在位置を検出する位置情報検出手段
にて検出した位置情報を代理ダイヤルサーバに送信し、
　電話機接続要求工程は、携帯端末から送信された位置情報と、予め携帯端末の位置に応
じて登録された発信電話機の電話番号である発信電話機登録情報と、に基づいて発信電話
機を特定して作動する、という構成にしてもよい。
【００５１】
　また、上記構成に加え、
　代理ダイヤル要求工程は、携帯端末を特定する予め記憶された識別情報を発信電話機情
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報として代理ダイヤルサーバに送信し、
　電話機接続要求工程は、携帯端末を所有するユーザの時間毎の位置情報を含むスケジュ
ールが携帯端末の識別情報を用いて区別されて登録されたスケジュール管理サーバにアク
セスして、当該スケジュール管理サーバから携帯端末にて送信された識別情報に基づいて
当該携帯端末の位置情報を取得すると共に、当該位置情報と、予め携帯端末の位置に応じ
て登録された発信電話機の電話番号である発信電話機登録情報と、に基づいて発信電話機
を特定して作動する、という構成にしてもよい。
【００５２】
　以上のように、代理ダイヤルサーバ、携帯電話、プログラム、方法の発明を上述した構
成にすることにより、上記代理ダイヤルシステムと同様に作用し、上記目的を達成するこ
とができる。
【発明の効果】
【００５３】
　本発明は、以上のように構成され機能するので、これによると、携帯端末のユーザは、
自己の端末の電話帳情報の中から着信先を選択することで、別の電話機から着信電話機に
対して発信することができるため、ダイヤルの際に着信電話機の電話番号をダイヤルする
必要がなく呼び出し操作が容易となり、かつ、着信電話機の種類に応じて通話料が低廉と
なる発信電話機を選択することができるため、ユーザの利便性の向上を図ることができる
と共に、通話コストの軽減を図ることができる、という従来にない優れた効果を有する。
また、固定電話事業者にとっては、自網からの発信機会の増加を図ることができ、徴収通
信料の増加を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５４】
　本発明である代理ダイヤルシステムは、携帯電話に標準的に備えられている電話帳情報
を用いて、所定の電話番号情報を選択するという簡易な操作で別の電話機（発信電話機）
からさらに別の電話機（着信電話機）にダイヤルする、ということを可能とすることに特
徴を有する。具体的には、携帯端末から発信電話機を特定する情報と電話帳情報の中から
選択した着信電話機を特定する情報とを代理ダイヤルサーバに送信し、これに基づいて代
理ダイヤルサーバが、主にＩＰ電話の呼制御及び接続制御を行う呼制御サーバの一例であ
るＳＩＰサーバに対して発信及び着信電話機の接続を実現するよう要求するよう作動する
。これにより、ユーザは通話料の低廉な電話機同士の通話を行うことができ、また、発信
操作が容易となり、さらには、ダイヤルすることがないため誤操作による間違い電話の防
止をも図ることができる。このとき、発信電話機の特定は、電話帳情報から選択したり、
携帯端末の位置に応じてその近くに位置する他の電話機とするなど、種々の構成が考えら
れる。以下、各実施例を参照して詳細に説明する。
【実施例１】
【００５５】
　本発明の第１の実施例を、図１乃至図９を参照して説明する。図１は、本システムの全
体構成の概略を示すブロック図である。図２乃至図３は、携帯電話の画面表示例を示す説
明図である。図４は、代理ダイヤルサーバの構成を示す機能ブロック図である。図５は、
携帯電話の動作を示すフローチャートである。図６は、代理ダイヤルサーバの動作を示す
フローチャートである。図７は、システム全体の動作を示すシーケンス図である。図８乃
至図９は、代理ダイヤルの動作を説明する説明図である。
【００５６】
　＜全体構成＞
　本発明である代理ダイヤルシステムの全体構成を、図１を参照して説明する。まず、代
理ダイヤルシステムは、電話番号が登録されており当該電話番号を選択することで発信す
ることが可能な電話帳情報を記憶する携帯電話１と、この携帯電話１からパケット網Ｎ１
(ネットワーク)を介して接続されると共に電話機に対する呼制御及び電話機間の接続制御
を行うＳＩＰサーバ３１に接続された代理ダイヤルサーバ２と、により構成されている。
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【００５７】
　そして、代理ダイヤルサーバ２はＩＰ網Ｎ２内に設置されており、上記携帯電話１から
パケット網Ｎ１を介してデータの送受信が可能である。また、ＩＰ網Ｎ２内にはＩＰ電話
網３が構築されており、このＩＰ電話網３内に、代理ダイヤルサーバ２に接続された上記
ＳＩＰサーバ３１、Ｍｅｄｉａサーバ３２、及び、ＰＳＴＮＧＷ３３が設置されている。
そして、ＩＰ電話網３には複数のＩＰ電話４（ＩＰ電話Ａ（４１）等）が接続されている
。ここで、ＩＰ電話網３内のＳＩＰサーバ３１は、ＩＰ電話４に対して呼制御及びＩＰ電
話機同士の接続制御を行う機能を有し、一般的なＩＰ電話システムにて利用されるＳＩＰ
（Session Initiation Protocol）サーバである。また、Ｍｅｄｉａサーバ３２は、ＳＩ
Ｐサーバ３１が呼び出した電話機に接続され当該電話機に対して音声応答をするサーバで
ある。また、ＰＳＴＮＧＷ３３は、ＩＰ網Ｎ２と一般加入電話網Ｎ３（ＰＳＴＮ）との接
続を可能とするゲートウェイである。そして、ＰＳＴＮＧＷ３３の外部には、一般加入電
話網Ｎ３が接続されており、交換機６を介して加入電話５（加入電話Ｄ（５１）等）が接
続されている。なお、上記ＳＩＰサーバ３１の替わりに、ＳＩＰプロトコル以外のプロト
コルにて電話機に対する呼制御を行う他の呼制御サーバを用いてもよい。次に、代理ダイ
ヤルシステムを構成する上述した携帯電話１、及び、代理ダイヤルサーバ２について詳述
する。
【００５８】
　＜携帯電話＞
　携帯電話１は、ＧＳＭ方式やｃｄｍａＯｎｅ方式などの各種携帯電話やＰＨＳなどの一
般的な携帯電話である。そして、少なくともユーザの名前と電話番号を記憶し、検索可能
な電話帳情報を記憶している。携帯電話１の表示画面に電話帳の一画面を表示したときの
様子を図２に示す。
【００５９】
　そして、本実施例における携帯電話１は、電話帳情報の中の電話番号（ダイヤル先）を
、代理ダイヤルする際における発信電話機の電話番号、及び、着信電話機の電話番号とし
て選択することが可能である。すなわち、携帯電話１から直接ダイヤルするのではなく、
後述するように、代理ダイヤルサーバ２を介して通話可能なようダイヤルしてもらう電話
機として、発信電話機と着信電話機とを電話帳情報の中から選択する機能を有する。そし
て、選択した発信電話機の電話番号と着信電話機の電話番号とに代理ダイヤルを依頼する
情報を含めて代理ダイヤル要求情報として、ＨＴＴＰプロトコルなどによりパケット網Ｎ
１を介して代理ダイヤルサーバに送信して代理ダイヤルを要求する代理ダイヤル要求機能
を有している。
【００６０】
　ここで、ユーザによる代理ダイヤルを行う際の携帯電話１の操作例を、図２乃至図３を
参照して説明する。まず、図２に示すように電話帳表示画面にてユーザがあるダイヤル先
を選択し（この図において網掛け部分「２．いいい・・・」を選択）、「代理」ボタンＢ
１を選択する。すると、図３（１）に示す画面となり、選択した「いいい」を発信電話と
するか、着信電話とするか、を指定する。ここで、「発信電話」を選択すると、図３（２
）に示すように再度電話帳画面となり、着信電話となる別のダイヤル先を選択する（例え
ば、「ううう」を選択）。選択後は図３（３）に示すように、図３（１）と同じ画面とな
り、このときに「着信電話」を指定することで、図３（６）に示すように、選択された代
理ダイヤルを要求する発信電話機「いいい」と着信電話機「ううう」とが表示され、確認
して「ＯＫ」ボタンを選択することで、かかる情報が代理ダイヤルサーバ２へと送信され
る。なお、この情報と共に、代理ダイヤルを要求する情報も送信され、さらには、携帯電
話１に予め記憶されている携帯電話固有の情報であるＩＤも送信される。ここで、携帯電
話固有の情報であるユーザＩＤは、携帯電話１の電話番号など、携帯電話自身を特定でき
る識別情報である。
【００６１】
　また、代理ダイヤルの際における発信電話機は、上述したように必ずしも電話帳の中か
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ら選択しなければならないわけではない。例えば、最初に選択したダイヤル先を図３（１
）に示す画面にて「着信電話」として指定した場合には、図３（４）に示すような発信電
話を選択すべき画面が表示され、予め携帯電話に登録した「登録先情報」から選択するこ
とも可能である。例えば、「登録先情報」には、図３（５）に示すように、自宅の固定電
話や、会社のユーザ自身のデスクに設置されている電話、あるいは、会社の会議室に設置
されている電話、などの電話番号が登録されており、これらのうち１つを選択することで
、選択された電話番号が発信電話機を特定する情報として代理ダイヤルサーバ２に送信さ
れる。なお、図３（４）に示す画面において、「１．電話帳から」を選択すると、上述し
たように再度電話帳の画面が表示され、当該電話帳から発信電話機を選択する。また、そ
の他の選択枝については、以下に説明する他の実施例にて説明する。
【００６２】
　そして、例えばユーザは、電話をかけたい相手の電話の種別に併せて、代理ダイヤルを
利用するか否かを決定する。例えば、通話したい相手が「Ｂ」という箇所に居て、ＩＰ電
話Ｂ（４２）を利用可能である場合には、電話をかけるユーザもＩＰ電話を利用した方が
料金は安くなり、場合によっては無料となる。従って、ユーザが現在ＩＰ電話機４を利用
できる場所、例えば、「Ａ」という箇所に居る場合には、発信電話機としてＩＰ電話Ａ（
４１）を利用した方が有利である。このため、かるる状況下では、ユーザは上述した操作
をすることにより、発信電話機をＩＰ電話Ａ（４１）に、着信電話機をＩＰ電話Ｂ（４２
）に指定して、代理ダイヤルを要求するとよい。
【００６３】
　ここで、上述した発信電話機の選択画面は、図３（５）に示す表示画面であることに限
定されない。例えば、自分の所有する携帯電話、自宅の電話、実家の電話、会社の電話な
ど、発信電話機として選択可能な電話機の電話番号が上述したように携帯電話内に予め記
憶されており、かかる電話を選択する画面がプルダウンメニューにて表示され、この中か
ら選択する、という構成であってもよい。
【００６４】
　また、発信電話機を特定する操作を行わなくても、自動的に特定されるという構成であ
ってもよい。例えば、デフォルト設定として、予めユーザが常に自宅の電話機を発信電話
機として使用することを携帯電話に設定しておく。すると、代理ダイヤル要求時には、携
帯電話にて、予め登録されている発信電話機（自宅の電話）の電話番号が自動的に発信電
話機情報として読み出されて代理ダイヤルサーバ２に送信される。
【００６５】
　＜代理ダイヤルサーバ＞
　次に、代理ダイヤルサーバ２について図４を参照して説明する。代理ダイヤルサーバ２
は演算装置であるＣＰＵ（２Ａ）と、記憶装置であるメモリ（２Ｂ）とを備え、ＩＰ網Ｎ
２内に設置された一般的なサーバコンピュータである。そして、この代理ダイヤルサーバ
２のＣＰＵ（２Ａ）には、代理ダイヤルを実現するためのプログラムが組み込まれること
で、携帯電話１から送信された上記代理ダイヤル要求情報を受け取る代理ダイヤル要求受
付部２１（代理ダイヤル要求受付機能）と、受け取った代理ダイヤル要求情報に含まれる
携帯電話１のＩＤを抽出してメモリに予め記憶されている登録ユーザデータ記憶部２４内
に登録されているか否かを調べるユーザ認証部２２と、ユーザ認証が成功した場合に代理
ダイヤル要求情報に含まれる発信電話機と着信電話機との各電話番号に基づいて代理ダイ
ヤルを実行するようＩＰ電話網３内のＳＩＰサーバ３１に要求する代理ダイヤル実行指令
部２３（電話機接続要求機能）と、が構築される。
【００６６】
　この代理ダイヤル実行指令部２３は、発信電話機と着信電話機とを呼び出し、これら電
話機間を通話可能に接続するようＳＩＰサーバ３１及びＩＰ電話網３内の各サーバ（Ｍｅ
ｄｉａサーバ３２等）に対して制御指令を発して、発信電話機と着信電話機との通話を実
現する。例えば、まず、ＳＩＰサーバ３１に対して発信電話機の電話番号先に発呼を行う
よう指示する。これに対して携帯電話１のユーザが発信電話機の受話器を取ると、発信電
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話機をＭｅｄｉａサーバ３２に接続し、着信電話機を呼び出し中である旨の音声応答を流
す。次に、ＳＩＰサーバ３１に対して着信電話機の電話番号先に発呼を行うよう指示する
。そして、着信電話機の受話器が取られ応答があると、発信電話機からＭｅｄｉａサーバ
３２を切断し、代わりに、発信電話機に着信電話機を接続するよう指示を出し、両電話間
にて通話可能なよう接続する。
【００６７】
　＜動作＞
　次に、上記構成の代理ダイヤルシステムの動作を、図５乃至図９を参照して説明する。
図５は携帯電話１の動作を示し、図６は代理ダイヤルサーバ２の動作を示す。図７はシス
テム全体の動作を示す。また、図８乃至図９は、代理ダイヤルの動作を示す模式図であり
、特に、図８は、発信電話機をＩＰ電話機Ａ（４１）とし、着信電話機をＩＰ電話機Ｂ４
２としたときの代理ダイヤルの様子を示す図である。
【００６８】
　はじめに図８の例を説明する。この図では、携帯電話１を有するユーザが「Ａ」という
場所に居て、当該「Ａ」に設置されているＩＰ電話４１から、「Ｂ」という場所に設置さ
れているＩＰ電話４２にダイヤルする場合を想定する。
【００６９】
　まず、図５を参照して、代理ダイヤル要求を行う携帯電話１の動作を説明する。携帯電
話１のユーザは、自身の電話帳を携帯電話画面上に表示し（ステップＳ１、図２参照）、
この中から発信電話として使用する「Ａ」箇所に設置されたＩＰ電話４１の電話番号を選
択する（ステップＳ２にて肯定判断）。そして、図２に示す画面上において、「代理ダイ
ヤル」を指定するボタン（ボタンＢ１）を選択すると（ステップＳ３にて肯定判断）、こ
の選択された電話番号（電話先）が発信電話のものか、あるいは、着信電話のものか、と
いうことが問われ（ステップＳ４、図３（１）参照）、発信電話機であることを選択する
ことで選択した電話番号が発信電話機情報として決定される（ステップＳ４にて肯定判断
後にステップＳ５、発信電話機選択工程）。なお、電話帳画面にて電話番号を選択し、図
２に示す発信ボタンＢ３を選択すると、通常の発信処理が行われ、携帯電話１から選択し
た電話番号への発信が行われる（ステップＳ３にて否定判断後、ステップＳ１０）。
【００７０】
　続いて、再び電話帳画面が表示され（ステップＳ１）、この中から今度は着信電話機と
なる「Ｂ」箇所に設置されたＩＰ電話４２の電話番号を選択する（ステップＳ２にて肯定
判断）。そして、上記同様に代理ダイヤルボタンＢ１を選択し（ステップＳ３にて肯定判
断）、今度は着信電話機であることを選択することで（ステップＳ４にて否定判断）、か
かる電話番号が着信電話機情報として決定される（ステップＳ６、着信電話機選択工程）
。
【００７１】
　そして、上述したように既に発信電話機が決定されている場合には（ステップＳ７）、
携帯電話１の電話番号などの識別情報（ＩＤ）を当該携帯電話１内から読み出して、これ
を上記発信電話機情報及び着信電話機情報に加えて、代理ダイヤル要求情報としてＨＴＴ
Ｐにて代理ダイヤルサーバ２に送信する（ステップＳ９、代理ダイヤル要求工程）。その
様子を、図８の矢印（１）に示す。
【００７２】
　ここで、仮にユーザが電話帳から発信電話機を選択しなかった場合には、予め携帯電話
１内に登録された発信電話機の電話番号を選択することも可能である（ステップＳ７にて
否定判断の後、ステップＳ８）。例えば、図３（５）に示す画面表示の中から選択するこ
とで、当該選択された箇所に設置された電話機の電話番号が発信電話機情報として代理ダ
イヤルサーバ２に送信される（ステップＳ９）。
【００７３】
　次に、図６を参照して、代理ダイヤルサーバ２の動作を説明する。なお、予め代理ダイ
ヤルサーバ２には、代理ダイヤルシステムを利用するユーザから登録要求を受け、例えば
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、当該ユーザの利用する携帯電話１の電話番号を識別情報（ＩＤ）として記憶しておく。
【００７４】
　代理ダイヤルサーバ２が携帯電話１から代理ダイヤル要求情報を受け付けると（ステッ
プＳ２１、代理ダイヤル要求受付工程）、当該代理ダイヤル情報内からＩＤを抽出する（
ステップＳ２２）。そして、これを代理ダイヤルサーバ２に予め登録されているＩＤと比
較してユーザ認証を行う（ステップＳ２３）。
【００７５】
　このとき、ユーザ登録されていないユーザである場合には（ステップＳ２４にて否定判
断）、システム利用不可を通知する情報を携帯電話１に対して送信する（ステップＳ２７
）。一方、ユーザ登録されている場合には（ステップＳ２４にて肯定判断）、システム利
用可能ユーザからの要求であるとして、代理ダイヤル要求情報から発信電話機と着信電話
機の電話番号を抽出し（ステップＳ２５）、代理ダイヤルを実行すべく、ネットワークを
介して接続されたＩＰ電話網３内のＳＩＰサーバ３１に対して代理ダイヤル実行指示を行
う（ステップＳ２６、電話機接続要求工程、図８の矢印（２）参照）。
【００７６】
　次に、図７を参照して、代理ダイヤルサーバ２の指示に基づくＳＩＰサーバ３１等によ
る代理ダイヤル処理の動作について説明する。まず、上述したように、携帯電話１から代
理ダイヤルサーバ２に対して代理ダイヤル要求があると（ステップＳ３１）、代理ダイヤ
ルサーバ２ではユーザ認証を行い（ステップＳ３２）、登録ユーザからの要求に応じて代
理ダイヤル処理を行う。
【００７７】
　具体的には、代理ダイヤルサーバ２は、まず、ＳＩＰサーバ３１に対して発信電話機の
電話番号を知らせ、呼び出し指示を出す（ステップＳ３３）。これに応じて、ＳＩＰサー
バ３１は発信電話機として選択された場所「Ａ」に設置されたＩＰ電話機４１を呼び出し
（ステップＳ３４、図８の矢印（３）参照）、当該ＩＰ電話機４１の受話器を携帯電話１
のユーザが取ることにより応答すると（ステップＳ３５）、これを認識したＳＩＰサーバ
３１はその旨を代理ダイヤルサーバ２及びＭｅｄｉａサーバ３２に通知する。すると、こ
のＩＰ電話機４１はＭｅｄｉａサーバ３２に接続された状態となり、着信電話機である場
所「Ｂ」に設置されたＩＰ電話機４２を呼び出し中であることを表す保留音が流され（ス
テップＳ３７、図８の矢印（４）参照）、ユーザは受話器から保留音を聞いた状態で待つ
こととなる。
【００７８】
　その後、代理ダイヤルサーバ２は、ＳＩＰサーバ３１に対して着信電話機である場所「
Ｂ」に設置されたＩＰ電話機４２を呼び出す指示を出し（ステップＳ３８）、これに応じ
てＳＩＰサーバ３１はＩＰ電話４２を呼び出す（ステップＳ３９、図８の矢印（５）参照
）。これに対して着信側のＩＰ電話４２の応答があると（ステップＳ４０）、これを認識
したＳＩＰサーバ３１は代理ダイヤルサーバ２とＭｅｄｉａサーバ３２に通知する（ステ
ップＳ４１）。すると、代理ダイヤルサーバ２は、ＳＩＰサーバ３１に対して、ＩＰ電話
機４１，４２同士を接続する指示を出し（ステップＳ４２）、これに応じて、ＳＩＰサー
バ３１の指示により（ステップＳ４３）、場所「Ａ」のＩＰ電話機４１はＭｅｄｉａサー
バ３２から切断され（ステップＳ４４）、換わりに、場所「Ｂ」のＩＰ電話機４２に接続
され、これにより、両ＩＰ電話機４１，４２同士での通話が可能となる（ステップＳ４５
，Ｓ４６、図８の点線矢印及び矢印（６）参照）。
【００７９】
　このようにすることで、まず、携帯電話１のユーザは、自己の携帯電話１の電話帳情報
の中から使用する電話機と通話先を選択することで、別の電話機である場所「Ａ」のＩＰ
電話機４１から着信電話機である場所「Ｂ」のＩＰ電話機４２に対して発信することがで
きるため、その際に着信電話機の電話番号をダイヤルする必要が無く、非常に便利である
。また、このような利便性を享受しつつ、ＩＰ電話同士での通話が可能となり、通話コス
トの低下を図ることができる。
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【００８０】
　ここで、図８を参照して説明した上記動作例では、ＩＰ電話機同士での通話を行う場合
の代理ダイヤル処理を説明したが、図９に示すように、他の種類の電話機同士の通話を可
能とする代理ダイヤル処理をも実現可能である。図９に示す例は、ＩＰ電話機から一般加
入電話機に対して代理ダイヤルする例を示したものである。例えば、携帯電話１のユーザ
が場所「Ａ」に居て、場所「Ｄ」に居る他のユーザと通話しようとした場合に、当該場所
「Ｄ」には一般加入電話が設置されており、携帯電話よりもＩＰ電話を利用してダイヤル
した方が通話料が安い、という場合に有効である。
【００８１】
　このような状況においても、携帯電話１にて発信電話機であるＩＰ電話機４１の電話番
号と着信電話機である加入電話機５１の電話番号とを、代理ダイヤル要求情報として代理
ダイヤルサーバ２に送信することで（図９の矢印（１）参照）、上述同様に代理ダイヤル
サーバ２の指示により（図９の矢印（２）参照）、ＩＰサーバ３１等の作用により代理ダ
イヤルが実現される。すなわち、まず、ＳＩＰサーバ３１はＩＰ電話機４１を呼び出し（
図９の矢印（３）参照）、このＩＰ電話機４１をＭｅｄｉａサーバ３２に接続する（図９
の矢印（４）参照）。その後、ＳＩＰサーバ３１は、ＰＳＴＮＧＷ３３を介して加入電話
機５１を呼び出し（図９の矢印（５）参照）、かかる呼び出しに対する応答があると、Ｉ
Ｐ電話機４１はＭｅｄｉａサーバ３２から切断され、換わりに、加入電話機５１に接続さ
れ、これにより、両電話機４１，５１同士での通話が可能となる（図９の点線矢印及び矢
印（６）参照）。なお、かかる場合には、両電話機４１，５１はもちろん、ＰＳＴＮＧＷ
３３を介して接続された状態となっている。
【００８２】
　そして、同様に、図示しない他の電話回線網に接続された電話機に対する代理ダイヤル
も可能である。例えば、一般加入電話同士の通話や、携帯電話１とは異なる他の種別の携
帯電話１同士の通話、ＰＨＳ同士の通話なども可能である。また、代理ダイヤルを要求す
る携帯電話１は、通信モデムなどの通信機能を装着、あるいは、内蔵し、上述した電話帳
データを記憶したＰＤＡなどの携帯型情報処理端末であってもよい。
【実施例２】
【００８３】
　次に、本発明の第２の実施例を、図１０乃至１１を参照して説明する。図１０は、本実
施例における代理ダイヤルサーバ１２０の構成を示す機能ブロック図である。図１１は、
本実施例における代理ダイヤルサーバ１２０の動作を示すフローチャートである。
【００８４】
　＜構成＞
　本実施例における代理ダイヤルシステムでは、携帯電話１のユーザが代理ダイヤルを利
用する際に発信電話機を特定する方法が上記実施例１の場合と異なる。具体的には、ユー
ザは電話帳情報の中から発信電話機を選択するのではなく、予めユーザが利用する発信電
話機の電話番号を代理ダイヤルサーバ１２０に登録しておき、当該代理ダイヤルサーバ１
２０に代理ダイヤルを要求すべくアクセスした際に携帯電話１の識別情報を送信し、これ
により発信電話機を特定する、と言う方法を採っている。以下、その構成について詳述す
る。
【００８５】
　携帯電話１は、基本的には実施例１に示すものとほぼ同様の構成を採っている。そして
、上述した代理ダイヤル要求機能は、予め携帯電話１に記憶されている当該携帯電話１の
電話番号などの識別情報であるＩＤを、代理ダイヤル要求情報として代理ダイヤルサーバ
２に送信する。すなわち、代理ダイヤル要求情報は、携帯電話１のＩＤと、電話帳から選
択した着信電話機の電話番号と、からなる。
【００８６】
　そして、携帯電話１のＩＤは、例えば、発信電話機を特定していないにも関わらず代理
ダイヤル要求情報を送信するよう操作されたときに、自動的に代理ダイヤル要求情報に付
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加されて送信される。
【００８７】
　また、本実施例における代理ダイヤルサーバ１２０は、基本的には実施例１に示すもの
とほぼ同様の構成を採っている。例えば、図１０に示す各処理部のうち、代理ダイヤル要
求受付部１２１、ユーザ認証部１２２、代理ダイヤル実行指令部１２４は、上述した同様
の各処理部とほぼ同様の構成である。そして、本実施例における代理ダイヤルサーバ１２
０のＣＰＵ１２０Ａには、さらに、携帯端末１から送信された識別情報に基づいて発信電
話機の電話番号を特定する発信電話特定部１２３（発信電話機特定機能）が、所定のプロ
グラムが組み込まれることで構築されている。そして、これに伴い、代理ダイヤルサーバ
１２０のメモリ１２０Ｂには、予め携帯電話１の識別情報（ＩＤ）に関連付けて登録され
た発信電話機の電話番号である発信電話データ（発信電話機登録情報）を記憶する発信電
話機データ記憶部１２６が形成されている。これにより、受信した携帯電話１のＩＤと、
メモリ１２０Ｂ内の発信電話データとを調べることで、代理ダイヤルサーバ１２０は携帯
電話１が発信電話機として用いる電話機の電話番号を特定することができる。
【００８８】
　＜動作＞
　ここで、上述した構成の代理ダイヤルサーバ１２０の動作について、図１１を参照して
説明する。まず、携帯電話１のユーザが自宅のＩＰ電話機など発信電話機として必ず使用
する電話機の電話番号を、当該携帯電話１のＩＤに関連付けて発信電話データとして予め
代理ダイヤルサーバ１２０に登録しておく（図１１のフローチャートに図示せず）。そし
て、携帯電話１では、電話帳の中から着信電話機のみを選択し、携帯電話１のＩＤを着信
電話機情報と共に代理ダイヤル要求情報に含めて送信する。
【００８９】
　そして、代理ダイヤルサーバ２が携帯電話１から代理ダイヤル要求情報を受け付けると
（ステップＳ１０１）、当該代理ダイヤル情報内からＩＤを抽出し（ステップＳ１０２）
、ユーザ認証を行う（ステップＳ１０３）。このとき、ユーザ登録されていないユーザで
ある場合には（ステップＳ１０３にて否定判断）、システム利用不可を通知する情報を携
帯電話１に対して送信する（ステップＳ１０７）。
【００９０】
　続いて、ユーザ登録されているユーザからの代理ダイヤル要求である場合には（ステッ
プＳ１０３にて肯定判断）、代理ダイヤル要求情報からユーザ認証時に抽出したＩＤに対
応する発信電話機の電話番号が発信電話データ記憶部１２６内に存在するか否かを調べ、
存在する場合には、かかる電話機を発信電話機として特定し、その登録されている電話番
号を読み出す（ステップＳ１０４）。また、着信電話機の電話番号は、代理ダイヤル要求
情報から抽出する（ステップＳ１０５）。このようにして特定された発信電話機及び着信
電話機の電話番号に基づいて、ネットワークを介して接続されたＩＰ電話網３内のＳＩＰ
サーバ３１に対して代理ダイヤル実行指示を行う（ステップＳ１０６）。その後のＳＩＰ
サーバ３１の動作や代理ダイヤルの呼び出し、接続処理は、上述したものと同様である。
【００９１】
　このようにすることで、ユーザが代理ダイヤルシステムを利用する際に使用する発信電
話機が決まっている場合には、予めその電話機の電話番号を携帯端末のＩＤに関連付けて
代理ダイヤルサーバ１２０に登録しておくことにより、ユーザは代理ダイヤル要求を行う
際に発信電話機を特定する操作を行う必要がなく、簡易な操作にて代理ダイヤルを行うこ
とができる。これにより、利便性及び操作性の向上を図ることができる。
【実施例３】
【００９２】
　次に、本発明の第３の実施例を、図１２乃至１４を参照して説明する。図１２は、本実
施例における代理ダイヤルサーバ２２０の構成を示す機能ブロック図である。図１３は、
本実施例における携帯電話１の動作を示すフローチャートである。図１４は、本実施例に
おける代理ダイヤルサーバ２２０の動作を示すフローチャートである。
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【００９３】
　＜構成＞
　本実施例における代理ダイヤルシステムでは、携帯電話１のユーザが代理ダイヤルを利
用する際に発信電話機を特定する方法が上記実施例１の場合と異なる。具体的には、ユー
ザは電話帳情報の中から発信電話機を選択するのではなく、予め携帯電話１の位置、すな
わち、ユーザの位置に応じて、発信電話機として使用する電話機の電話番号を代理ダイヤ
ルサーバ２２０に登録しておき、当該代理ダイヤルサーバ２２０に代理ダイヤルを要求す
べくアクセスした際に携帯電話１の位置情報を送信し、これにより発信電話機を特定する
、と言う方法を採っている。以下、その構成について詳述する。
【００９４】
　携帯電話１は、基本的には実施例１に示すものとほぼ同様の構成を採っている。そして
、さらに、携帯電話１には、当該携帯電話１の現在位置を検出する位置情報検出手段とし
てのＧＰＳアンテナが搭載されている。これにより、携帯電話１の位置を特定するために
必要な位置情報をＧＰＳアンテナを介して携帯電話１にて取得することができる。また、
上述した代理ダイヤル要求機能は、ＧＰＳアンテナにて検出した位置情報を代理ダイヤル
要求情報に含めて代理ダイヤルサーバ２２０に送信する。具体的には、代理ダイヤル要求
情報を送信する操作がなされると、ＧＰＳアンテナを介して現在の位置情報を取得し、か
かる位置情報と、電話帳情報の中から選択された着信電話機の電話番号と、携帯電話１の
ＩＤと、を代理ダイヤル要求情報として代理ダイヤルサーバ２２０に送信する。
【００９５】
　ここで、上述したように携帯電話１の位置情報を発信電話機を特定する情報として代理
ダイヤルサーバ２２０に送信する処理は、代理ダイヤル要求時に自動的に作動するよう携
帯電話１に設定されていてもよい。このようにすることで、ユーザは電話帳から着信電話
機を選択するという簡易な操作のみで、代理ダイヤルを要求することができる。但し、要
求時に所定の操作が行われたときに位置情報を送信する、という設定にしてもよい。例え
ば、着信電話機を選択した後に、図３（４）に示すように発信電話機を特定する方法を選
択する画面を携帯電話１に表示し、これにより、ユーザに選択させてもよい。この画面に
おいて、例えば、「位置情報を用いる」という方法が選択された場合、代理ダイヤル要求
情報を送信する時に携帯電話１の位置情報を取得して送信するよう作動する。
【００９６】
　また、本実施例における代理ダイヤルサーバ２２０は、基本的には実施例１に示すもの
とほぼ同様の構成を採っている。例えば、図１２に示す各処理部のうち、代理ダイヤル要
求受付部２２１、ユーザ認証部２２２、代理ダイヤル実行指令部２２５は、上述した同様
の各処理部とほぼ同様の構成である。そして、本実施例における代理ダイヤルサーバ２２
０のＣＰＵ２２０Ａには、さらに、携帯電話１から取得した位置情報に基づいてユーザの
位置を算出するユーザ位置算出部２２３と、この算出された位置情報に基づいて発信電話
機の電話番号を特定する発信電話特定部２２３が、所定のプログラムが組み込まれること
で構築されている。すなわち、発信電話機特定機能が備えられている。
【００９７】
　そして、これに伴い、代理ダイヤルサーバ２２０のメモリ２２０Ｂには、携帯電話１か
ら送信された位置情報から具体的に携帯端末すなわちユーザの位置を算出する際に用いる
位置算出データを記憶する位置算出データ記憶部２２７と、予め携帯電話１の位置に応じ
て関連付けて登録された発信電話機の電話番号である発信電話データ２２８（発信電話機
登録情報）を記憶する発信電話機データ記憶部２２８が形成されている。ここで、発信電
話データは、例えば、ユーザの自宅に設置された一般加入電話の電話番号や、会社の自分
のデスクに設置された電話機の電話番号が、その位置情報と共に登録されている。具体的
には、ユーザが登録された電話機に対して所定の範囲内に位置している場合には、かかる
電話機を発信電話機として特定する。また、位置算出データは、携帯電話１から送信され
たＧＰＳによる位置情報から詳細な位置を算出するための基準となるデータである。従っ
て、携帯電話１にて詳細な位置情報が送信されてくる場合には、かかるデータ及びユーザ
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位置算出部２２３は用意されていなくてもよい。
【００９８】
　これにより、携帯電話１の現在位置と、当該位置に対応して予め登録された当該携帯電
話１が発信電話機として用いる電話機の電話番号とを調べることで、代理ダイヤルサーバ
２２０は代理ダイヤルの際の発信電話機を特定することができる。
【００９９】
　＜動作＞
　ここで、上述した構成の携帯電話１及び代理ダイヤルサーバ２２０の動作について、図
１３乃至１４を参照して説明する。図１３には、携帯電話１の動作を示す。
【０１００】
　まず、携帯電話１の動作は、上述した図５に示す動作をほぼ同様である（ステップＳ２
０１～Ｓ２０７，及び、ステップＳ２１１）。本実施例では、特に、着信電話機のみを電
話帳から選択した場合に、発信電話機を特定する方法を選択することが可能であり（ステ
ップＳ２０８）、例えば、図３（４）に示す画面が携帯電話に表示され、かかる画面から
「現在位置から特定する」方法を選択ことができる。すると、携帯電話１の位置情報が当
該携帯電話１に搭載されたＧＰＳにて取得されて、かかる位置情報が着信電話機情報と共
に代理ダイヤルサーバ２２０に代理ダイヤル要求情報として送信される。
【０１０１】
　次に、上述した構成の代理ダイヤルサーバ１２０の動作を、図１４を参照して説明する
。まず、携帯電話１のユーザが、自宅のＩＰ電話機や、会社のデスクの電話機など、発信
電話機として使用する可能性のある電話機の電話番号を、発信電話データとして予め代理
ダイヤルサーバ２２０に登録しておく（図１４のフローチャートに図示せず）。このとき
、各電話機の位置情報と共に記憶しておく。そして、携帯電話１では、電話帳の中から着
信電話機を選択し、上述したようにＧＰＳにて取得した携帯電話１の位置情報を着信電話
機情報と共に代理ダイヤル要求情報に含めて送信する。
【０１０２】
　そして、代理ダイヤルサーバ２が携帯電話１から代理ダイヤル要求情報を受け付けると
（ステップＳ２２１）、当該代理ダイヤル情報内からＩＤを抽出し（ステップＳ２２２）
、ユーザ認証を行う（ステップＳ２２３）。このとき、ユーザ登録されていないユーザで
ある場合には（ステップＳ２２３にて否定判断）、システム利用不可を通知する情報を携
帯電話１に対して送信する（ステップＳ２２９）。
【０１０３】
　続いて、ユーザ登録されているユーザからの代理ダイヤル要求である場合には（ステッ
プＳ２２３にて肯定判断）、代理ダイヤル要求情報から位置情報を抽出し（ステップＳ２
２４）、携帯電話１の詳細な位置を算出する（ステップＳ２２５）。そして、この算出さ
れた位置情報と、メモリ２２０Ｂに記憶されている発信電話データ記憶部２２８内の情報
とから発信電話機を特定し、その登録されている電話番号を読み出す（ステップＳ２２６
）。例えば、登録された自宅電話機の位置の半径１０ｍ以内に携帯電話１が位置している
場合には、自宅の電話機を発信電話機として特定する。また、着信電話機の電話番号は、
代理ダイヤル要求情報から抽出する（ステップＳ２２７）。このようにして特定された発
信電話機及び着信電話機の電話番号に基づいて、ネットワークを介して接続されたＩＰ電
話網３内のＳＩＰサーバ３１に対して代理ダイヤル実行指示を行う（ステップＳ２２８）
。その後のＳＩＰサーバ３１の動作や代理ダイヤルの呼び出し、接続処理は、上述したも
のと同様である。
【０１０４】
　このようにすることで、携帯電話１を有するユーザの現在位置近辺に設置された電話機
を発信電話機として自動的に特定され、代理ダイヤルが実現されるため、ユーザは発信電
話機を特定する操作を行う必要が無く、より利便性の向上を図ることができる。
【０１０５】
　ここで、上述したように、携帯電話１の位置から発信電話機を特定するシステムとして
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、以下に説明する構成にしてもよい。すなわち、携帯電話に予め携帯電話の位置に応じて
登録された発信電話機の電話番号である発信電話機登録情報を記憶し、当該携帯電話にて
、上記ＧＰＳにて検出した位置情報と発信電話機登録情報とに基づいて発信電話機の電話
番号を特定して、発信電話機情報として代理ダイヤルサーバに送信する、という構成にし
てもよい。また、このとき、携帯電話では、ＧＰＳにて検出した位置情報に対応する発信
電話機の電話番号が発信電話機登録情報内に存在しない場合に、当該携帯電話から代理ダ
イヤル要求を行うことができず、携帯電話から選択された着信電話機に対して通常発信を
行う機能を有する、という構成にしてもよい。
【０１０６】
　これにより、まず、携帯電話１は、ＧＰＳにて位置情報を取得して、予め記憶されてい
る発信電話機登録情報を参照して、携帯端末の位置に応じて利用する発信電話機を特定す
る。すなわち、位置情報が登録された発信電話機の設置場所近辺（例えば、１０ｍ以内な
ど、予め定められた範囲内）に位置するか否かが調べられ、ある発信電話機の設置場所か
ら一定の範囲内に位置している場合に、その発信電話機が特定される。そして、特定され
た発信電話機の電話番号が発信電話機情報として代理ダイヤルサーバ２に送信される。ま
た、携帯電話機内に記憶された発信電話機登録情報を参照して、携帯電話の位置に対して
所定範囲内に登録された発信電話機が存在しない場合には、代理ダイヤル要求を選択して
も自動的に当該携帯電話から着信電話機に対して発信が行われる。従って、携帯電話以外
の発信電話機を利用できない場所に位置している場合であっても、携帯電話にて直接発信
がなされ、通話が可能となる。
【実施例４】
【０１０７】
　次に、本発明の第４の実施例を、図１５乃至１７を参照して説明する。図１５は、本実
施例における代理ダイヤルシステムの全体構成を示すブロック図である。図１６は、本実
施例における代理ダイヤルサーバ３２０の構成を示す機能ブロック図である。図１７は、
本実施例における代理ダイヤルサーバ３２０の動作を示すフローチャートである。
【０１０８】
　＜構成＞
　本実施例における代理ダイヤルシステムでは、携帯電話１のユーザが代理ダイヤルを利
用する際に発信電話機を特定する方法が上記実施例１の場合と異なる。具体的には、ユー
ザは電話帳情報の中から発信電話機を選択するのではなく、予め携帯電話１の位置、すな
わち、ユーザの位置に応じて、発信電話機として使用する電話機の電話番号を代理ダイヤ
ルサーバ３２０に登録しておき、当該代理ダイヤルサーバ３２０に代理ダイヤルを要求す
べくアクセスした際に携帯電話１のＩＤを送信し、そのスケジュールデータから現在位置
を特定し、これにより発信電話機を特定する、と言う方法を採っている。以下、その構成
について詳述する。
【０１０９】
　携帯電話１は、基本的には実施例１に示すものとほぼ同様の構成を採っている。そして
、上述した代理ダイヤル要求機能は、予め携帯電話１に記憶されている当該携帯電話１の
電話番号などの識別情報であるＩＤを、代理ダイヤル要求情報として代理ダイヤルサーバ
２に送信する。すなわち、代理ダイヤル要求情報は、携帯電話１のＩＤと、電話帳から選
択した着信電話機の電話番号と、からなる。
【０１１０】
　なお、携帯電話１のＩＤは、例えば、代理ダイヤル要求情報を送信するよう操作された
ときに自動的に代理ダイヤル要求情報に付加されて、代理ダイヤルサーバ３２０に送信さ
れるよう設定されていてもよい。あるいは、代理ダイヤル要求時に所定の操作が行われた
ときにＩＤを送信する、という設定にしておいてもよい。例えば、着信電話機を選択した
後に、図３（４）に示すように発信電話機を特定する方法を選択する画面を携帯電話１に
表示し、これにより、ユーザに選択させてもよい。そして、本実施例では、図３（４）に
示す画面において、「スケジュールを用いる」、という方法が選択された場合に、携帯電
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話１のＩＤを送信するよう作動してもよい。
【０１１１】
　また、本実施例における代理ダイヤルサーバ３２０は、携帯電話１を所有するユーザの
位置情報を含むスケジュールが携帯電話のＩＤを用いて区別されて登録されたスケジュー
ル管理サーバ３７０にアクセス可能なよう接続されている。このスケジュール管理サーバ
３７０は、例えば、携帯電話１のユーザの社内ＬＡＮ網Ｎ４内に設置されたサーバであり
、所定の会社にて社員であるユーザの状況を管理するために設置されているものである。
そして、代理ダイヤルサーバ３２０に対しては、上記ユーザのスケジュールに関する情報
を提供するよう予め設定されている。ここで、スケジュールに関する情報とは、主に、ユ
ーザが位置する場所を特定する情報を時間毎に登録したものである。例えば、午後１時～
５時までは会社のデスク、という情報である。なお、上記スケジュール管理サーバ３７０
は、図１５に示す位置に接続されていることに限定されない。
【０１１２】
　また本実施例における代理ダイヤルサーバ３２０は、基本的には実施例１に示すものと
ほぼ同様の構成を採っている。例えば、図１６に示す各処理部のうち、代理ダイヤル要求
受付部３２１、ユーザ認証部３２２、代理ダイヤル実行指令部３２５は、上述した同様の
各処理部とほぼ同様の構成である。そして、代理ダイヤルサーバ３２０のＣＰＵ３２０Ａ
には、さらに、携帯電話から送信された携帯電話１すなわちユーザのＩＤに基づいてスケ
ジュール管理サーバ３７０にアクセスしてユーザの位置情報を取得するユーザスケジュー
ル取得部３２３（位置情報取得機能）と、この取得した位置情報に基づいて発信電話機の
電話番号を特定する発信電話特定部３２４（発信電話機特定機能）が、所定のプログラム
が組み込まれることで構築されている。
【０１１３】
　そして、これに伴い、代理ダイヤルサーバ３２０のメモリ３２０Ｂには、予め携帯電話
１の位置に応じて関連付けて登録された発信電話機の電話番号である発信電話データ（発
信電話機登録情報）を記憶する発信電話機データ記憶部３２７が形成されている。ここで
、発信電話データは、例えば、ユーザの自宅に設置された一般加入電話の電話番号や、会
社の自分のデスクに設置された電話機の電話番号が、その位置情報と共に登録されている
。具体的には、ユーザが登録された電話機に対して所定の範囲内に位置している場合には
、かかる電話機を発信電話機として特定される。
【０１１４】
　これにより、携帯電話１の現在位置がユーザの予め定められたスケジュールデータから
取得され、当該位置に対応して予め登録された当該携帯電話１が発信電話機として用いる
電話機の電話番号を調べることで、代理ダイヤルサーバ３２０は代理ダイヤルの際の発信
電話機を特定することができる。
【０１１５】
　＜動作＞
　ここで、上述した構成の代理ダイヤルサーバ３２０の動作について、図１７のフローチ
ャートを参照して説明する。
【０１１６】
　まず、携帯電話１のユーザが、自宅のＩＰ電話機や、会社のデスクの電話機など、発信
電話機として使用する可能性のある電話機の電話番号を、発信電話データとして予め代理
ダイヤルサーバ３２０に登録しておく（図１６のフローチャートに図示せず）。このとき
、各電話機の位置情報と共に記憶しておく。そして、携帯電話１では、電話帳の中から着
信電話機を選択し、上述したように携帯電話１のＩＤを着信電話機情報と共に代理ダイヤ
ル要求情報に含めて送信する。
【０１１７】
　そして、代理ダイヤルサーバ３２０が携帯電話１から代理ダイヤル要求情報を受け付け
ると（ステップＳ３０１）、当該代理ダイヤル情報内からＩＤを抽出し（ステップＳ３０
２）、ユーザ認証を行う（ステップＳ３０３）。このとき、ユーザ登録されていないユー
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ザである場合には（ステップＳ３０３にて否定判断）、システム利用不可を通知する情報
を携帯電話１に対して送信する（ステップＳ３０９）。
【０１１８】
　続いて、ユーザ登録されているユーザからの代理ダイヤル要求である場合には（ステッ
プＳ３０３にて肯定判断）、スケジュール管理サーバ３７０にアクセスし、ユーザ認証に
て利用したＩＤを用いて当該ユーザのスケジュールデータを取得する（ステップＳ３０４
）。そして、このスケジュールデータから、携帯電話１すなわちユーザの現在の詳細な位
置を特定する（ステップＳ３０５）。続いて、特定したユーザの位置から発信電話機を特
定し、その登録されている電話番号を読み出す（ステップＳ３０６）。例えば、スケジュ
ールデータから、現在会社に在勤中である場合には、会社のデスクの電話機を発信電話機
として特定する。また、着信電話機の電話番号は、代理ダイヤル要求情報から抽出する（
ステップＳ３０７）。このようにして特定された発信電話機及び着信電話機の電話番号に
基づいて、ネットワークを介して接続されたＩＰ電話網３内のＳＩＰサーバ３１に対して
代理ダイヤル実行指示を行う（ステップＳ３０８）。その後のＳＩＰサーバ３１の動作や
代理ダイヤルの呼び出し、接続処理は、上述したものと同様である。
【０１１９】
　このようにすることで、携帯電話１を有するユーザのＩＤを認識することで、当該ユー
ザのスケジュールから現在位置を特定することができ、当該位置に設置された電話機を発
信電話機として自動的に特定され、代理ダイヤルが実現されるため、ユーザは発信電話機
を特定する操作を行う必要が無く、より利便性の向上を図ることができる。
【０１２０】
　なお、上記スケジュール管理サーバ３７０は、ＩＰ網Ｎ２内に設置されたＳＩＰプロト
コルを利用して代理ダイヤルを要求するユーザ、すなわち、携帯電話１を所有するユーザ
の会社などへの在席状況を管理するプレゼンスサーバであってもよい。これにより、代理
ダイヤルサーバ３２０はプレゼンスサーバからユーザの位置情報を取得することができ、
上述同様にこれに基づいて発信電話機を特定して着信電話機への代理ダイヤルを行うこと
ができる。
【実施例５】
【０１２１】
　次に、本発明の第５の実施例について説明する。本実施例では、特に、携帯電話１を有
するユーザが代理ダイヤルを行うことを所定の時間に希望する場合に、かかる時間情報を
予め指定して代理ダイヤルサーバ２に登録しておくことで、その時間に代理ダイヤルが実
現される、ということに特徴を有する。以下、詳述する。
【０１２２】
　まず、本実施例における携帯電話１の代理ダイヤル要求機能は、代理ダイヤルを行うこ
とを希望する時間を指定する時間指定情報を、発信電話機特定情報及び着信電話機特定情
報を含む代理ダイヤル要求情報に含めて代理ダイヤルサーバ２に送信する機能を有する。
具体的には、ユーザは携帯電話１に対して代理ダイヤルを実行する時間情報を入力し、か
かる時間情報を、上記実施例１にて説明したように、電話帳情報から選択した発信電話機
と着信電話機との電話番号と、携帯電話１のＩＤと共に、代理ダイヤルサーバ２に送信す
る。
【０１２３】
　また、これに伴い、代理ダイヤルサーバ２は、代理ダイヤル要求情報と共に上記時間指
定情報を受信すると、ユーザ認証は行った後に、かかる時間になるまで代理ダイヤル要求
情報を保持しておく。そして、指定された時間になると実施例１にて説明したように、発
信電話機及び着信電話機の電話番号に基づいて呼び制御を行い、これらが応答した場合に
通話可能なよう接続制御することを、ＳＩＰサーバ３１等を介して実行する。
【０１２４】
　これにより、例えば、ユーザは所定の相手に対して所定時間に電話することを予定して
いる場合に、予め代理ダイヤル予約をしておくことで、忘れることなく電話をかけること
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を実行することができる。
【０１２５】
　なお、上記では実施例１の場合に代理ダイヤルの時間指定を行うことを例示したが、か
かる場合に限定されない。例えば、実施例２や４の場合に、時間指定を行うことも可能で
ある。
【産業上の利用可能性】
【０１２６】
　上述した代理ダイヤルシステムは、種別の異なるネットワーク網に存在する電話機を回
線接続するシステム内に設置することで、ユーザの利便性の向上や通話料の低廉化を図る
ことができるため、産業上の利用可能性を有する。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】実施例１における代理ダイヤルシステムの全体構成を示すブロック図である。
【図２】携帯電話の画面表示例を示す説明図である。
【図３】図３（１）～（６）は、携帯電話の画面表示例を示す説明図である。
【図４】実施例１における代理ダイヤルサーバの構成を示す機能ブロック図である。
【図５】実施例１における携帯電話の動作を示すフローチャートである。
【図６】実施例１における代理ダイヤルサーバの動作を示すフローチャートである。
【図７】実施例１における代理ダイヤルシステムの全体的な動作を示すシーケンス図であ
る。
【図８】代理ダイヤルの動作の一例を説明する説明図である。
【図９】代理ダイヤルの動作の一例を説明する説明図である。
【図１０】実施例２における代理ダイヤルサーバの構成を示す機能ブロック図である。
【図１１】実施例２における代理ダイヤルサーバの動作を示すフローチャートである。
【図１２】実施例３における代理ダイヤルサーバの構成を示す機能ブロック図である。
【図１３】実施例３における携帯電話の動作を示すフローチャートである。
【図１４】実施例３における代理ダイヤルサーバの動作を示すフローチャートである。
【図１５】実施例４における代理ダイヤルシステムの全体構成を示すブロック図である。
【図１６】実施例４における代理ダイヤルサーバの構成を示す機能ブロック図である。
【図１７】実施例２における代理ダイヤルサーバの動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１２８】
１　携帯電話（携帯端末）
２　代理ダイヤルサーバ
３　ＩＰ電話網
４　ＩＰ電話
５　加入電話
６　交換機
２１　代理ダイヤル要求受付部
２２　ユーザ認証部
２３　代理ダイヤル実行指示部
２４　登録ユーザデータ記憶部
３１　ＳＩＰサーバ
３２　Ｍｅｄｉａサーバ
３３　ＰＳＴＮＧＷ
４１，４２，４３　ＩＰ電話
５１　加入電話
Ｎ１　パケット網
Ｎ２　ＩＰ網
Ｎ３　一般加入電話網



(27) JP 4124170 B2 2008.7.23

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(28) JP 4124170 B2 2008.7.23

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(29) JP 4124170 B2 2008.7.23

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(30) JP 4124170 B2 2008.7.23

【図１３】 【図１４】
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