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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インターネットを通しての音声（ＶＯＩＰ）システムにおいて、
　少なくとも１つのワイヤレス発信デバイスと通信する少なくとも１つのＩＰベースイン
フラストラクチャ構成部品と、
　インフラストラクチャ構成部品と通信する少なくとも１つのＳＩＰサーバと、
　ＳＩＰサーバと関係し、ＰＳＴＮに結合されている少なくとも１つのモデムとを具備し
、
　ＳＩＰサーバはモデムを選択的に使用して、発信デバイスから宛先デバイスへの暗号化
インターシステム通話に対して、回線交換される通話のインスタンスを作成するシステム
。
【請求項２】
　ＳＩＰサーバは、宛先デバイスのアドレスまたはその一部が発信デバイスと同じシステ
ム中にないときに、宛先デバイスに回線交換される通話のインスタンス作成を開始する請
求項１記載のシステム。
【請求項３】
　ＳＩＰサーバはイントラシステム通話に対して、回線交換される通話のインスタンスを
作成しない請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　ＳＩＰサーバは、ＳＩＰサーバに登録されているアドレスまたはその一部を有する宛先



(2) JP 4260015 B2 2009.4.30

10

20

30

40

50

デバイスに回線交換される通話のインスタンスを作成しない請求項１記載のシステム。
【請求項５】
　回線交換される通話は、ＩＰアドレスのＤＮ部分を使用してインスタンスが作成される
請求項２記載のシステム。
【請求項６】
　ＳＩＰサーバはＤＮを少なくとも１つのモデムにマッピングし、ＰＳＴＮを通した通話
を確立する請求項５記載のシステム。
【請求項７】
　少なくとも１つの発信デバイスは、ＣＤＭＡ原理を使用する請求項１記載のシステム。
【請求項８】
　ＶＯＩＰのための方法において、
　ＩＰアドレスを有する宛先デバイスに対する通話要求を、第１のサービスシステム中の
発信ワイヤレスデバイスから受信し、
　宛先デバイスが第１のサービスシステム中にあるか否かを決定し、
　宛先デバイスが第１のサービスシステム中にある場合に、公衆インターネットを使用す
ることなく、暗号化通話に対して、第１のサービスシステム中の発信デバイスと宛先デバ
イスとの間のＶＯＩＰ通信を確立し、
　そうでない場合には、ＰＳＴＮを使用して宛先デバイスと発信デバイスとの間に回線交
換されるＶＯＩＰ通話を確立することを含む方法。
【請求項９】
　決定する動作は、宛先デバイスのＩＰアドレスに基づいて行われる請求項８記載の方法
。
【請求項１０】
　宛先デバイスの少なくともＤＮをモデムにマッピングし、ＰＳＴＮを通しての通話を確
立することを含む請求項８記載の方法。
【請求項１１】
　少なくとも発信デバイスは、ＣＤＭＡを使用する請求項８記載の方法。
【請求項１２】
　コンピュータプログラムデバイスにおいて、
　ワイヤレス通信発信デバイスにより発生され、宛先デバイスを示している通話要求をＳ
ＩＰサーバにおいて受信する手段と、
　宛先デバイスがＳＩＰサーバに登録されているか否かを決定する手段と、
　宛先デバイスがＳＩＰサーバに登録されているときに、公衆インターネットを使用する
ことなく、宛先デバイスと発信デバイスとの間でＩＰパケットを送信する手段と、
　宛先デバイスがＳＩＰサーバに登録されていないときに、暗号化通話に対して、インス
タンス作成される回線交換接続を使用して、宛先デバイスと発信デバイスとの間でＩＰパ
ケットを送信する手段とを具備するデバイス。
【請求項１３】
　インスタンス作成される回線交換接続を使用して、宛先デバイスと発信デバイスとの間
でＩＰパケットを送信する手段には、宛先デバイスの少なくともＤＮをモデムにマッピン
グし、ＰＳＴＮを通した通話を確立する手段が含まれる請求項１２記載のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　本発明は一般的にインターネットプロトコルを通したワイヤレス音声（ＶＯＩＰ）シス
テムの非ワイヤレス部分に対するサービス品質の保証を行うことに関し、サービィングセ
ルサイトの外側の宛先デバイスを位置決めし、宛先デバイスに接続することに関する。
【発明の背景】
【０００２】
　これらに限定されないがコード分割多元接続（ＣＤＭＡ）スペクトル拡散変調技術を使
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用して通信するワイヤレス電話機のようなワイヤレス電話機は、例えばＩＳ－９５Ａ，Ｉ
Ｓ－９５ＢおよびＩＳ－２０００として知られているＣＤＭＡプロトコルのようなワイヤ
レス電話機無線通信プロトコルを使用して無線でシステムインフラストラクチャと通信す
る。システムインフラストラクチャには基地局（ＢＴＳ）、基地局制御装置（ＢＳＣ）お
よび他の構成部品を含めることができる。システムインフラストラクチャは、地上線を通
すような通信システムまたは他のワイヤレス通信システムのような、他の通信デバイスに
ワイヤレス電話機を接続する。
【０００３】
　インターネットの発達により、インターネットプロトコル（ＩＰ）を使用するコンピュ
ータ間通信は広く普及するようになった。さらに、ＩＰを使用するコンピュータデータ通
信を促進するだけでなく、ＩＰを使用する音声通信も同様に促進することが望ましくなっ
ている。電話インフラストラクチャ中でＩＰを使用することにより１つの利点が提供され
、スイッチのような多くのハードウェアを削減することができ、その代わりに既存のコン
ピュータおよびソフトウェアを使用することができ、コストを削減する。この目的のため
、いわゆるＩＰを通しての音声（ＶＯＩＰ）が導入されている。しかしながら、ここで認
識されているように、ＶＯＩＰデータは待ち時間に敏感である（すなわち、相互に会話し
ている人々の間の送信で音声データが過度に遅延しないことが望ましい）。
【０００４】
　発信デバイスを宛先にデバイスに接続するために、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ
）として知られている補助ＩＰベースプロトコルが使用される。ＳＩＰのようなプロトコ
ルを使用して、ワイヤレスデバイスはＩＰアドレスおよび“sip://MY_PHONE@qualcomm.co
m.”のような独特な識別アルファベット数字パケットアドレスに関係付けられる。ＳＩＰ
サーバはエンドポイント、それらの関連ＩＰアドレスおよびパケットのディレクトリーと
して機能する。したがって、ＶＯＩＰのようなＩＰベース通信に参加するために、デバイ
スはそのＩＰアドレスをＳＩＰサーバに登録しなければならない。発信デバイスがＩＰベ
ース宛先デバイスへの接続を要求するときに、ＳＩＰサーバは宛先ＩＰアドレスを発信デ
バイスに与えるか、あるいは宛先デバイスとの接続を確立して、発信および宛先デバイス
に対するプロキシとして動作する。
【０００５】
　いずれのケースでも、発信デバイスが同じサービスシステム中の宛先デバイスに電話を
かける（“イントラシステム”通話）ときに、そのシステムに関係するＳＩＰサーバは両
アドレスを知っており、結果的に、おそらく“暗号”オプションのような１つまたはそれ
より多いオプションを使用して、２つのデバイス間のＩＰ接続を確立する。一方、宛先デ
バイスが発信デバイスと同じワイヤレスサービスシステム中にない（“インターシステム
”通話）場合には、そのアドレスはＳＩＰサーバデータベースに現れず、宛先アドレスが
位置付けられるまで、あるいは要求が時間切れになるまで、ＳＩＰサーバは結果的に通話
要求を他のＳＩＰサービスに転送する。
【０００６】
　本発明により認識されているように、パケットの送信がＩＰベースであるので、イント
ラシステム通話および特にインターシステム通話はインターネットの公にアクセス可能な
部分を通してパケットを送信することになり、予測不可能で潜在的に変動する遅延となる
。ＶＯＩＰのような待ち時間が多い応用のケースでは、これはかなり性能を妥協させる。
その理由は発呼者が着呼者に自分の音声を聞かれる際に、そしてその逆の際に、過度の遅
延を経験するからである。
【０００７】
　同じサービスシステム内の宛先に発呼されるＩＰを通じた標準的な音声電話通話は、先
に着目したように、ＳＩＰサーバの助けを借りてインターネットプロトコル（ＩＰ）ルー
ティング技術を使用して宛先者に接続される。発信サービスシステムの外側のＰＳＴＮ上
の宛先に発信されるＶＯＩＰ電話通話は発信パケットシステム（“イントラネット”）と
ＰＳＴＮとの境界でフォーマット変換が必要である。“ＶＯＩＰゲートウェイ”は技術的
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に良く知られているデバイスであり、ＶＯＩＰフォーマットとＰＳＴＮフォーマットとの
間を変換する。この変換を実行するために、ＶＯＩＰゲートウェイは発呼ＩＰシステム（
イントラネット）内で使用される音声エンコーディングおよび音声通話シグナリングの知
識を必要とする。したがって、ＶＯＩＰシステムは標準化された音声エンコーディング技
術を使用する。興味が増加しているＶＯＩＰ通話の他のケースは暗号化ＶＯＩＰ通話であ
る。暗号化ＶＯＩＰ通話は２つ（あるいはそれ以上）の参加している電話機間での暗号確
立情報の交換と、暗号化音声パケットの後続した交換とを伴う音声エンコーディングを使
用する。これらの暗号化音声パケットはＶＯＩＰゲートウェイにより理解されておらず、
データネットワークを使用して参加している電話機間での交換が必要とされる。言い換え
ると、参加している電話機間でエンドツーエンドデータ接続が必要とされる。先の重大な
観察を行うことにより、本発明はここに開示する解法を提供する。
【発明の開示】
【発明の概要】
【０００８】
　インターネットを通した音声（ＶＯＩＰ）システムには、ワイヤレス通信発信デバイス
と通信するＩＰベースインフラストラクチャ構成部品が含まれる。ＳＩＰサーバはインフ
ラストラクチャ構成部品と通信し、モデムバンクがＳＩＰサーバと関係付けられ、ＰＳＴ
Ｎに接続される。ＳＩＰサーバはモデムバンクを選択的に使用して、発信デバイスから宛
先デバイスへの回線交換される通話のインスタンスを作成する。好ましい実施形態では、
ＳＩＰサーバは音声通話待ち時間特性とエンドツーエンドデータ接続性を要求するインタ
ーシステム通話に対してのみ回線交換される通話のインスタンスを作成する。音声通話待
ち時間特性とエンドツーエンドデータ接続性は例えばＳＩＰサーバに登録されていない宛
先デバイスのアドレスまたはアドレスの一部により、および／または特定のＳＩＰ通話セ
ットアップパラメータにより示される。したがって、ＳＩＰサーバはイントラシステム通
話、例えば発信デバイスと同じイントラネットにより現在扱われている宛先デバイスへの
通話に対して回線交換される通話のインスタンスを作成しない。
【０００９】
　特定の好ましい制限されていない実施形態では、宛先デバイスは“sip://DN@service.c
om”形態のＩＰアドレスを持ち、回線交換される通話はＩＰアドレスのＤＮ部分を使用し
てインスタンスが作成される。１つの実施形態では、ＳＩＰサーバはＤＮをモデムバンク
にマッピングし、ＰＳＴＮを通じての通話を確立する。潜在的にオプション的であるＳＩ
Ｐ通話パラメータを含む、伝えられる付加的な情報を使用して、回線交換される通話のイ
ンスタンス作成を要求する安全な通話としてＶＯＩＰ通話を識別する。
【００１０】
　他の観点では、ＶＯＩＰのための方法には第１のサービスシステム中の発信ワイヤレス
デバイスから、ＩＰアドレスを持つ宛先デバイスに対する通話要求を受信することが含ま
れる。方法は宛先デバイスが第１のサービスシステム中にあるか否かを決定する。宛先デ
バイスが第１のサービスシステム中にある場合には、公衆インターネットを使用すること
なく、第１のサービスシステム内の発信デバイスと宛先デバイスとの間に通信が確立され
る。そうでなければ、特に通話が暗号化される場合に、回線交換される通話がＰＳＴＮを
使用して宛先デバイスと発信デバイスとの間に確立される。いずれのケースでも、インタ
ーネットの公にアクセス可能な部分のような、予測できない遅延を潜在的に受けるインタ
ーネット接続がＶＯＩＰ通話を確立するために使用されない。
【００１１】
　さらに他の観点では、コンピュータプログラムデバイスにはＳＩＰサーバにおいて通話
要求を受信する手段が含まれる。通話要求はワイヤレス通信発信デバイスにより発生され
、宛先デバイスを示す。プログラムデバイスにはまた宛先デバイスがＳＩＰサーバに登録
されているか否かを決定する手段が含まれる。宛先デバイスがＳＩＰサーバに登録されて
いるときに、公衆インターネットを使用することなく宛先デバイスと発信デバイスとの間
にＩＰパケットを送信する方法が提供される。しかしながら、また、宛先デバイスがＳＩ
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Ｐサーバに登録されていないときに、おそらくは通話が暗号化されているときのみに、イ
ンスタンスが作成されている回路交換される接続を使用して宛先デバイスと発信デバイス
との間にＩＰパケットを送信する手段が提供される。
【００１２】
　本発明の詳細は、その構造および動作の両方に関して、同じ参照番号が同じ部品に言及
している添付図面を参照して最も良く理解できるであろう。
【詳細な説明】
【００１３】
　図１を最初に参照すると、ＩＰベース電話インフラストラクチャ１４を使用して、発信
ワイヤレス通信デバイス１２と宛先通信デバイスとの間の通信を実行する一般的に１０で
示されるシステムが図示されている。インフラストラクチャ１４は一般的に公にアクセス
可能なインターネットの一部ではない。１つの制限のない実施形態では、デバイス１２は
、コード分割多元接続（ＣＤＭＡ）原理と、これらには限定されないがＩＳ－９５Ａ、Ｉ
Ｓ－９５Ｂ、ＵＣＤＭＡ、ＩＳ－２０００に規定されているようなＣＤＭＡ無線（ＯＴＡ
）通信エアーインターフェイスプロトコルとを使用するキョーセラ、サムソン、または他
の製造者により作られた移動電話機であり、他のものはインフラストラクチャ１４と通信
する。
【００１４】
　例えば、本発明が適用できるワイヤレス通信システムは先に着目したことに加えて、パ
ーソナル通信サービス（ＰＣＳ）およびアナログ最新移動電話システム（ＡＭＰＳ）およ
び以下のデジタルシステムのようなセルラシステムに適用することでき、デジタルシステ
ムはＣＤＭＡ、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、ＴＤＭＡとＣＤＭＡ技術の両方を使用する
ハイブリッドシステムである。ＣＤＭＡセルラシステムは電気通信工業協会／電子工業協
会（ＴＩＡ／ＥＩＡ）標準規格ＩＳ－９５で説明されている。組み合わされたＡＭＰＳと
ＣＤＭＡシステムはＴＩＡ／ＥＩＡ標準規格ＩＳ－９８で説明されている。他の通信シス
テムは国際移動電気通信システム２０００／ユニバーサル移動電気通信システム（ＩＭＴ
－２０００／ＵＭ）標準規格で説明されており、これらの標準規格はいわゆるワイドバン
ドＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ）、（例えばｃｄｍａ２０００　１ｘまたは３ｘ標準規格のよう
な）ｃｄｍａ２０００、またはＴＤ－ＳＣＤＭＡをカバーする。
【００１５】
　本発明は任意のワイヤレス通信デバイス１２に適用され、例示のために、デバイス１２
は電話機１２と仮定する。一般的に、本発明が適用されるワイヤレス通信デバイスにはこ
れらに限定されないがワイヤレスハンドセットや電話機、セルラ電話機、データトランシ
ーバ、あるいはページングおよび位置決定受信機が含まれ、望ましいように、ハンドヘル
ド型、あるいは（自動車、トラック、ボート、飛行機、列車を含む）車載のようなポータ
ブルとすることができる。しかしながら、ワイヤレス通信デバイスは一般的に移動体とし
て見られるが、ある構成では、本発明は“固定された”ユニットに適用することができる
ことを理解すべきである。また、本発明はデジタル化ビデオ情報を含む音声および／また
はデータ情報を転送するのに使用されるデータモジュールあるいはモデムにも適用され、
ワイヤードまたはワイヤレスリンクを使用して他のデバイスと通信する。さらに、予め定
められ、コーディネートされたあるいは関連付けられた方法でモデムまたはモジュールを
動作させて、複数の通信チャネルを通して情報を送信させるのにコマンドを使用してもよ
い。ワイヤレス通信デバイスはときにはユーザターミナル、移動局、移動ユニット、加入
者ユニット、移動無線機あるいは無線電話機、ワイヤレスユニットとしても呼ばれ、ある
いは、ある通信システムでは単に“ユーザ”および“移動体”として呼ばれる。
【００１６】
　図１に示されているように、ワイヤレス電話機１２は先に言及したシステムの１つある
いはそれより多いものを使用して、少なくとも１つの第１のインフラストラクチャ構成部
品１６と通信する。少なくとも１つの第１のインフラストラクチャ構成部品１６はＳＩＰ
サーバ１８にアクセスし、ＳＩＰサーバ１８は本発明のロジックを実行する。第１の構成
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部品１６は基地局（ＢＴＳ）であることが好ましいが、基地局制御装置（ＢＳＣ）、移動
スイッチングセンター（ＭＳＣ）、衛星システムに対するゲートウェイ、または他のイン
フラストラクチャ構成部品、あるいはこれらの２つまたはそれより多い組み合わせにより
実現することもできる。いずれのケースでも、第１の構成部品１６はワイヤレスデバイス
１２と通信するための必要なプロトコルおよびシステムをサポートするのみならず、ＩＰ
および付随プロトコルまたはＩＰプロトコルのスタックもサポートする。
【００１７】
　図１に示されているように、ＳＩＰサーバ１８はインターネット２０の公にアクセス可
能な部分と通信する。また、モデムバンク２２はＳＩＰサーバ１８と関係付けられる。モ
デムバンク２２は、ＩＳＵＰのようなシグナリングプロトコルを使用して、そしてＳＳ７
のような物理的なシステムを使用して、公衆交換電話（ＰＳＴＮ）ネットワークへのＶＯ
ＩＰゲートウェイを具体化することができる。
【００１８】
　本アーキテクチャの上記概略を考慮すると、本ロジックは以下で説明するフローチャー
トにしたがって図１に示されているアーキテクチャ上で実行されることを理解すべきであ
る。ここでのフローチャートはコンピュータプログラムソフトウェアで具体化される本発
明のロジックの構造を例示している。当業者はフローチャートが、本発明にしたがって機
能する、コンピュータプログラムコードエレメントまたは電子ロジック回路のような、ロ
ジックのエレメントの構造を例示していることを理解するであろう。明らかに、本発明は
、ロジックエレメントを、デジタル処理装置（すなわち、コンピュータ、制御装置、プロ
セッサなど）に命令して示されているものに対応する機能ステップのシーケンスを実行さ
せる形態にするマシーン構成部品により、その本質的実施形態で実現される。
【００１９】
　言い換えると、ロジックはコンピュータプログラムにより具体化され、コンピュータプ
ログラムは一連のコンピュータまたは制御エレメント実行可能な命令として例えばＳＩＰ
サーバ１８内のプロセッサにより実行される。これらの命令は例えばＲＡＭ中あるいはハ
ードディスクドライブまたは光ドライブ上に存在し、あるいは命令は磁気テープ、電子リ
ードオンリーメモリ、あるいはダイナミックに変更または更新可能な他の適切なデータ記
憶デバイス上に記憶されてもよい。
【００２０】
　図２を参照すると、発信デバイス１２により電話がなされるときに実行されるロジック
が示されている。ステップ２６で始まると、通話はＳＩＰサーバ１８により受信される。
決定ダイヤモンド２８に移ると、通話がインターシステム通話か、あるいはイントラシス
テム通話であるかが決定される。この決定を行う１つの方法は宛先デバイスのＩＰアドレ
スがＳＩＰサーバ１８に登録されているか否かを決定することである。ＳＩＰサーバ１８
に登録されている場合には、イントラシステム通話が示され、ロジックはステップ３０に
流れ、公衆インターネット２０を使用することなく、インフラストラクチャ１４を通して
、ＶＯＩＰパケットを直接的に宛先デバイスに配信する。
【００２１】
　これに対して、宛先デバイスアドレスがＳＩＰサーバ１８に登録されていない場合には
、すなわちインターシステム通話がその代わりに示されるときには、好ましい制限されな
いロジックは決定ダイヤモンド２８から決定ダイヤモンド３１に流れ、通話が暗号化ＶＯ
ＩＰ通話であるか否かが決定される。暗号化ＶＯＩＰ通話である場合には、ロジックはス
テップ３２に移動し、宛先デバイスへの回線交換通話には、図３に示されているロジック
を使用してモデムバンク２２およびＰＳＴＮ２４を通るインスタンスが作成される。した
がって、公衆インターネット２０を通してのデータパケットの送信は暗号化通話に対して
避けられ、ポイントツーポイント通信が確立される。すなわち、回線交換通話のインスタ
ンス作成は、“暗号化”のような１つまたはそれより多い予め定められたＳＩＰオプショ
ンに応答してなされる。すなわち、望まれる場合には、回線交換される通話は暗号化ＶＯ
ＩＰ通話に対してのみインスタンスが作成され、暗号化されていないＶＯＩＰ通話に対し
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ように取り扱うことができる。図２に示されている好ましいロジックでは、しかしながら
、インターシステム通話が暗号化されていない場合には、ステップ３３において、ロジッ
クは通常のＶＯＩＰゲートウェイを通して、あるいは公衆インターネット２０を介して通
話を配信する。
【００２２】
　図３を参照すると、回線交換される通話のインスタンス作成ロジックの第１の構成が示
されている。ステップ３４で開始すると、宛先デバイスのＤＮがモデムバンク２２にマッ
ピングされる。例えば、“sip://DN@qualcomm.com”のＳＩＰアドレスを有するデバイス
に対して、アドレスのＤＮ部分がモデムバンク２２にマッピングされる。その後、ブロッ
ク３６において、通話はモデムバンク２２を使用しＰＳＴＮ２４を通して確立される。先
に言及したように、これは、通話が暗号化されていることを示す“暗号化”通話のような
、通話中にある付加的なＳＩＰ情報に基づいて行うことができる。
【００２３】
　ここで示され詳細に説明されているような、ＩＰ通話を通して音声をルーティングする
特定のシステムおよび方法は本発明の上述した目的を完全に達成することができるが、こ
れは本発明の現在好ましい実施形態であり、本発明により広く企図されている主題を表し
ており、本発明の範囲は当業者に明らかになるであろう他の実施形態を完全に包含し、本
発明の範囲はしたがって特許請求の範囲以外の何ものにも制限されず、明示的にそう述べ
られていない限り、単一中のエレメントへの参照は“１つまたはただ１つ”を意味しよう
と意図しているものではなく、むしろ“１つまたはそれより多く”を意味しようと意図し
ていることを理解すべきである。当業者に知られているあるいは後に知られることになる
上述の好ましい実施形態のエレメントに対するすべての構造的および機能的均等物は、参
照によりここに明示的に組み込まれており、本特許請求の範囲により包含されることが意
図されている。さらに、本特許請求の範囲により包含されるべき本発明により解決される
べき各およびすべての問題を取り扱うことが装置または方法にとって必要なことではない
。さらに、エレメント、構成部品、または方法ステップが特許請求の範囲に明示的に記載
されているか否かにかかわらず、この開示におけるエレメント、構成部品、または方法ス
テップは公に捧げられることが意図されているものではない。エレメントがフレーズ“手
段”を使用して明示的に記載されていない限り、あるいは方法の特許請求の範囲のケース
において、エレメントが“動作”の代わりに“ステップ”として記載されていない限り、
ここにおける特許請求の範囲のエレメントは３５Ｕ．Ｓ．Ｃセクション１１２、第６パラ
グラフの規定の下に解釈されるべきではない。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、現在好ましい発明のワイヤレス通信システムのブロック図である。
【図２】図２は、図１に示されているシステムで使用される全体的なロジックのフローチ
ャートである。
【図３】図３は、回路交換される通話インスタンス作成ロジックのフローチャートである
。
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