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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＣＯから電話機に、オンフックで、ＦＳＫ変調された発呼者ＩＤメッセージを伝送する
方法であって、上記方法は、
　上記ＣＯと上記電話機との間に接続されたネットワークであって、ＦＳＫ変調された発
呼者ＩＤメッセージの帯域内伝送との互換性のないネットワークを提供するステップを含
み、上記互換性のないネットワークの第１のネットワーク構成要素は上記ＣＯに接続され
、上記互換性のないネットワークの第２のネットワーク構成要素は上記電話機に接続され
、
　上記第１のネットワーク構成要素と上記第２のネットワーク構成要素との間に上記互換
性のないネットワークを介して通信リンクを確立するステップと、
　上記確立するステップが達成された後に、上記第２のネットワーク構成要素に接続され
た電話機に対する着信呼要求に応答して、上記第２のネットワーク構成要素が上記電話機
において最初の鳴動サイクルを開始したことを示す虚偽の伝達をＣＯに対して行うステッ
プとを含み、
　上記虚偽の伝達を行うステップは、
　上記第２のネットワーク構成要素から上記電話機への回線を、当該回線に鳴動信号を印
加することなく捕捉することと、
　上記電話機における最初の鳴動サイクル後の無音期間に上記第２のネットワーク構成要
素が移行したかのように、標準的な呼のフローを模倣することとを含み、
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　上記方法は、
　上記ＣＯから上記第１のネットワーク構成要素にＦＳＫ変調された発呼者ＩＤメッセー
ジを送信するステップと、
　上記ＦＳＫ変調された発呼者ＩＤメッセージを帯域外メッセージに変換するステップと
、
　上記帯域外メッセージを、上記通信リンクを介して上記第２のネットワーク構成要素に
伝達するステップと、
　上記帯域外メッセージを上記第２のネットワーク構成要素において上記ＦＳＫ変調され
た発呼者ＩＤメッセージに変換するステップと、
　無音期間の間に、上記ＦＳＫ変調された発呼者ＩＤメッセージを上記第２のネットワー
ク構成要素から上記電話機に送信するステップとを含む方法。
【請求項２】
　ＦＳＫ変調された発呼者ＩＤメッセージの帯域内伝送との互換性のないネットワークを
介して、発呼者ＩＤ表示装置を有する電話機に、オフフックで、発呼者ＩＤメッセージを
伝送する方法であって、上記方法は、
　ＣＯと上記電話機との間に接続されたネットワークであって、ＦＳＫ変調された発呼者
ＩＤメッセージの帯域内伝送との互換性のないネットワークを提供するステップを含み、
第１のネットワーク構成要素は上記互換性のないネットワークと上記ＣＯとの間に接続さ
れ、第２のネットワーク構成要素は上記互換性のないネットワークと上記電話機との間に
接続され、
　上記方法は、
　上記電話機上に活性化呼を確立するステップと、
　第１のＣＡＳ信号を上記ＣＯから上記発呼者ＩＤ表示装置に送信するステップと、
　肯定応答信号を上記発呼者ＩＤ表示装置から上記ＣＯに送信するステップと、
　上記ＣＯにおける上記肯定応答信号の受信の後に、ＦＳＫ変調された発呼者ＩＤメッセ
ージを上記ＣＯから上記第１のネットワーク構成要素に伝達するステップと、
　上記第１のネットワーク構成要素において、上記ＦＳＫ変調された発呼者ＩＤメッセー
ジを帯域外メッセージに変換するステップと、
　上記帯域外メッセージを、上記互換性のないネットワークを介して上記第１のネットワ
ーク構成要素から上記第２のネットワーク構成要素に伝達するステップと、
　第２のＣＡＳ信号を、上記第２のネットワーク構成要素から上記発呼者ＩＤ表示装置に
送信するステップと、
　上記第２のＣＡＳ信号の肯定応答を、上記発呼者ＩＤ表示装置から上記第２のネットワ
ーク構成要素に伝達するステップと、
　上記第２のネットワーク構成要素において上記帯域外メッセージをＦＳＫ変調された発
呼者ＩＤメッセージに変換するステップと、
　上記ＦＳＫ変調された発呼者ＩＤメッセージを上記発呼者ＩＤ表示装置に送信するステ
ップとを含む方法。
【請求項３】
　ＣＯから電話機に、オンフックで、ＦＳＫ変調された視覚的なメッセージ待機表示を伝
送する方法であって、上記方法は、
　上記ＣＯと上記電話機との間に接続されたネットワークであって、ＦＳＫ変調された視
覚的なメッセージ待機表示信号の帯域内伝送との互換性のないネットワークを提供するス
テップを含み、第１のネットワーク構成要素は上記互換性のないネットワークと上記ＣＯ
との間に接続され、第２のネットワーク構成要素は上記互換性のないネットワークと上記
電話機との間に接続され、
　上記方法は、
　上記第１及び第２のネットワーク構成要素の間に上記互換性のないネットワークを介し
て通信リンクを確立するステップと、
　上記第１及び第２のネットワーク構成要素の間に上記互換性のないネットワークを介し
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て通信リンクを確立した後に、上記通信リンクの状態を上記ＣＯに送信するステップと、
　上記ＦＳＫ変調された視覚的なメッセージ待機表示を上記ＣＯから上記第１のネットワ
ーク構成要素に伝達するステップと、
　上記第１のネットワーク構成要素において上記ＦＳＫ変調された視覚的なメッセージ待
機表示を帯域外メッセージに変換するステップと、
　上記帯域外メッセージを上記通信リンクを介して上記第２のネットワーク構成要素に伝
達するステップと、
　上記第２のネットワーク構成要素において上記帯域外メッセージをＦＳＫ変調された視
覚的なメッセージ待機表示に変換するステップと、
　上記ＦＳＫ変調された視覚的なメッセージ待機表示を上記第２のネットワーク構成要素
から上記電話機に送信するステップとを含む方法。
【請求項４】
　上記第１のネットワーク構成要素はＲＮＣであり、上記第２のネットワーク構成要素は
ＣＰＲＵであり、上記互換性のないネットワークは無線ローカルループシステムである請
求項１記載の方法。
【請求項５】
　上記ＣＰＲＵはＤＥＣＴプロトコルに従って上記ＲＮＣと通信し、上記ＲＮＣはＧＲ－
３０３プロトコルに従って上記ＣＯと通信する請求項４記載の方法。
【請求項６】
　上記無音期間は、上記電話機の鳴動間に、３秒間又はそれよりも長い継続時間の最初の
無音ペリオッドを含む請求項１記載の方法。
【請求項７】
　上記帯域外メッセージはＣＣ＿ＳＥＴＵＰメッセージを含む請求項４記載の方法。
【請求項８】
　上記第１のネットワーク構成要素はＲＮＣであり、上記第２のネットワーク構成要素は
ＣＰＲＵであり、上記互換性のないネットワークは無線ローカルループシステムである請
求項２記載の方法。
【請求項９】
　上記ＣＰＲＵはＤＥＣＴプロトコルに従って上記ＲＮＣと通信し、上記ＲＮＣはＧＲ－
３０３プロトコルに従って上記ＣＯと通信する請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　上記帯域外メッセージはＣＣ＿ＳＥＴＵＰメッセージを含む請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　上記第１のネットワーク構成要素はＲＮＣであり、上記第２のネットワーク構成要素は
ＣＰＲＵであり、上記互換性のないネットワークは無線ローカルループシステムである請
求項３記載の方法。
【請求項１２】
　上記ＣＰＲＵはＤＥＣＴプロトコルに従って上記ＲＮＣと通信し、上記ＲＮＣはＧＲ－
３０３プロトコルに従って上記ＣＯと通信する請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　上記帯域外メッセージはＣＣ＿ＳＥＴＵＰメッセージを含む請求項１１記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は通信に関し、特に、無線ローカルループシステムのような、発呼者識別情報の帯
域内伝送と互換性のないネットワークを介して発呼者識別及び関連した情報の伝送をサポ
ートするためのシステム及び方法に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
無線ローカルループシステムは、顧客らに公衆電話網への代替のアクセスを提供すること
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により、電話サービスを大きく改善している。ユーザは、使い慣れて便利な従来型の電話
機器を引き続き使用しながら、無線通信リンクを介しても通信することができる。顧客構
内無線装置（ＣＰＲＵ）は、従来型の電話機器と無線通信リンクとの間のインターフェー
スを提供する。
【０００３】
しかしながら、従来型の電話機を無線通信リンクに対して首尾良くインターフェースで接
続するためには、多くの技術的な難関を克服しなければならない。例えば無線環境におい
ては、電話番号全体の数字は、ユーザが「送信」ボタン又はこれに相当するものを押した
後に限って電話局に送信される。これに対して、従来型の電話機器は、番号がダイアルさ
れる毎に当該番号を電話局に送信する。従って、無線ローカルループシステムは、発信音
を発生した後に、数字の解析を実行して完全な電話番号がダイアルされたことを確認しな
ければならない。
【０００４】
もう一つの技術的課題には、有線回線における発呼者識別（発呼者ＩＤ又はＣＩＤ）を、
無線ローカルループシステム内に存在する無線環境に伝送することが含まれる。有線回線
環境における発呼者ＩＤは、ＦＳＫ（周波数シフトキー）変調を用いた帯域内伝送として
送信される。発呼者ＩＤは、いくつかの特徴機能に対する一般的な用語であって、それは
、ローカルな電話会社によって月極料金で提供される電話サービスのベルコア（Bellcore
）クラスファミリーの構成要素である。これらのサービスを提供することは、ネットワー
クのエンド・ツー・エンドに、Ｎｏ．７共通線信号方式（ＳＳ７）が存在することに依存
する。ＳＳ７は、電話局の交換機の間で通信するために用いられる信号プロトコルである
。米国及びカナダにおいて、発呼者ＩＤは、主に、ベルコア文書ＧＲ－３０－ＣＯＲＥ（
オンフック及びオフフックのデータ伝送）、ＴＲ－ＮＷＴ－００００３１（発呼番号伝送
）、ＴＲ－ＮＷＴ－００１－１８８（発呼者名称伝送の一般的必要条件）、及びＴＲ－Ｎ
ＷＴ－０００５７５（コールウェイティングにおける発呼者識別伝送）に準じている。無
線ローカルループ環境において、こうしたＦＳＫ変調信号は、無線伝送の両方の終端（例
えば基地局及びＣＰＲＵ）に必要なボコーダを介して伝送する際に誤伝送される。留意す
べき点は、ＦＳＫ変調された発呼者ＩＤ信号が互換性のないネットワークを介して伝送さ
れなければならないような他の環境もまた、この問題に直面することである。当該技術に
おいて、発呼者ＩＤ伝送の帯域内の性質に関わらず、発呼者ＩＤ情報を従来型の電話機に
伝送することができる無線ローカルループシステムが必要とされている。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明は、複数の適当な環境において発呼者ＩＤ情報を伝送するためのシステム及び方法
を含んでいる。これらの環境は、ＦＳＫ変調された発呼者ＩＤ信号を電話局又は中央局（
central office；ＣＯ）から電話機に伝送することを必要とし、ここで、発呼者ＩＤ信号
の帯域内伝送に対して互換性のないネットワークがＣＯと電話機との間に介在している。
互換性のないネットワークの第１のネットワーク構成要素はＣＯに接続され、互換性のな
いネットワークの第２のネットワーク構成要素は電話機に接続されている。互換性のない
ネットワークにおいて、第１のネットワーク構成要素は、発呼者から受信された、ＦＳＫ
変調された発呼者ＩＤ信号を帯域外メッセージに変換し、互換性のないネットワークを介
して伝送する。第２のネットワーク構成要素は、帯域外メッセージを受信し、当該メッセ
ージをＦＳＫ変調された発呼者ＩＤ信号に変換して被呼者に伝送する。本発明は、発呼者
ＩＤ情報のオンフック及びオフフック伝送の両方を意図するものである。
【０００６】
本発明は、発呼者ＩＤ情報のオンフック伝送の２つの主たる実施形態を含んでいる。「第
２のネットワーク構成要素指向」として示される第１の実施形態において、コールフロー
は、第２のネットワーク構成要素が被呼者の回線を鳴動させるまで続行する。第２のネッ
トワーク構成要素は、回線を捕捉するが鳴動信号は印加しない。回線は鳴動していないが
、第２のネットワーク構成要素は、第２のネットワーク構成要素が被呼者側において最初
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の鳴動サイクルの後の無音期間に入ったかのように、コールフローを継続する。続いて、
ＣＯはＦＳＫ発呼者ＩＤ情報を第１のネットワーク構成要素に送信し、第１のネットワー
ク構成要素はＦＳＫ送信を検出してこれを帯域外メッセージに変換し、当該帯域外メッセ
ージを互換性のないネットワークを介して第２のネットワーク構成要素に伝送する。第１
のネットワーク構成要素からこの帯域外メッセージを受信すると、第２のネットワーク構
成要素はこれを帯域内ＦＳＫ発呼者ＩＤメッセージに変換し直し、最初の鳴動を回線に印
加し、鳴動の間の、３秒より長い最初の無音期間中にＦＳＫメッセージを伝送する。被呼
者の電話機がオフフックにされると、標準的な方法で音声のトラヒックが確立される。
【０００７】
「第１のネットワーク構成要素指向」として示される、発呼者ＩＤ情報のオンフック伝送
に係る第２の実施形態において、第１のネットワーク構成要素は、第２のネットワーク構
成要素に信号を送ることなく、第２のネットワーク構成要素が第１及び第２の鳴動の間の
無音期間に入りつつあるかのように、ＣＯに対するコールフローを開始する。続いて、Ｃ
ＯはＦＳＫ発呼者ＩＤ情報を第１のネットワーク構成要素に送信し、第１のネットワーク
構成要素はＦＳＫ送信を検出してこれを帯域外メッセージに変換する。第１のネットワー
ク構成要素と第２のネットワーク構成要素の間に通信リンクが確立された後で、発呼者Ｉ
Ｄ情報が帯域外メッセージで伝送される。次いで、第１のネットワーク構成要素は、回線
を鳴動させはじめ、ＦＳＫフォーマットへの変換の後で、最初の無音期間において、発呼
者ＩＤメッセージを送信する。
【０００８】
ＦＳＫ変調された発呼者ＩＤ信号の帯域内伝送と互換性のないネットワークの一例は、無
線ローカルループシステムである。無線ローカルループシステムは、顧客構内機器（ＣＰ
Ｅ）と公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）との間に無線リンクを提供する。無線ローカルループ
システムでは、第１及び第２のネットワーク装置において多数の異なるプロトコルを使用
することができる。例えば、第１のネットワーク構成要素は、ＧＲ－３０３プロトコルの
下で公衆交換電話網のＣＯと通信することができる。第１及び第２のネットワーク構成要
素は、例えばＤＥＣＴプロトコル又はＧＳＭプロトコルの下で、無線ネットワークを介し
て互いに通信することができる。本発明の実施形態に係る１つの無線ローカルループにお
いて、ＣＰＥは、第２のネットワーク構成要素として機能する顧客構内無線装置（ＣＰＲ
Ｕ）にリンクしている。ＣＰＲＵは、無線リンクを介して基地局に通信する。次に、基地
局は、第１のネットワーク構成要素として機能する無線ノードコントローラ（ＲＮＣ）に
よって制御されることが可能である。ＲＮＣは、電話局（ＣＯ）を含む公衆交換電話網と
接続している。従って、この無線ローカルループに関し、「第１のネットワーク構成要素
指向」の実施形態は「ＲＮＣ指向」の実施形態であり、「第２のネットワーク構成要素指
向」の実施形態は「ＣＰＲＵ指向」の実施形態になる。
【０００９】
視覚的なメッセージ待機表示（ＶＭＷＩ）のオンフック伝送もまた、本発明によって提供
される。この実施形態では、第１及び第２のネットワーク構成要素間に無線回線を介して
接続が確立される。無線回線を介した接続が確立されると、第１のネットワーク構成要素
は接続状態をＣＯに送信し、ＣＯはＦＳＫ変調されたＶＭＷＩ情報を第１のネットワーク
構成要素に送信する。第１のネットワーク構成要素は、ＦＳＫ変調されたＶＭＷＩ情報を
帯域外メッセージに変換し、これを第２のネットワーク構成要素に送信する。第２のネッ
トワーク構成要素は、帯域外メッセージをＦＳＫ変調されたＶＭＷＩフォーマットに変換
し直し、これを被呼者に送信する。
【００１０】
本発明はまた、被呼者の電話機がオフフックでありかつ活性化呼が発生している（in pro
gress）一方で、コールウェイティング（通話中着信サービス）中の発呼者ＩＤ（ＣＩＤ
ＣＷ）を伝送することを意図している。可聴な加入者警報信号（ＳＡＳ）及びＣＰＥ警報
音（ＣＡＳ）は、ＣＯによって、ＣＰＥ及び発呼者ＩＤ表示装置にそれぞれ送信される。
ＣＡＳの受信に肯定応答した後で、発呼者ＩＤ表示装置は音声経路をミュートし、タイマ
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を開始する。この肯定応答を受信して、ＣＯは、ＦＳＫ変調された発呼者ＩＤ情報を第１
のネットワーク構成要素に伝送し、第１のネットワーク構成要素は発呼者ＩＤ情報を帯域
外メッセージに変換する。第２のネットワーク構成要素は、この帯域外メッセージを受信
すると、もう１つのＣＡＳ信号を発呼者ＩＤ表示装置に送信する。発呼者ＩＤ表示装置は
、このときまでにタイムアウトしている。ＣＩＤ表示装置は、再び、ＣＡＳ信号の受信に
対して肯定応答し、音声経路をミュートする。帯域外メッセージをＦＳＫ変調された発呼
者ＩＤメッセージに変換した後、第２のネットワーク構成要素は、発呼者ＩＤメッセージ
を発呼者ＩＤ表示装置に送信し、次いで音声経路を回復させる。
【００１１】
本発明の上述の特徴及び利点と、他の特徴及び利点とは、以下の詳細な説明及び図面から
明らかになるだろう。
【００１２】
【発明の実施の形態】
例示の無線ローカルループシステム５が図１に示されている。複数のＣＰＲＵ１０は、無
線リンクを介して基地局２０と通信する。このような通信は、周波数分割多元接続（ＦＤ
ＭＡ）、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）、時分割多元接
続（ＴＤＭＡ）、又はＦＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＣＤＭＡ及び／又はＳＤＭＡの任意の組合せ
を含み、ただしこれらに限定されない任意の適当な無線通信技術及びプロトコルを使用し
て発生させることが可能である。ＣＰＲＵ１０は、「分割発呼（overlap sending）」と
して呼ばれるように、ダイアルされた番号を、実質的に顧客がこれらをダイアルすると同
時に送信する汎用の無線変換器（ＵＲＣ）であることが可能である。
【００１３】
ＣＰＲＵ１０には、本願明細書では顧客構内機器（ＣＰＥ）として総称されている、標準
型の、非無線装置３０（従来型の有線回線電話機）が接続されている。ＣＰＲＵ１０は、
ＣＰＥ３０を使用する顧客らが、実際にはこれらの顧客が無線リンクを介して通信してい
るという事実にも関わらず、彼らが「単純な在来型の」電話サービス（ＰＯＴＳ）を使っ
ているものと信じるように機能する。
【００１４】
基地局２０は、有線の（例えば、Ｔ１の）インターフェース回線３１によって無線ノード
コントローラ（ＲＮＣ）３２に接続されている。ＣＰＲＵ１０と基地局２０とＲＮＣ３２
の間の通信は、ＤＥＣＴプロトコルに従うことができる。ＲＮＣ３２は、１つの実施形態
ではＧＲ－３０３通信基準を使用し、電話網の電話局（ＣＯ）３３を介して公衆交換電話
網とインターフェースで接続されている。
【００１５】
例えば無線ローカルループシステム５に適用されるような本発明の特徴について議論する
前に、本発明が有線回線と無線環境との間で発呼者ＩＤをシームレスに転送する方法が理
解されるように、従来の有線回線の電話網における発呼者ＩＤの伝送について説明する。
発呼者ＩＤサービスは、１９７０年代の終わりにまずＡＴ＆Ｔ／ベル研究所によって着想
された。ＡＴ＆Ｔの解体後は、ベル・サウス及びベル・アトランティックが、それぞれ１
９８４年と１９８７年に発呼者ＩＤサービスを提供する最初の会社となった。今日では、
発呼者ＩＤサービスは全５０州とカナダの大部分で利用することができる。その他、オー
ストラリア、英国、フランス、オランダ及びイスラエルを含むいくつかの国々が、１９９
５－９６年の期間に発呼者ＩＤを展開させている。
【００１６】
技術上及び規制上の理由により、歴史的に、発呼者ＩＤはローカルな発呼者の識別に限定
された。長距離の呼出は「区域外」として識別された。ＦＣＣによる１９９４年３月の規
定の結果、現在では、発呼者ＩＤサービスは長距離通話及び８００番通話で動作する。１
９９６年の電気通信法（Telecommunications Act）は、交換機が当該サービスを提供する
ことを保証した。接続交換機（connecting switch）がこの情報を送信できるようにアッ
プグレードされるにつれ、発呼者ＩＤは長距離通話に利用できるようになっている。
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【００１７】
米国、カナダ、オーストラリア及びイスラエルでは、発呼者ＩＤはベル２０２周波数シフ
トキー（ＦＳＫ）モデム信号のバーストとして送信される。このベル２０２信号方式は標
準型のベル２１２又はＣＣＩＴＴ　Ｖ．２２データフォーマットではないので、標準型モ
デムはこの信号をほとんど受信できそうにない。さらに、かつこれは最も重要な点である
が、シリアルな情報は、受信者の交換機から被呼者の場所へのポイント・ツー・ポイント
伝送としてのみ、存在する。キャリア（すなわち、複数のＣＯ、複数の長距離の交換機、
又は複数の長距離通信事業者（ＩＸＣ））の間では、信号は、Ｎｏ．７共通線信号方式（
ＳＳ７）のネットワークにおける帯域外データパケットとして存在する。
【００１８】
以下の表は、発呼者ＩＤの信号方式に使用されるＦＳＫ変調のいくつかの特徴を要約した
ものである。
【００１９】
【表１】

【００２０】
発呼者ＩＤは、２つの可能なフォーマット、すなわち発呼番号を供給する単一データメッ
セージフォーマット（ＳＤＭＦ）（タイプＩ）と、日付及び時刻とともに、発呼番号と当
該番号がリストされている加入者名との両方を供給する多重データメッセージフォーマッ
ト（ＭＤＭＦ）（タイプＩＩ）とで伝送される（米国のみ）。タイプＩに相当するのは「
短いフォーマット」のタイプの発呼者ＩＤであり、呼の日付及び時刻と発呼番号又はエラ
ーメッセージを含んでいる。同様にタイプＩＩに相当するのは「長いフォーマット」のタ
イプの発呼者ＩＤであり、同じく発呼者の氏名及びおそらくはアドレス（ディレクトリ情
報）を含んでいる。
【００２１】
単一データメッセージフォーマット（ＳＤＭＦ）は、チェックサムを含まずに、１乃至２
５５の８ビットワードを含んでいる。チェックサム値は、データメッセージにおける他の
ワード（すなわちメッセージのタイプ、メッセージの長さ及びデータワード）の２５６を
法とする和の２の補数を含んでいる。受信機器は、受信されたワードの２５６を法とする
和を計算し、この和を回復されたチェックサムワードに加算することができる。ゼロの結
果は、一般に、メッセージが正しく受信されたことを表す。メッセージの再送信はサポー
トされない。
【００２２】
発呼番号ＩＤのＳＤＭＦストリーム（データリンク層を含む）は、複数のヌルの値のセッ
トより構成され、２バイトのプリフィックスがこれに続き、これに日付（月／日）と時刻
（２４時間形式）とエリアコードを含む番号とがＡＳＣＩＩフォーマット（ＡＮＳＩ　Ｘ
．２８）で続き、チェックサムがこれに続く。多重データメッセージフォーマット（ＭＤ
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ＭＦ）もまた８ビットワードであり、その数は当該フォーマットを用いる特定の機能によ
り決定される。これは、メッセージに対する追加のフィールドを有した、ＳＤＭＦと同様
のフォーマットより構成される。
【００２３】
発呼者のディレクトリ番号が終端の電話局に対して利用できない場合は、電話番号のフィ
ールドがＡＳＣＩＩの「Ｏ」を含んでいる。顧客構内機器（ＣＰＥ）としても知られる従
来型の電話機器のディスプレイは、その番号が「区域外」（又は何らかの等価なもの）で
あることを表示する。発呼者が発呼者ＩＤのプライバシーに係る制限（ブロッキング）を
設定していれば、電話番号のフィールドはＡＳＣＩＩの「Ｐ」を含む。ＣＰＥのディスプ
レイは、番号の代わりに「発呼者ＩＤはブロックされています」（又は何らかの等価なも
の、例えば「非公開」）を表示する。
【００２４】
次の表は、ユーザの加入及び利用オプションに基づいて使用されるメッセージフォーマッ
トを記述したものである。
【００２５】
【表２】

【００２６】
発呼者の識別に加えて、発呼者ＩＤは、ＣＯが、新たな音声メールのメッセージが存在す
るという信号を、電話機又は付属のアクセサリに回線インターフェースを介して送ること
ができる、２つの異なるメッセージ待機表示（ＭＷＩ）のタイプを含んでいる。ユーザは
、所望するならば、これらの両方のフォーマットに加入してもよい。第１のタイプは、可
聴なメッセージ待機表示（ＡＭＷＩ）である。ＡＭＷＩはスタッターの発信音（断続的な
発信音）であり、上記発信音は、ユーザがオフフックになるときユーザに提示され、当該
ユーザに待機中のメッセージが存在していることを通知する。ＦＣＣは、装置がこれを検
出することを、次の２つのイベントの一方の後、すなわち、１）電話機の使用が完了し、
ユーザがオンフックになり、次いでオフフックに戻って３０秒以内にトーンを検出できる
場合と、２）電話機が鳴動して応答されなかった後、４分以内の場合との何れかの後にの
み許容する。
【００２７】
第２のタイプは、視覚的なメッセージ待機表示（ＶＭＷＩ）である。ＶＭＷＩは、ＣＰＥ
に関連付けられた視覚的な表示器を活性化し、また不活性化させて、新しい（複数の）メ
ッセージが待機していることをユーザに知らせる、オンフックのデータ伝送機能である。
ＣＰＥは、この機能をサポートするために、少なくともクラスタイプ１が可能な機器でな
ければならない。これは、アクティブな着信呼に関連付けられていない。ＶＭＷＩの送信
の間にユーザがオフフックになれば、その送信は廃棄される。
【００２８】
視覚的な表示器は、発光ダイオード（ＬＥＤ）を照明又は点滅させる単純なものである場
合も、特別なメッセージを液晶ディスプレイ上に表示する高度なものである場合もある。
ＣＰＲＵがＦＳＫ変調を介して情報を送信するためには、メッセージ待機表示情報は、当
該情報をＣＰＥに提供できるようになるまでＣＰＲＵ上に記憶される必要がある。このた
めの実際の伝送タイミングの必要条件は、ＧＲ－３０－ＣＯＲＥのパワー鳴動のないオン
フックデータ伝送の項に記述されている。ＣＯは、表示器に対する「リフレッシュ」とし
て、この情報を５分毎の周期的な基準で送信することができる。これはまた、ユーザが発
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呼者ＩＤ表示ボックスを持たない場合（電話機器自体にランプが存在する可能性はある）
にも有用である。これは、視覚的なメッセージ待機表示器（ＶＭＷＩ）のメッセージが、
被呼者の回線がアイドル状態にあるときのみＣＰＥに伝送されるので、メールボックスか
らメールボックスへのメッセージ送信が使用される場合にはあまりうまく機能しない。こ
れは、呼出に関連付けられていないデータ伝送に従ってＳＤＭＦ又はＭＤＭＦフォーマッ
トの何れかで送信されるように符号化されるが、ＭＤＭＦフォーマットが好ましい。
【００２９】
発呼者ＩＤの伝送は、２つの異なる方法、すなわち１）ＣＰＥがオンフックのときの発呼
者ＩＤの伝送方法と、２）ＣＰＥがオフフックのときの発呼者ＩＤの伝送方法とで発生す
ることに留意する。まず、ＣＰＥがオンフックのときの発呼者ＩＤの伝送について論じる
。
【００３０】
発呼者ＩＤのオンフック伝送
オンフック伝送の機能では、ＣＰＥのアイドル状態の間に伝送される。これは、単一の共
同回線、ＣＥＮＴＲＥＸ回線、マルチラインハントグループ及びＲＳＵ回線によって利用
可能である。多数共同回線、硬貨型公衆電話回線（coin line）、クレジットカード回線
及びグラウンドスタート回線又は回路は、オンフック伝送の機能をサポートする必要はな
い。オンフック伝送は、パワー鳴動に関係付けられていても、関係付けられていなくても
よい。
【００３１】
１）発呼番号の伝送
発呼番号の伝送は、ＣＰＥに対する回線がアイドル状態にある間に発生し、パワー鳴動に
関連付けられている。ＦＳＫ情報はＡＳＣＩＩフォーマットで伝送され、アナログループ
スタート回線上のみで第１及び第２の鳴動サイクルの間の無音期間中に伝送される。特有
な識別性のある鳴動機能を備えた電話機セットの場合、これは、３秒間又はそれよりも長
い最初の長い無音期間の間に伝送される。各ビット毎に、中心周波数からの偏移は別個の
トーンを有している。
【００３２】
オンフック信号は、回路が完成する前に供給される。従って、データストリームが終了す
る前（すなわち、第２の鳴動が始まる前）に受話器をオフフックにすると、送信が停止さ
れる／劣化される。発呼者ＩＤの信号方式は、第１の鳴動バーストが完了した後から少な
くとも５００ミリ秒間だけ待機しなければならず、かつ第２の鳴動バーストが開始する少
なくとも２００ミリ秒前には終了する。回線に特有な識別性のある鳴動が印加されつつあ
る場合、情報は最初の長い（すなわち３秒未満の）期間に適合できる必要がある。しかし
ながら、データメッセージ全体を送るためには無音期間が短いような何らかの鳴動パター
ンが存在することもある。送信の間は、チップ及び鳴動コンダクタの間に通常の回線監視
が継続して適用されなければならない。鳴動電流は９０Ｖで２０Ｈｚであり、ＣＯにおい
て鳴動発生器により供給される。無線ローカルループのアプリケーションでは、ＣＰＲＵ
はこの鳴動電流を供給する必要がある点に留意する。
【００３３】
２）発呼者名の伝送
発呼者の名前は、呼の発信の一部としては送信されない。終端の交換機が着信呼を受信し
、被呼者がＣＩＤ機能に加入していると決定されたときのみ、名前情報を取得するために
、集中化された居住者名データベース（Centralized Residence Name Database）に照会
が送られる。ローカルな電話会社によってサポートされている場合、当該データベースは
、虚偽の名前を含むことがある。呼の日付及び時刻もまた、名前とともに含まれている。
発呼者名は別個の機能であるが、これは、一般に、一般的な発呼者ＩＤ機能の提供におい
て、ローカルなオペレータによって発呼番号とともにパッケージ化されている。この機能
は、ダイアルパルス又はデュアルトーンマルチ周波数（ＤＴＭＦ）ＰＯＴＳ（単純な在来
型の電話サービス）回線の両方で利用できる。
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【００３４】
名前情報は、利用可能であれば、ＭＤＭＦフォーマットを使用して発呼者ＩＤメッセージ
に配置され、被呼者に伝送される。名前の長さは、１５文字までにすることができる。本
発明においては、ＣＰＲＵは、第１及び第２のパワー鳴動サイクルの間にＦＳＫプロトコ
ルを使用して名前及び発呼者番号をＣＰＥ機器に送信する。特有な識別性のある鳴動機能
を備えた電話機の場合、情報は、少なくとも３秒間の継続時間がある最初の長い無音期間
の間に伝送される。オフフック伝送の場合、発呼者名はサポートされていない場合がある
。これは、コールウェイティングのための発呼者ＩＤ（ＣＩＤＣＷ）に影響する。
【００３５】
オフフック伝送
オフフック伝送には、コールウェイティングのための発呼者ＩＤ（ＣＩＤＣＷ）が含まれ
る。この機能は、さらに高度な発呼番号プロトコルを使用する。ＣＰＥは、この機能をサ
ポートするために、少なくともクラスタイプ２が可能な機器でなければならない。ＣＩＤ
ＣＷは、現在存在している呼の間の発呼者情報の伝送を含む。情報が伝送される間は、可
聴な音声信号が抑制される。オフフック状態でＦＳＫデータ（発呼者ＩＤ情報）を伝送す
るためには、安定した呼に割込む必要があり、ＦＳＫ情報の伝送に対応するために、クリ
アで音声のないチャンネルが確立されることを必要とする。これは、音声チャンネルの抑
制と、発呼者ＩＤ情報の送信と、ユーザにほとんど不都合を与えない音声経路の回復とに
おける正確なタイミングを必要とする。
【００３６】
ＣＯは、ＣＰＥ警報信号（ＣＡＳ）及び加入者警報信号（ＳＡＳ）を引き続いて背中合わ
せにバック・ツー・バックで（back-to-back）送信する。ＣＩＤＣＷは、呼が既に発生し
ている場合にのみ発生するため、このメッセージに先行する鳴動信号は決して存在しない
。ＳＡＳトーンは主にユーザ用であり、ＣＰＥがＣＩＤ情報を受信するためには必要でな
い。ＳＡＳは、約３００ミリ秒間にわたって印加される４４０Ｈｚの単一の周波数か、又
は特有な識別性のある警報パターンかのいずれかであることができる。これは、呼が発生
している場合に聞かれるトーンであり、コールウェイティングは第２の呼を指示するビー
プ音を発生させる。ＳＡＳトーンに続いて、ＣＯは、２１３０Ｈｚ及び２７５０Ｈｚで、
８０乃至８５ミリ秒の長さの２トーン信号であるＣＰＥ警報信号（ＣＡＳ）を送信する。
【００３７】
ユーザの発呼者ＩＤ機器が発呼者ＩＤ情報を受信する態勢にあれば、これは、電話局に肯
定応答（ＡＣＫ）信号を送ることによってＣＡＳに応答する。このＡＣＫ信号は、６０ミ
リ秒間の公称トーン継続時間を有し、デュアルトーンマルチ周波数（ＤＴＭＦ）「Ａ」又
はＤＴＭＦ「Ｄ」の何れかであることができる。ＤＴＭＦの「Ｄ」は、最も一般的なＡＣ
Ｋ信号である。ＣＰＥは、それがオフフックである唯一の内線電話機であるときは、ＣＡ
Ｓ信号にのみ応答する。誰かが他の内線電話機で呼に関係している場合、ＣＰＥは第２の
装置をミュートすることができないので電話局にＡＣＫ信号を送信しない。
【００３８】
続いて、ＣＯは、加入者機器によって送信され、ＦＳＫが送信される期間にわたってそれ
が音声受話器をミュートしていたことを示すＡＣＫトーンを検出する。ミュートすること
は２つの目的のために機能する。第１に、これは被呼者にＦＳＫ信号が聞こえないように
維持する。第２にこれは、電話機のマイクロホンによって拾われる音声及び他の雑音から
の干渉を除去する。ＣＡＳを送信する前に、ＣＯは、音声信号を、現行の呼の遠端に、か
つ遠端から一時的に移動させる。遠隔にいる者はこれを、回線上の瞬間的な「クリック」
として感知することが多い。電話局は、ＡＣＫ信号を受信するとＦＳＫデータを送信する
。ＣＰＥの発呼者ＩＤ表示ボックスは、これがＦＳＫ信号の受信を終了するときか、もし
くはＣＰＥ　ＣＩＤボックスがタイムアウトになるときかのいずれかで、受話器のミュー
トを解除する。ＦＳＫデータの送信が完了すると、ＣＯは音声を遠端に再び接続する。
【００３９】
被呼ＣＰＥからのＡＣＫ信号が１６５ミリ秒以内にＣＯで受信されない場合、発呼者ＩＤ
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情報は伝送されない。ＣＯは、ＡＣＫの検出からＦＳＫ情報の送信を開始するまで、５０
乃至５００ミリ秒を要する可能性がある。時間遅延の平均は、１００ミリ秒である。この
情報に対するタイミングは極めて重要であり、本機能が適正に動作するためには詳細なタ
イミングの必要条件が必要である。ベルコアのＧＲ－３０－ＣＯＲＥは、ＣＯが音声経路
を抑制する時間期間は１．２秒を超えないように指定している。これには、ＳＡＳ及びＦ
ＳＫデータ情報の送信の継続時間は含まれない。
【００４０】
ＣＩＤＣＷは、顧客が安定な呼の状態にある間に受信された呼に対して、顧客にＳＡＳト
ーンで２回まで警報を発信することができる。２回目の警報の発信は、１０秒間のタイム
アウト期間内に顧客がフラッシング又は切断によって応答を行わなかった場合に提供され
る。ＦＳＫ情報が送信されている間にユーザがフラッシング又は切断を行えば、送信は停
止される。
【００４１】
ＣＰＥによる発呼者ＩＤの加入がない場合のコールフロー
次に図２を参照すると、発呼者ＩＤが加入されていない場合のＣＰＥ３０に対する着信呼
のフロー図が示されている。すべてのフロー図を通じて、認証は無線回線を介したスロッ
トを捕捉することに対する前置きとして示されている。これは、基地局において無線回線
を介したスロットの捕捉を開始する方法として便宜的に示されている。それに加えて、図
示されているすべてのコールフローにおいて、ＣＰＲＵ－ＣＰＥ接続はアナログループス
タート接続であることが仮定されている。さらに、図示されているすべてのコールフロー
において、ＲＮＣ３２と基地局２０とＣＰＲＵ１０との間の通信は、ＤＥＣＴプロトコル
に従って発生することが仮定されている。最後に、図示されているすべてのコールフロー
において、ＲＮＣ３２とＣＯ３３は、ベルコアのＧＲ－３０３プロトコルに従って通信す
ることが仮定されている。
【００４２】
ステップ４１において、ＣＯ３３からの着信呼要求は、被呼者の番号と、ＣＰＥ３０に提
供される鳴動タイプとともにＲＮＣ３２によって受信される。
【００４３】
オプションとして、ステップ４２において、ＲＮＣ３２はＣＰＥ３０の認証を要求する。
ステップ４３において、認証を処理するため、及び着信呼のために無線回線を介したスロ
ットが取得される。ステップ４４において、関連の情報を有するＣＣ－ＳＥＴＵＰ（セッ
トアップ）メッセージがＣＰＲＵネットワーク層１０″に送られる。取って代わって、ス
テップ４５において、ＣＰＲＵネットワーク層１０″は、ＣＰＲＵ網間接続装置（ＩＷＵ
）１０′上にＳＥＴＵＰ情報を通過させる。次いで、ステップ４６において、ＣＰＲＵ　
ＩＷＵ１０′は、ＡＬＥＲＴＩＮＧ（警報情報の送信）要求によって、ＳＥＴＵＰの受信
に対して肯定応答する。続いて、ステップ４７において、ＣＰＲＵ　ＩＷＵ１０′はＣＰ
Ｅ３０回線を捕捉し、当該回線の鳴動を開始する。ステップ４８において、ＣＰＲＵネッ
トワーク層１０″はＲＮＣ３２にＣＣ－ＡＬＥＲＴＩＮＧ情報を送り返し、次いで、ステ
ップ４９で、ＲＮＣ３２はＡＬＥＲＴ（警報）情報をＣＯ３３に送り返す。ＣＰＲＵ　Ｉ
ＷＵ層１０′は、ステップ５０で、それがＣＰＥ１０における第１の鳴動サイクルの後の
「無音期間」に入ったことを示す、所有権者情報（proprietary information）を備えた
ＭＮＣＣ－ＩＮＦＯ（情報）要求をＣＰＲＵネットワーク層１０″に送る。ステップ５１
において、ＣＰＲＵネットワーク層１０″は、この情報をＲＮＣ３２上に送り、ＲＮＣ３
２は、ステップ５２で、ＮＯＴＩＦＹ（通知）メッセージで無音期間情報をＣＯ３３に送
る。ステップ５３において、ＣＰＲＵ　ＩＷＵ層１０′は再び回線を鳴動させ、ステップ
５３′でこれに次の無音期間が続く。ステップ５３及び５３′は、ステップ５３″でＣＰ
ＲＵ　ＩＷＵ層１０′がＣＰＥ３０のオフフックへの移行を検出するまで反復され、これ
が検出されるとＣＰＲＵ１０は鳴動を停止し、ステップ５４で、ＭＮＣＣ　ＣＯＮＮＥＣ
Ｔメッセージを介してオフフック状態がＣＰＲＵネットワーク層１０″に送信される。ス
テップ５５において、ＣＰＲＵネットワーク層１０″はＲＮＣ３２にオフフックＣＣ－Ｃ
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ＯＮＮＥＣＴメッセージを送り、ＲＮＣ３２は、ステップ５６においてＣＯＮＮＥＣＴ情
報をＣＯに送る。最後に、ステップ５７において、２方向の音声トラヒックが開始される
。
【００４４】
図２が示すコールフローは、ＣＰＥが発呼者ＩＤ機能に加入すると修正される必要がある
。本発明によれば、発呼者ＩＤ情報は、ボコーダの誤変換（garble）を回避するために帯
域外で送信される。ＲＮＣ３２はＦＳＫ発呼者ＩＤ情報を検出して変換しなければならな
いので、発呼者ＩＤ情報が転送されるまでにはＲＮＣ３２で約５００ミリ秒の遅延が導入
される。発呼者ＩＤ情報は、最初の無音期間においてＣＰＥ３０に伝送されなければなら
ないため、この遅延はいくつかのタイミング問題を提示している点に留意しなければなら
ない。本発明によれば、ＣＰＥ１０がオンフックの状態で発呼者ＩＤ情報を伝送する２つ
の代替の実施形態が存在する。
【００４５】
ＣＰＲＵ指向として示される第１の実施形態において、標準のコールフローはＣＰＲＵ　
ＩＷＵがＳＥＴＵＰメッセージを受信するまで進行する。ＣＰＲＵ　ＩＷＵは、回線を捕
捉するが鳴動信号は印加しない。回線は鳴動していないが、ＣＰＲＵは、ＣＰＲＵがＣＰ
Ｅにおける第１の鳴動サイクルの後の無音期間に入っていたかのように標準のコールフロ
ーを模倣する。ＲＮＣは、ＦＳＫ情報に対する準備ができていることをＣＯに通知し、ボ
コーダをミュートする。続いて、ＣＯは、ＦＳＫ発呼者ＩＤ情報をＲＮＣに送信し、ＲＮ
ＣはＦＳＫ送信を検出してこれを帯域外メッセージに変換する。ＦＳＫ情報がＲＮＣに送
信された後で、ＲＮＣはボコーダのミュートを解除する。ボコーダは無線チャンネルのＲ
ＮＣ側及びＣＰＲＵ側の両方に配置されていることを注意する。従って、本願明細書で使
用されているように、ＲＮＣとの関連で使用される「ボコーダ」は、無線チャンネルのＲ
ＮＣ側に配置された複数のボコーダを表す。同様に、ＣＰＲＵとの関連で使用される「ボ
コーダ」は、無線チャンネルのＣＰＲＵ側に配置された複数のボコーダを表す。
【００４６】
帯域外メッセージを受信すると、ＣＰＲＵはこれを帯域内のＦＳＫ発呼者ＩＤメッセージ
に変換し直し、第１の鳴動を回線に印加し、ボコーダをミュートして無音期間の間にＦＳ
Ｋメッセージを伝送する。ＦＳＫメッセージを伝送した後、ＣＰＲＵはボコーダのミュー
トを解除する。回線の鳴動サイクルはＣＰＥがオフフックになるまで継続され、オフフッ
クになった時点でＣＰＲＵが回線上の鳴動を停止し、音声トラヒックが標準的な方法で確
立される。
【００４７】
次に図３ａ及び図３ｂを参照すると、ＣＰＲＵ指向の実施形態のコールフロー図が示され
ている。本コールフローは、ステップ６１から６５までは図２に関するステップ４１から
４５までの説明と同様に進行する。しかしながら、ステップ６６でＣＰＲＵ　ＩＷＵ１０
′はＣＰＥ３０の回線を捕捉するが、鳴動信号を印加しない。ＣＰＲＵは、鳴動信号を印
加していないが、それは、鳴動信号が印加されていたかのように標準のコールフローを模
倣する。従って、コールフローは、ステップ６７から７２まで、それぞれステップ４６及
び４８乃至５２の説明と同様に進行する。ステップ７３において、ＦＳＫ伝送の間に被呼
者がオフフックになる場合にＲＮＣ３２がボコーダを抑制する。同様に、ＣＯ３３は、誤
伝送（garble）されたＦＳＫ情報が聞かれないように、呼出音（リングバック）を聞く遠
端に対する音声経路を抑制して、ＲＮＣ３２に対するＦＳＫ情報の送信を開始する。ステ
ップ７４において、すべてのＦＳＫ情報を受信した後に、ＲＮＣ３２は、ボコーダのミュ
ートを解除し、ＦＳＫ情報をＣＣ＿ＩＮＦＯメッセージにおいてＣＰＲＵネットワーク層
１０″に送信する。これに応答して、ステップ７５で、ＣＰＲＵネットワーク層１０″は
、ＩＮＦＯ（情報）メッセージ内に含まれた発呼者ＩＤ情報をＣＰＲＵ　ＩＷＵ１０′に
送る。次いで、ＣＰＲＵ１０は、ステップ７６でＣＰＥ３０において鳴動サイクルを開始
する。ステップ７７において、第１及び第２の鳴動の間に４秒間の「無音期間」が存在す
る。特有な識別性のある鳴動の場合は、この無音期間が３秒を超える最初の長い無音期間
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である。ＦＳＫ情報は、ステップ７８でこの無音期間の間にＣＰＥ３０に伝送される。Ｃ
ＰＲＵ１０もまた、呼出音を受信する遠端に対する音声経路をミュートする。ＦＳＫ情報
の伝送の後、ＣＰＲＵ１０は音声経路のミュートを解除する。ステップ７９において、Ｃ
ＰＲＵ１０は再び回線を鳴動させ、ステップ７９′で次の無音期間が続く。ステップ７９
及び７９′は、ステップ７９″で、ＣＰＲＵ１０がＣＰＥ３０のオフフックへの移行時を
認識し鳴動を停止するまで反復される。ステップ８０において、オフフック状態がＭＮＣ
Ｃ＿ＣＯＮＮＥＣＴメッセージを介してＣＰＲＵネットワーク層１０′に送信される。続
いて、ＣＰＲＵネットワーク層１０′は、ステップ８１でオフフックＣＣ＿ＣＯＮＮＥＣ
ＴメッセージをＲＮＣ３２に送る。ステップ８２において、ＲＮＣ３２はＣＯＮＮＥＣＴ
情報をＣＯ３３に送る。最後に、ステップ８３において、カットスルーが確立され、２方
向音声トラヒックが開始される。
【００４８】
回線は既に当該呼のために捕捉されているので、ＣＰＥ３０機器がステップ６６の後から
ステップ７８が完了する前までにオフフックにあれば、ＦＳＫ情報の送信は中止されるこ
とに留意する。音声経路はＣＯ３３及びＲＮＣ３２の両方でミュートを解除され、ＣＰＲ
Ｕ１０は接続メッセージを送信し、呼はカットスルーされる。
【００４９】
ＲＮＣ指向として示される本発明の第２の実施形態において、ＲＮＣは、ＣＰＲＵ１０に
信号を送ることなく、ＣＰＲＵが第１及び第２の鳴動の間の無音期間に入りつつあったか
のようにＣＯに対するコールフローを開始する。続いて、ＣＯは、ＲＮＣにＦＳＫ発呼者
ＩＤ情報を送信し、ＲＮＣはＦＳＫ送信を検出してこれを帯域外メッセージに変換する。
ＲＮＣ及びＣＰＲＵ間に無線回線を介したリンクが確立されるた後で、発呼者ＩＤ情報は
帯域外メッセージで送信される。次いで、ＣＰＲＵは回線の鳴動を開始し、発呼者ＩＤメ
ッセージをＦＳＫフォーマットへの変換の後に無音期間において送信を開始することがで
きる。
【００５０】
次に図４ａ及び図４ｂを参照すると、ＲＮＣ指向の実施形態のコールフローが示されてい
る。ステップ９１において、ＣＯ３３からの着信呼要求が、被呼者の番号と、ＣＰＥ３０
に提供される鳴動タイプとともに、ＲＮＣ３２によって受信される。ステップ９２におい
て、ＣＰＲＵ１０に対していかなる呼情報を転送することなく、ＲＮＣ３２は、ＦＳＫ情
報を取得するために、ＣＯ３３にＡＬＥＲＴメッセージを返送する。従って、ステップ９
３において、ＦＳＫ情報を取得するために、ＲＮＣ３２はＣＯ３３にＮＯＴＩＦＹメッセ
ージを送り、ＣＯ３３にＣＰＥ３０が無音期間状態にあると「思わせる」ように「計略」
する。ステップ９４において、ＦＳＫ情報の受信を準備して、ＲＮＣ３２はボコーダをミ
ュートする。ステップ９５において、ＣＯ３３はＦＳＫ情報を送信し、遠端に対する音声
経路をミュートする。ＦＳＫ情報を受信した後で、ＲＮＣはステップ９６でボコーダのミ
ュートを解除する。オプションとして、ＲＮＣは、ステップ９７でＣＰＥ３０（すなわち
ＣＰＲＵ１０）の認証を要求する。次に、基地局２０は、ステップ９８で無線回線を介し
たスロットを取得して認証を処理する。ステップ９９において、ＲＮＣ３２は、ＦＳＫ送
信に存在していた発呼者ＩＤ情報を含むＣＣ－ＳＥＴＵＰメッセージをＣＰＲＵネットワ
ーク層１０″に送信する。（被呼者番号情報エレメント、日付及び時刻及び妥当であれば
表示情報エレメント。）信号情報エレメントは、鳴動の韻律（cadence）情報を含んで送
信される。これに応答して、ＣＰＲＵネットワーク層１０″は、ステップ１００で、着信
するＳＥＴＵＰメッセージをＣＰＲＵ　ＩＷＵ１０′に送る。次にステップ１０１で、Ｃ
ＰＲＵ１０はＣＰＥ３０に鳴動電流を印加する。ＣＰＲＵ　ＩＷＵ１０′は次いで、ステ
ップ１０２で、ＣＰＲＵネットワーク層１０″にＡＬＥＲＴＩＮＧ情報を送る。ステップ
１０３で、ＣＰＲＵネットワーク層１０″はＣＣ－ＡＬＥＲＴＩＮＧメッセージをＲＮＣ
３２に戻し、ＣＰＥ３０の鳴動が開始されていることを示す。ＲＮＣ３２はＣＰＲＵ１０
がＳＥＴＵＰメッセージを受信した時点でこれを認識するが、ＣＯ３３にはメッセージを
送らない。ステップ１０４において、ＣＰＥ３０における第１及び第２の鳴動の間の無音
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期間が始まる。ＣＰＲＵ　ＩＷＵ１０′は、ステップ１０５で、「無音」情報をＭＮＣＣ
＿ＮＯＴＩＦＹメッセージでＣＰＲＵネットワーク層１０″に送る。これに応答して、Ｃ
ＰＲＵネットワーク層１０″は、ステップ１０６で、無音期間を表示するために、ＲＮＣ
３２にＣＣ＿ＮＯＴＩＦＹメッセージを送る。特有な識別性のある鳴動の場合は、この無
音期間が３秒を超える最初の長い無音期間であることに留意する。ＲＮＣ３２はこのメッ
セージの受信を認識するが、何の動作も実行しない。ステップ１０７において、ＳＥＴＵ
Ｐメッセージにおいて取得されたＦＳＫ情報がこの無音期間の間にＣＰＥ３０に伝送され
る。ＣＰＲＵ１０はまた、接続の遠端及び近端の両方に対する音声経路をミュートする。
ＦＳＫ情報の伝送の後、ＣＰＲＵ１０は音声経路のミュートを解除する。ＦＳＫ情報の伝
送の後、ＣＰＲＵ　ＩＷＵ１０′はステップ１０８でＣＰＥ３０の次の鳴動サイクルを開
始し、ステップ１０９で次の無音期間がこれに続く。ステップ１０８及び１０９は、ステ
ップ１０９でＣＰＲＵ１０がＣＰＥ３０のオフフックになるときを認識するまで反復され
る。最後にステップ１１０乃至１１３は、図３ｂに関するステップ８０乃至８３の説明と
同様に発生し、音声トラヒックが開始される。
【００５１】
ＣＰＥ３０がステップ１０１後の任意の時点でオフフックになると、ＣＯＮＮＥＣＴメッ
セージは返され、ＣＰＥ３０はカットスルーされ、ＦＳＫ送信は中止されるという点に留
意する。ＣＰＥがステップ９１の後かつステップ１０１より前にオフフックになった場合
、これはグレア（glare）状態として処理される。呼は「ネットワークは常に勝つ」もの
として処理されなければならず、かつ呼は、可能であれば発呼者に対してカットスルーさ
れなければならない。
【００５２】
本発明はまた、ＣＰＥ３０のオフフック状態にある一方で、コールウェイティングの間の
発呼者ＩＤ伝送（ＣＩＤＣＷ）が実行されるような実施形態も意図している。次に図５ａ
及び図５ｂを参照すると、本実施形態のコールフローが示されている。ステップ１２１が
示すように、この機能が起動されるためには、活性化呼が発生中でなければならない。次
に、ステップ１２２において、ＣＯ３３は可聴な加入者警報信号（ＳＡＳ）を送信して、
ユーザに新しく着信して待機している呼の存在を知らせる。またＣＯ３３も、発呼者ＩＤ
表示ボックスにＣＰＥ警報音（ＣＡＳ）を送信して、送信される情報の存在を表示する。
音声経路の両端は、ＣＡＳが送信されている間にＣＯによってミュートされる。次いで、
ＣＯにより、呼出音が遠端の新しい発呼者に印加される。ステップ１２３において、ＣＰ
Ｅ３０の発呼者ＩＤ表示ボックスの肯定応答メッセージを待機するために、１０秒のタイ
マがＣＯ３３に設定される。このタイマがタイムアウトになれば、コールフローは直接ス
テップ１３３に進む。ＣＰＥ３０の発呼者ＩＤ表示ボックスによる肯定応答は、一般に、
オフフックである追加の内線電話機が存在することを表示しない点に留意する。ＣＡＳを
受信した時点で、オフフックの内線電話機が存在しない場合、ＣＰＥ３０の発呼者ＩＤ（
ＣＩＤ）表示ボックスは、ステップ１２４でＡＣＫトーンを返す。ＡＣＫを送信すると、
ＣＰＥ３０のＣＩＤボックスは、ステップ１２５で電話機をミュートし、キーパッドをデ
ィスエーブルする。それに加えて、ＣＰＥ３０のＣＩＤボックスは、タイマを始動させる
。このタイマの時間期間は５０１ミリ秒間である。ステップ１２６で、ＡＣＫを受信した
ＣＯ３３は、遠端の者の音声経路をミュートし、ＦＳＫ情報を送信する。すべてのＦＳＫ
情報を受信した後、ステップ１２７において、ＲＮＣ３２は、ＦＳＫ情報を帯域外のＣＣ
＿ＩＮＦＯメッセージでＣＰＲＵネットワーク層１０″に送信する。また、ＣＯ３３は、
この時点で遠端の者のミュートを解除する。次に、ＣＰＲＵネットワーク層１０″は、ス
テップ１２８でＦＳＫ情報をＭＮＣＣ＿ＩＮＦＯメッセージにおいてＣＰＲＵ　ＩＷＵ１
０′に中継する。
【００５３】
この時点までには、ＣＰＥ３０のＣＩＤボックスはミュートがタイムアウトし、音声経路
は回復されている。ゆえに、ステップ１２９において、ＣＰＲＵ　ＩＷＵ１０′はＣＰＥ
３０におけるＣＩＤ表示ボックスにＣＡＳトーンを送り、被呼者に対する音声経路をミュ
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ートする。これと同時に、ＣＰＲＵ１０は遠端の音声経路をミュートする。ＣＰＥ３０の
ＣＩＤボックスは、ステップ１３０で、送信を受信する準備ができていることを示すため
にＡＣＫによって応答する。ＡＣＫを送信すると、ステップ１３１において再び、ＣＰＥ
３０のＣＩＤ表示ボックスは電話機をミュートし、キーパッドをディスエーブルし、タイ
マを始動させる。このタイマの時間期間は、５０１ミリ秒間である。次に、ステップ１３
２でＦＳＫトーンが再生され、ＣＰＥ３０のＣＩＤボックスに送信される。ＦＳＫ送信が
完了すると、ＣＰＲＵ１０は遠端の者の音声経路のミュートを解除する。ステップ１２３
におけるＣＯタイマがタイムアウトし（１０秒のタイマ）、かつ被呼者が何の動作も実行
していない場合は、ステップ１３３でＳＡＳトーンのみが再送信される。ステップ１３３
は、タイマがタイムアウトしていない場合にのみ実行される。最後にステップ１３４で、
呼は活性状態に戻る。この時点で、ユーザは着信呼を無視するか、呼に応答するためにフ
ラッシングするか、切断するかを選択することができる。
【００５４】
本発明はまた、ＣＰＥがオンフックである間の視覚的なメッセージ待機表示の伝送を意図
している。次に図６を参照すると、こうした実施形態のコールフローが示されている。ス
テップ１４１において、ＣＯ３３から着信する、呼び出し呼でない要求が、被呼者の番号
及びメッセージ表示器の表示とともに、ＳＥＴＵＰメッセージで、ＲＮＣ３２によって受
信される。これに応答して、ステップ１４２において、ＲＮＣ３２はＣＰＥ（すなわちＣ
ＰＲＵ）の認証を要求する（このステップはオプションの手順である）。ステップ１４３
において、認証を処理して着信するメッセージ送信に対応するために、無線回線を介した
スロットが取得される。次に、ステップ１４４で、関連情報を有するＣＣ－ＳＥＴＵＰメ
ッセージがＣＰＲＵネットワーク層１０″に送られる。ステップ１４５において、ＣＰＲ
Ｕネットワーク層１０″はＳＥＴＵＰ情報をＣＰＲＵ　ＩＷＵ１０′に送る。これに応答
して、ＣＰＲＵ　ＩＷＵ１０′は、ステップ１４６で、ＣＯＮＮＥＣＴ要求によりＳＥＴ
ＵＰの受信に対して肯定応答する。ＣＰＲＵネットワーク層１０″は、ステップ１４７で
ＣＯＮＮＥＣＴ情報をＲＮＣ３２に返す。次に、ＲＮＣ３２は、ステップ１４８で、ＣＯ
３３に、ＣＯＮＮＥＣＴメッセージによりＣＣ＿ＳＥＴＵＰメッセージに対して肯定応答
する。この時点で、ＦＳＫ情報の受信準備として、ＲＮＣはボコーダをミュートする。ス
テップ１４９において、ＣＯはＲＮＣ３２にＦＳＫ情報を送信する。ＲＮＣ３２はＦＳＫ
情報を解釈し、ステップ１５０で当該情報をＣＣ－ＩＮＦＯメッセージへと配置してＣＰ
ＲＵネットワーク層１０″に送信する。ＲＮＣ３２もまた、ボコーダのミュートを解除す
る。ステップ１５１において、ＣＰＲＵ１０のネットワーク層がＣＰＲＵ１０のＩＷＵ層
に情報を送る。最後にステップ１５２で、ＣＰＲＵ１０はボコーダをミュートし、ＦＳＫ
送信はＣＰＥ３０機器に伝達される。ＦＳＫ送信が完了すると、ボコーダのミュートは解
除される。
【００５５】
伝送中の任意の時点でユーザがオフフックになると、伝送は中止され、オフフック表示は
、ＣＰＥ３０が呼を発信しようとしていたかのようにＣＯ３３に送られる点に留意する。
ボコーダも、ミュートを解除される。
【００５６】
図２乃至図６に関連して議論されたコールフローは、無線ローカルループシステムに関す
るものであったが、当業者には、本発明の原理が、発呼者ＩＤ信号を帯域外送信に変換す
ることにより発呼者ＩＤ信号が互換性のないネットワークを介して伝送される必要がある
他のシステムにも適用され得ることが理解されるであろう。従って、本発明の様々な実施
形態が上述されたが、それらは、単に例示的にのみ提示されたものであり、限定的なもの
ではない点は理解されなければならない。本発明の広がり及び範囲は、上述の例示的な実
施形態の何れによっても限定されるべきものではなく、特許請求の範囲及びこれらと等価
なものによってのみ定義されなければならない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　無線ローカルループ通信システムのブロック図である。
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【図２】　発呼者ＩＤがＣＰＥによって加入されていないコールフローを示す図である。
【図３ａ】　本発明の一実施形態に係る、ＣＰＲＵが発呼者ＩＤ情報のオンフック伝送を
指向するコールフローに係る第１の部分を示す図である。
【図３ｂ】　本発明の一実施形態に係る、ＣＰＲＵが発呼者ＩＤ情報のオンフック伝送を
指向するコールフローに係る第２の部分を示す図である。
【図４ａ】　本発明の一実施形態に係る、ＲＮＣが発呼者ＩＤ情報のオンフック伝送を指
向するコールフローに係る第１の部分を示す図である。
【図４ｂ】　本発明の一実施形態に係る、ＲＮＣが発呼者ＩＤ情報のオンフック伝送を指
向するコールフローに係る第２の部分を示す図である。
【図５ａ】　本発明の一実施形態に係る、コールウェイティングのための発呼者ＩＤ情報
がオフフックで伝送されるコールフローに係る第１の部分を示す図である。
【図５ｂ】　本発明の一実施形態に係る、コールウェイティングのための発呼者ＩＤ情報
がオフフックで伝送されるコールフローに係る第２の部分を示す図である。
【図６】　本発明の一実施形態に係る、メッセージ待機情報がオンフックで伝送されるコ
ールフローを示す図である。
【符号の説明】
５…無線ローカルループシステム、
１０…ＣＰＲＵ、
２０…基地局、
３０…ＣＰＥ、
３１…Ｔ１インターフェース回線、
３２…ＲＮＣ、
３３…ＣＯ。

【図１】 【図２】
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