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(57)【要約】
【課題】特別なカードを要することなく、他人の携帯端
末を自分の携帯端末のように利用できるシステムを提供
する。
【解決手段】複数の携帯端末２を無線収容するＩＰ－Ｐ
ＢＸ５を備えた構内電話交換システム１であって、ＩＰ
－ＰＢＸは、ユーザ毎にユーザＩＤ及びパスワードを予
め登録管理した加入者管理テーブル４２と、任意の携帯
端末のゲスト使用許可を要求すべく、同携帯端末のオー
ナのオーナ許諾、さらに同ゲスト使用者のユーザＩＤ及
びパスワードを含むログイン登録要求を受信すると、こ
のユーザＩＤ及びパスワードが加入者管理テーブルのテ
ーブル内容と合致した場合、ログイン登録要求を発信し
た携帯端末に対するゲスト使用のログイン登録を許可す
るゲストログイン許可部５２と、携帯端末に対するゲス
ト使用者のログイン登録を許可した場合、同携帯端末を
ゲスト使用者の携帯端末として制御するＰＢＸ側ユーザ
管理制御部とを備えた。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の携帯端末を無線収容し、これら複数の携帯端末を通信制御する制御装置を備えた
通信システムであって、
　前記制御装置は、
　使用者毎に、同使用者を識別する使用者識別情報を予め登録管理した使用者情報管理手
段と、
　前記複数の携帯端末の内、任意の携帯端末のゲスト使用許可を要求すべく、同任意の携
帯端末からゲスト使用者の使用者識別情報を含むゲストログイン登録要求を受信すると、
このゲストログイン登録要求に含まれる使用者識別情報と前記使用者情報管理手段に登録
済みの使用者識別情報とを照合する使用者照合手段と、
　この使用者照合手段にて前記ゲストログイン登録要求に含まれる使用者識別情報と前記
使用者情報管理手段にて登録済みの使用者識別情報とが合致した場合、前記ゲストログイ
ン登録要求を発信した前記携帯端末に対する前記ゲスト使用者のゲストログイン登録を許
可するゲストログイン許可手段と、
　このゲストログイン許可手段にて、前記携帯端末に対する前記ゲスト使用者のゲストロ
グイン登録を許可した場合、同携帯端末を前記ゲスト使用者の携帯端末として制御する制
御手段とを有することを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　前記使用者情報管理手段は、
　前記使用者毎に、現在使用中の携帯端末のアドレス情報を前記使用者識別情報と対応付
けて登録管理し、
　前記制御手段は、
　前記ゲストログイン許可手段にて、前記携帯端末に対する前記ゲスト使用者のゲストロ
グイン登録を許可した場合、前記ゲストログイン登録要求を発信した携帯端末のアドレス
情報を、前記使用者情報管理手段に登録済みの同ゲスト使用者のアドレス情報に設定する
ことで、同携帯端末を前記ゲスト使用者の携帯端末として制御することを特徴とする請求
項１記載の通信システム。
【請求項３】
　前記制御装置は、
　前記使用者毎に、前記携帯端末の通信関連情報を記憶した通信関連情報記憶手段を有し
、
　前記制御手段は、
　前記ゲストログイン許可手段にて、前記携帯端末に対する前記ゲスト使用者のゲストロ
グイン登録を許可した場合、同ゲスト使用者の通信関連情報を前記通信関連情報記憶手段
から読み出し、この読み出した通信関連情報を同ゲスト使用者の携帯端末に送信すると共
に、同携帯端末の通信記録を、同ゲスト使用者の通信履歴として、同ゲスト使用者の通信
関連情報と対応付けて前記通信関連情報記憶手段に更新登録することを特徴とする請求項
１又は２記載の通信システム。
【請求項４】
　前記携帯端末は、
　前記制御装置の前記制御手段から前記ゲスト使用者の通信関連情報を受信すると、この
通信関連情報を表示手段に表示可能にしたことを特徴とする請求項３記載の通信システム
。
【請求項５】
　前記制御手段は、
　前記ゲストログイン中の携帯端末から相手先端末への発信操作を検出すると、前記相手
先端末に通知する発信者情報として、同ゲストログイン中のゲスト使用者の使用者識別情
報を通知することを特徴とする請求項２，３又は４記載の通信システム。
【請求項６】
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　前記制御手段は、
　前記携帯端末に対する前記ゲスト使用者のゲストログイン登録を許可して、このゲスト
ログイン登録許可を同携帯端末に通知してから、同ゲストログイン中の携帯端末を前記ゲ
スト使用者の携帯端末として制御を開始すると共に、
　前記携帯端末は、
　前記オーナ所有者の携帯端末として動作するオーナモードと、前記ゲスト使用者の携帯
端末として動作するゲストモードとを切替設定可能にしたモード設定手段を有し、このモ
ード設定手段は、前記制御装置から前記ゲストログイン登録許可を受信すると、前記ゲス
トモードに移行することを特徴とする請求項２，３又は４記載の通信システム。
【請求項７】
　前記携帯端末は、
　前記ゲストモード中に同携帯端末のオーナ所有者の使用者識別情報に対する着信を検出
すると、着信音を鳴動すると共に、オーナモードに変更設定するよう報知し、前記モード
設定手段によりオーナモードに設定されることにより、着信応答が可能となることを特徴
とする請求項６記載の通信システム。
【請求項８】
　前記携帯端末は、
　前記ゲスト使用者への着信検出と、前記オーナ所有者への着信検出とで鳴動出力する着
信音の音色を変えたことを特徴とする請求項７記載の通信システム。
【請求項９】
　前記ゲストログイン中の携帯端末は、
　ゲストログアウト操作に応じて、ゲストログアウト登録要求を前記制御装置に送信する
ゲストログアウト要求手段を有し、
　前記制御装置内の前記制御手段は、
　前記携帯端末内の前記ゲストログアウト要求手段から前記ゲストログアウト登録要求を
受信すると、同携帯端末に対するゲスト使用者としての制御を中止することを特徴とする
請求項１，２，３，４，５，６，７又は８記載の通信システム。
【請求項１０】
　前記制御装置内の前記制御手段は、
　前記携帯端末に対する前記ゲスト使用者のゲストログイン登録を許可して、このゲスト
ログイン登録許可を同携帯端末に通知してから、同ゲストログイン中の携帯端末を前記ゲ
スト使用者の携帯端末として制御を開始すると共に、
　前記ゲストログイン中の携帯端末内の前記ゲストログアウト要求手段は、
　前記ゲストログイン登録許可を受信したタイミングから所定時間経過後に、前記ゲスト
ログアウト登録要求を前記制御装置に送信することを特徴とする請求項９記載の通信シス
テム。
【請求項１１】
　前記ゲストログイン中の携帯端末内の前記ゲストログアウト要求手段は、
　同携帯端末が使用中状態から待機状態に移行すると、ゲストログアウト確認を表示手段
に表示すると共に、このゲストログアウト確認表示中に、前記ゲストログアウト操作を検
出すると、前記ゲストログアウト登録要求を前記制御装置に送信することを特徴とする請
求項９記載の通信システム。
【請求項１２】
　前記制御装置は、
　前記携帯端末に対する前記ゲスト使用者のゲストログイン登録を許可して、同ゲスト使
用者がオーナ所有者となっている別の携帯端末に対して他者端末ログイン情報を通知する
他者端末ログイン情報通知手段を有し、
　前記別の携帯端末は、
　前記他者端末ログイン情報通知手段を通じて前記他者端末ログイン情報を受信すると、
他者端末ログイン状態を表示手段に表示すると共に、
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　前記ゲストログアウト要求手段は、
　前記他者端末ログイン状態表示中にログアウト要求操作を検出すると、同オーナ所有者
がゲスト使用者としてゲストログイン中の携帯端末からのゲストログアウトを要求すべく
、他者端末ログアウト登録要求を前記制御装置に通知すると共に、
　この制御装置は、
　前記他者端末ログアウト登録要求を受信すると、同オーナ所有者がゲスト使用者として
ゲストログイン中の携帯端末に対するゲスト使用者としての制御を中止することを特徴と
する請求項９記載の通信システム。
【請求項１３】
　前記使用者識別情報は、
　前記使用者を識別するユーザＩＤで構成し、このユーザＩＤにパスワードを付加するこ
とを特徴とする請求項１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０，１１又は１２記載の
通信システム。
【請求項１４】
　前記制御装置は、
　携帯端末毎にゲストログイン可能使用者識別情報を予め登録管理するゲスト使用可能管
理手段を有し、
　前記ゲストログイン許可手段は、
　前記使用者照合手段にて前記ゲストログイン登録要求に含まれる使用者識別情報が前記
ゲスト使用可能管理手段に登録済みのゲストログイン可能使用者識別情報と合致した場合
にのみ、前記ゲストログイン登録要求を発信した前記携帯端末に対する前記ゲスト使用者
のゲストログイン登録を許可することを特徴とする請求項１，２，３，４，５，６，７，
８，９，１０，１１，１２又は１３記載の通信システム。
【請求項１５】
　前記ゲストログイン許可手段は、
　前記ゲスト使用許可を要求された携帯端末のオーナ所有者のゲストログイン承諾操作を
検出した後、前記使用者照合手段にて前記ゲストログイン登録要求に含まれる使用者識別
情報が前記使用者情報管理手段に登録済みの使用者識別情報と合致した場合にのみ、前記
ゲストログイン登録要求を発信した前記携帯端末に対する前記ゲスト使用者のゲストログ
イン登録を許可することを特徴とする請求項１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０
，１１，１２又は１３記載の通信システム。

                                                                              
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば携帯電話機や携帯モバイル等の携帯端末を無線収容し、これら携帯端
末を通信制御する構内交換装置等の制御装置を備えた構内電話交換システム等の通信シス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、このような通信システムとしてのＩＰ構内交換システムとしては、ＩＰアドレス
が付与されたＩＰ電話機と、このＩＰ電話機を収容接続すると共に、ＩＰ電話機のＩＰア
ドレス毎に複数の電話番号を割り当てた構内交換機と、電話番号毎に配置されたパソコン
端末とを有し、構内交換機は、電話番号への着信を検出すると、同電話番号に割り当てら
れたＩＰアドレスのＩＰ電話機への着信を実行すると共に、同電話番号に対応付けたパソ
コンのＩＰアドレス宛に着信情報を通知するようにしたものが知られている（例えば特許
文献１参照）。
【０００３】
　このような特許文献１の通信システムによれば、例えば一台のＩＰ電話機を複数の電話
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番号で共有化することができるため、ＩＰ電話機の端末コストを大幅に軽減することがで
きる。
【０００４】
　また、このような電話機の共有化を図る通信システムとしては、一台の携帯端末を複数
人で共有化するために利用者毎に識別カードを準備し、同携帯端末に識別カードを差し込
むことで、同識別カードに基づき同携帯端末の利用者を識別し、同利用者による携帯端末
の利用がＯＫと判断されると、同利用者による携帯端末のサービス利用を許可するものが
知られている（例えば特許文献２参照）。
【０００５】
　このような特許文献２の通信システムによれば、利用者毎に、携帯端末を利用するため
の識別カードを準備し、同携帯端末に識別カードを差し込んで同利用者を識別し、この識
別結果に基づき同利用者による同携帯端末のサービス利用を許可するようにしたので、一
台の携帯端末を同識別カードを携帯した複数の利用者で共有化することができる。
【０００６】
　また、電話機の共有化を図る通信システムとしては、利用者毎に、利用者を識別する識
別情報、電話帳情報及び通話履歴情報を格納したＩＣカードを準備し、同携帯端末に同Ｉ
Ｃカードを差し込んで同利用者を識別し、同利用者による携帯端末の利用がＯＫと判断さ
れると、同利用者による携帯端末のサービス利用を享受すると共に、携帯電話機の利用者
は自分の電話帳情報及び通話履歴情報を利用することができるものが知られている（例え
ば特許文献３参照）。
【０００７】
　このような特許文献３の通信システムによれば、携帯電話機の利用者がＩＣカードに記
憶した電話帳情報及び通話履歴情報を利用することができるため、一台の携帯端末を複数
の利用者で共有化することができ、しかも、利用者毎のＩＣカードに記憶した電話帳情報
及び通話履歴情報を使用することで、利用者は、あたかも自分個人の携帯電話機のような
サービスを享受することができる。
【特許文献１】特開２００４－９６１９４号公報
【特許文献２】特開平１１－４６２４５号公報
【特許文献３】特開２００４－８８２３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記特許文献１の通信システムによれば、一台のＩＰ電話機のＩＰアド
レスに複数の電話番号を割り当て、同電話番号への着信を検出すると、同電話番号に対応
するＩＰアドレスのＩＰ電話機への着信を実行し、一台のＩＰ電話機を複数の電話番号に
対応した利用者で共有化するようにしたが、同ＩＰ電話機は固定電話機を想定し、例えば
利用者が自分の携帯電話機を忘れて他人の携帯電話機を自分の携帯電話機として貸しても
らうような咄嗟の貸出には何等対応していないのが実情である。
【０００９】
　また、上記特許文献２の通信システムによれば、携帯端末にメモリカードを差し込んで
同メモリカードで同携帯端末の利用者を識別し、この識別結果に基づき、同利用者による
携帯端末のサービス利用を許可し、一台の携帯端末を複数の利用者で共有化するようにし
たが、メモリカードの利用者識別情報に基づき携帯端末のサービス利用の可否を判定する
ことになるため、利用者はメモリカードを携帯する必要がある。
【００１０】
　また、上記特許文献３の通信システムによれば、携帯端末にＩＣカードを差し込んで同
ＩＣカードで同携帯端末の利用者を識別し、この識別結果に基づき、同利用者による携帯
端末のサービス利用を許可し、一台の携帯端末を複数の利用者で共有化するようにしたが
、ＩＣカードの利用者識別情報に基づき携帯端末のサービス利用の可否を判定することに
なるため、利用者は同様にＩＣカードを携帯する必要がある。
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【００１１】
　また、ＩＣカードやメモリカード等の利用者識別用カードを忘れた利用者に貸出専用の
携帯電話機を貸し出すことも考えられるが、貸出専用の携帯電話機を予め確保しておく必
要があるため、無駄な管理コストを要する。
【００１２】
　本発明は上記点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、利用者識別用
カードを要することなく、他人の携帯電話機（携帯端末）を自分の携帯電話機（携帯端末
）のように利用することができ、かつ、管理コストを大幅に軽減することができる通信シ
ステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために本発明の通信システムは、複数の携帯端末を無線収容し、こ
れら複数の携帯端末を通信制御する制御装置を備えた通信システムであって、前記制御装
置は、使用者毎に、同使用者を識別する使用者識別情報を予め登録管理した使用者情報管
理手段と、前記複数の携帯端末の内、任意の携帯端末のゲスト使用許可を要求すべく、同
任意の携帯端末からゲスト使用者の使用者識別情報を含むゲストログイン登録要求を受信
すると、このゲストログイン登録要求に含まれる使用者識別情報と前記使用者情報管理手
段に登録済みの使用者識別情報とを照合する使用者照合手段と、この使用者照合手段にて
前記ゲストログイン登録要求に含まれる使用者識別情報と前記使用者情報管理手段にて登
録済みの使用者識別情報とが合致した場合、前記ゲストログイン登録要求を発信した前記
携帯端末に対する前記ゲスト使用者のゲストログイン登録を許可するゲストログイン許可
手段と、このゲストログイン許可手段にて、前記携帯端末に対する前記ゲスト使用者のゲ
ストログイン登録を許可した場合、同携帯端末を前記ゲスト使用者の携帯端末として制御
する制御手段とを有するようにした。
【発明の効果】
【００１４】
　上記のように構成された本発明の通信システムによれば、複数の携帯端末の内、任意の
携帯端末のゲスト使用許可を要求すべく、同任意の携帯端末からゲスト使用者の使用者識
別情報を含むゲストログイン登録要求を受信すると、このゲストログイン登録要求に含ま
れる使用者識別情報と使用者情報管理手段に登録済みの使用者識別情報とを照合し、これ
ら使用者識別情報が合致した場合、前記ゲストログイン登録要求を発信した前記携帯端末
に対する前記ゲスト使用者のゲストログイン登録を許可し、同携帯端末をゲスト使用者の
携帯端末として制御するようにしたので、貸出専用の携帯端末を管理するような無駄な管
理コストを大幅に軽減しながら、利用者識別用カードを要することなく、一時的に他人の
携帯端末を自分の携帯端末であるかのように使用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本願請求項１記載の通信システムは、複数の携帯端末を無線収容し、これら複数の携帯
端末を通信制御する制御装置を備えた通信システムであって、前記制御装置は、使用者毎
に、同使用者を識別する使用者識別情報を予め登録管理した使用者情報管理手段と、前記
複数の携帯端末の内、任意の携帯端末のゲスト使用許可を要求すべく、同任意の携帯端末
からゲスト使用者の使用者識別情報を含むゲストログイン登録要求を受信すると、このゲ
ストログイン登録要求に含まれる使用者識別情報と前記使用者情報管理手段に登録済みの
使用者識別情報とを照合する使用者照合手段と、この使用者照合手段にて前記ゲストログ
イン登録要求に含まれる使用者識別情報と前記使用者情報管理手段にて登録済みの使用者
識別情報とが合致した場合、前記ゲストログイン登録要求を発信した前記携帯端末に対す
る前記ゲスト使用者のゲストログイン登録を許可するゲストログイン許可手段と、このゲ
ストログイン許可手段にて、前記携帯端末に対する前記ゲスト使用者のゲストログイン登
録を許可した場合、同携帯端末を前記ゲスト使用者の携帯端末として制御する制御手段と
を有するようにした。
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【００１６】
　従って、本願請求項１記載の通信システムによれば、複数の携帯端末の内、任意の携帯
端末のゲスト使用許可を要求すべく、同任意の携帯端末からゲスト使用者の使用者識別情
報を含むゲストログイン登録要求を受信すると、このゲストログイン登録要求に含まれる
使用者識別情報と使用者情報管理手段に登録済みの使用者識別情報とを照合し、これら使
用者識別情報が合致した場合、前記ゲストログイン登録要求を発信した前記携帯端末に対
する前記ゲスト使用者のゲストログイン登録を許可し、同携帯端末をゲスト使用者の携帯
端末として制御するようにしたので、貸出専用の携帯端末を管理するような無駄な管理コ
ストを大幅に軽減しながら、利用者識別用カードを要することなく、一時的に他人の携帯
端末を自分の携帯端末であるかのように使用することができる。
【００１７】
　また、本願請求項２記載の通信システムは、本願請求項１記載の構成において、前記使
用者情報管理手段は、前記使用者毎に、現在使用中の携帯端末のアドレス情報を前記使用
者識別情報と対応付けて登録管理し、前記制御手段は、前記ゲストログイン許可手段にて
、前記携帯端末に対する前記ゲスト使用者のゲストログイン登録を許可した場合、前記ゲ
ストログイン登録要求を発信した携帯端末のアドレス情報を、前記使用者情報管理手段に
登録済みの同ゲスト使用者のアドレス情報に設定することで、同携帯端末を前記ゲスト使
用者の携帯端末として制御するようにした。
【００１８】
　従って、本願請求項２記載の通信システムによれば、本願請求項１記載の効果に加えて
、前記携帯端末に対する前記ゲスト使用者のゲストログイン登録を許可した場合、前記ゲ
ストログイン登録要求を発信した携帯端末のアドレス情報を、前記使用者情報管理手段に
登録済みの同ゲスト使用者のアドレス情報に設定することで、同携帯端末を前記ゲスト使
用者の携帯端末として制御するようにしたので、ゲスト使用者は、一時的に他人の携帯端
末を自分の携帯端末であるかのように使用することができる。
【００１９】
　また、本願請求項３記載の通信システムは、本願請求項１又は２記載の構成において、
前記制御装置は、前記使用者毎に、前記携帯端末の通信関連情報を記憶した通信関連情報
記憶手段を有し、前記制御手段は、前記ゲストログイン許可手段にて、前記携帯端末に対
する前記ゲスト使用者のゲストログイン登録を許可した場合、同ゲスト使用者の通信関連
情報を前記通信関連情報記憶手段から読み出し、この読み出した通信関連情報を同ゲスト
使用者の携帯端末に送信すると共に、同携帯端末の通信記録を、同ゲスト使用者の通信履
歴として、同ゲスト使用者の通信関連情報と対応付けて前記通信関連情報記憶手段に更新
登録するようにした。
【００２０】
　従って、本願請求項３記載の通信システムによれば、本願請求項１又は２記載の効果に
加えて、前記携帯端末に対する前記ゲスト使用者のゲストログイン登録を許可した場合、
同ゲスト使用者の通信関連情報を同携帯端末に送信すると共に、同携帯端末の通信記録を
、同ゲスト使用者の通信履歴として、同ゲスト使用者の通信関連情報と対応付けて前記通
信関連情報記憶手段に更新登録するようにしたので、ゲスト使用者は、他人の携帯端末を
使用したとしても自分の電話帳等の通信関連情報を使用することができ、しかも、その通
信履歴を残すことができる。
【００２１】
　また、本願請求項４記載の通信システムは、本願請求項３記載の構成において、前記携
帯端末は、前記制御装置の前記制御手段から前記ゲスト使用者の通信関連情報を受信する
と、この通信関連情報を表示手段に表示可能にした。
【００２２】
　従って、本願請求項４記載の通信システムによれば、前記携帯端末が、前記ゲスト使用
者の通信関連情報を受信すると、この通信関連情報を表示手段に表示可能にしたので、ゲ
スト使用者は、他人の携帯端末を使用して自分の電話帳等の通信関連情報を使用すること
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ができる。
【００２３】
　また、本願請求項５記載の通信システムは、本願請求項２，３又は４記載の構成におい
て、前記制御手段は、前記ゲストログイン中の携帯端末から相手先端末への発信操作を検
出すると、前記相手先端末に通知する発信者情報として、同ゲストログイン中のゲスト使
用者の使用者識別情報を通知するようにした。
【００２４】
　従って、本願請求項５記載の通信システムによれば、本願請求項２，３又は４記載の効
果に加えて、前記ゲストログイン中の携帯端末から相手先端末への発信操作を検出すると
、前記相手先端末に通知する発信者情報として、同ゲストログイン中のゲスト使用者の使
用者識別情報を通知するようにしたので、ゲスト使用者は、他人の携帯端末を使用したと
しても、相手先端末側のユーザに自分の使用者識別情報を通知することができる。
【００２５】
　また、本願請求項６記載の通信システムは、本願請求項２，３又は４記載の構成におい
て、前記制御手段は、前記携帯端末に対する前記ゲスト使用者のゲストログイン登録を許
可して、このゲストログイン登録許可を同携帯端末に通知してから、同ゲストログイン中
の携帯端末を前記ゲスト使用者の携帯端末として制御を開始すると共に、前記携帯端末は
、前記オーナ所有者の携帯端末として動作するオーナモードと、前記ゲスト使用者の携帯
端末として動作するゲストモードとを切替設定可能にしたモード設定手段を有し、このモ
ード設定手段は、前記制御装置から前記ゲストログイン登録許可を受信すると、前記ゲス
トモードに移行するようにした。
【００２６】
　従って、本願請求項６記載の通信システムによれば、本願請求項２，３又は４記載の効
果に加えて、前記携帯端末が前記制御装置からのゲストログイン登録許可を受信すると、
ゲストモードに移行するようにしたので、携帯端末側では、前記制御装置からのゲストロ
グイン登録許可に応じてゲストモードに、自動的に切替設定することができる。
【００２７】
　また、本願請求項７記載の通信システムは、本願請求項６記載の構成において、前記携
帯端末は、前記ゲストモード中に同携帯端末のオーナ所有者の使用者識別情報に対する着
信を検出すると、着信音を鳴動すると共に、オーナモードに変更設定するよう報知し、前
記モード設定手段によりオーナモードに設定されることにより、着信応答が可能となるよ
うにした。
【００２８】
　従って、本願請求項７記載の通信システムによれば、本願請求項６記載の効果に加えて
、前記ゲストモード中に同携帯端末のオーナ所有者の使用者識別情報に対する着信を検出
すると、着信音を鳴動すると共に、オーナモードに変更設定するように報知した後、前記
オーナモードが設定されると、同着信に対して応答可能になるようにしたので、オーナ所
有者は、自分の携帯端末を他人が使用するゲストモード中であっても、自分宛の着信を受
けることができる。
【００２９】
　また、本願請求項８記載の通信システムは、本願請求項７記載の構成において、前記携
帯端末は、前記ゲスト使用者への着信検出と、前記オーナ所有者への着信検出とで鳴動出
力する着信音の音色を変えたものである。
【００３０】
　従って、本願請求項８記載の通信システムによれば、本願請求項７記載の効果に加えて
、前記携帯端末は、前記ゲスト使用者への着信検出と、前記オーナ所有者への着信検出と
で鳴動出力する着信音の音色を変えるようにしたので、ゲスト使用者及びオーナ所有者は
、着信音で自分宛の着信を認識することができる。
【００３１】
　また、本願請求項９記載の通信システムは、本願請求項１，２，３，４，５，６，７又



(9) JP 2009-33354 A 2009.2.12

10

20

30

40

50

は８記載の構成において、前記ゲストログイン中の携帯端末は、ゲストログアウト操作に
応じて、ゲストログアウト登録要求を前記制御装置に送信するゲストログアウト要求手段
を有し、前記制御装置内の前記制御手段は、前記携帯端末内の前記ゲストログアウト要求
手段から前記ゲストログアウト登録要求を受信すると、同携帯端末に対するゲスト使用者
としての制御を中止するようにした。
【００３２】
　従って、本願請求項９記載の通信システムによれば、本願請求項１，２，３，４，５，
６，７又は８記載の効果に加えて、前記ゲストログイン中の携帯端末側のゲストログアウ
ト操作に応じたゲストログアウト登録要求を受信すると、同携帯端末に対するゲスト使用
者としての制御を中止するようにしたので、前記ゲスト使用者は、ゲストログアウト操作
で、ゲストログイン中の他人の携帯端末からログアウトすることができる。
【００３３】
　また、本願請求項１０記載の通信システムは、本願請求項９記載の構成において、前記
制御装置内の前記制御手段は、前記携帯端末に対する前記ゲスト使用者のゲストログイン
登録を許可して、このゲストログイン登録許可を同携帯端末に通知してから、同ゲストロ
グイン中の携帯端末を前記ゲスト使用者の携帯端末として制御を開始すると共に、前記ゲ
ストログイン中の携帯端末内の前記ゲストログアウト要求手段は、前記ゲストログイン登
録許可を受信したタイミングから所定時間経過後に、前記ゲストログアウト登録要求を前
記制御装置に送信するようにした。
【００３４】
　従って、本願請求項１０記載の通信システムによれば、本願請求項９記載の効果に加え
て、前記携帯端末側は、前記制御装置からのゲストログイン登録許可を受信したタイミン
グから所定時間経過後に、前記ゲストログアウト登録要求を前記制御装置に送信するよう
にしたので、前記ゲスト使用者は、何等操作を要することなく、ゲストログイン登録許可
を受信したタイミングから所定時間経過後に、ゲストログイン中の他人の携帯端末から自
動的にログアウトすることができる。
【００３５】
　また、本願請求項１１記載の通信システムは、本願請求項９記載の構成において、前記
ゲストログイン中の携帯端末内の前記ゲストログアウト要求手段は、同携帯端末が使用中
状態から待機状態に移行すると、ゲストログアウト確認を表示手段に表示すると共に、こ
のゲストログアウト確認表示中に、前記ゲストログアウト操作を検出すると、前記ゲスト
ログアウト登録要求を前記制御装置に送信するようにした。
【００３６】
　従って、本願請求項１１記載の通信システムによれば、本願請求項９記載の効果に加え
て、前記携帯端末側は、同携帯端末が使用中状態から待機状態に移行すると、ゲストログ
アウト確認を表示手段に表示すると共に、このゲストログアウト確認表示中に、前記ゲス
トログアウト操作を検出すると、前記ゲストログアウト登録要求を前記制御装置に送信す
るようにしたので、ゲスト使用者は、同携帯端末が使用中状態から待機状態に移行した、
例えば通話が終了したような携帯端末の使用が終了した時点で表示手段に表示するゲスト
ログアウト確認を見ることで同他人の携帯端末を使用していることを逐次に認識すること
ができる。
【００３７】
　また、本願請求項１２記載の通信システムは、本願請求項９記載の構成において、前記
制御装置は、前記携帯端末に対する前記ゲスト使用者のゲストログイン登録を許可して、
同ゲスト使用者がオーナ所有者となっている別の携帯端末に対して他者端末ログイン情報
を通知する他者端末ログイン情報通知手段を有し、前記別の携帯端末は、前記他者端末ロ
グイン情報通知手段を通じて前記他者端末ログイン情報を受信すると、他者端末ログイン
状態を表示手段に表示すると共に、前記ゲストログアウト要求手段は、前記他者端末ログ
イン状態表示中にログアウト要求操作を検出すると、同オーナ所有者がゲスト使用者とし
てゲストログイン中の携帯端末からのゲストログアウトを要求すべく、他者端末ログアウ
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ト登録要求を前記制御装置に通知すると共に、この制御装置は、前記他者端末ログアウト
登録要求を受信すると、同オーナ所有者がゲスト使用者としてゲストログイン中の携帯端
末に対するゲスト使用者としての制御を中止するようにした。
【００３８】
　従って、本願請求項１２記載の通信システムによれば、本願請求項９記載の効果に加え
て、前記制御装置側では、前記携帯端末に対する前記ゲスト使用者のゲストログイン登録
を許可した場合、同ゲスト使用者がオーナ所有者となっている別の携帯端末に対して他者
端末ログイン情報を通知し、前記別の携帯端末側では、他者端末ログイン情報を受信する
と、他者端末ログイン状態を表示手段に表示し、この他者端末ログイン状態表示中にログ
アウト要求操作を検出すると、同オーナ所有者がゲスト使用者としてゲストログイン中の
携帯端末からのゲストログアウトを要求すべく、他者端末ログアウト登録要求を前記制御
装置に通知し、この制御装置側では、他者端末ログアウト登録要求を受信すると、同オー
ナ所有者がゲスト使用者としてゲストログイン中の携帯端末に対するゲスト使用者として
の制御を中止するようにしたので、ゲスト使用者は、例えばゲストログイン中の他人の携
帯端末からのログアウトを忘れた場合、オーナ所有の携帯端末を使用して、遠隔操作でゲ
ストログイン中の携帯端末からログアウトすることができる。
【００３９】
　また、本願請求項１３記載の通信システムは、本願請求項１，２，３，４，５，６，７
，８，９，１０，１１又は１２記載の構成において、前記使用者識別情報は、前記使用者
を識別するユーザＩＤで構成し、このユーザＩＤにパスワードを付加するようにした。
【００４０】
　従って、本願請求項１３記載の通信システムによれば、本願請求項１，２，３，４，５
，６，７，８，９，１０，１１又は１２記載の効果に加えて、前記使用者識別情報を、前
記使用者を識別するユーザＩＤで構成し、このユーザＩＤにパスワードを付加するように
したので、同通信システム内の携帯端末の不正使用に対するセキュリティ強化を図ること
ができる。
【００４１】
　また、本願請求項１４記載の通信システムは、本願請求項１，２，３，４，５，６，７
，８，９，１０，１１，１２又は１３記載の構成において、前記制御装置は、携帯端末毎
にゲストログイン可能使用者識別情報を予め登録管理するゲスト使用可能管理手段を有し
、前記ゲストログイン許可手段は、前記使用者照合手段にて前記ゲストログイン登録要求
に含まれる使用者識別情報が前記ゲスト使用可能管理手段に登録済みのゲストログイン可
能使用者識別情報と合致した場合にのみ、前記ゲストログイン登録要求を発信した前記携
帯端末に対する前記ゲスト使用者のゲストログイン登録を許可するようにした。
【００４２】
　従って、本願請求項１４記載の通信システムによれば、本願請求項１，２，３，４，５
，６，７，８，９，１０，１１，１２又は１３記載の効果に加えて、前記ゲストログイン
登録要求に含まれる使用者識別情報が前記ゲスト使用可能管理手段に登録済みのゲストロ
グイン可能使用者識別情報と合致した場合にのみ、前記ゲストログイン登録要求を発信し
た前記携帯端末に対する前記ゲスト使用者のゲストログイン登録を許可するようにしたの
で、前記使用者情報管理手段に登録済みの使用者識別情報の中でも、ゲストログイン登録
を許可するゲスト使用者を限定することで、同携帯端末の不正使用に対するセキュリティ
強化を図ることができる。
【００４３】
　また、本願請求項１５記載の通信システムは、本願請求項１，２，３，４，５，６，７
，８，９，１０，１１，１２又は１３記載の構成に加えて、前記ゲストログイン許可手段
は、前記ゲスト使用許可を要求された携帯端末のオーナ所有者のゲストログイン承諾操作
を検出した後、前記使用者照合手段にて前記ゲストログイン登録要求に含まれる使用者識
別情報が前記使用者情報管理手段に登録済みの使用者識別情報と合致した場合にのみ、前
記ゲストログイン登録要求を発信した前記携帯端末に対する前記ゲスト使用者のゲストロ
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グイン登録を許可するようにした。
【００４４】
　従って、本願請求項１５記載の通信システムによれば、本願請求項１，２，３，４，５
，６，７，８，９，１０，１１，１２又は１３記載の効果に加えて、前記ゲスト使用許可
を要求された携帯端末のオーナ所有者のゲストログイン承諾操作を検出した後、前記ゲス
トログイン登録要求に含まれる使用者識別情報が前記使用者情報管理手段に登録済みの使
用者識別情報と合致した場合にのみ、前記ゲストログイン登録要求を発信した前記携帯端
末に対する前記ゲスト使用者のゲストログイン登録を許可するようにしたので、同携帯端
末のオーナ所有者による承諾操作を得た場合にのみ、使用者識別情報の照合を実行するこ
とになるため、同携帯端末の不正使用に対するセキュリティ強化を図ることができる。
【００４５】
　（実施の形態）
　以下、図面に基づいて本発明の通信システムに関わる実施の形態を示す構内電話交換シ
ステムについて説明する。図１は本実施の形態を示す構内電話交換システム内部の概略構
成を示すブロック図である。
【００４６】
　図１に示す構内電話交換システム１は、ユーザ毎に割り当てた携帯電話機等の携帯端末
２と、例えば部屋毎に、同携帯端末２を無線収容する無線アクセスポイント３と、これら
全無線アクセスポイント３をＬＡＮ４経由で収容接続することで、各無線アクセスポイン
ト３を通じて全携帯端末２を呼制御するＩＰ交換機（以下、単にＩＰ－ＰＢＸと称する）
５とを有している。
【００４７】
　尚、説明の便宜上、図１においては、ユーザＡがオーナ所有する携帯端末２を携帯端末
２Ａと、ユーザＢがオーナ所有する携帯端末２を携帯端末２Ｂとし、ユーザＡ及びユーザ
Ｂは５階会議室に在室中、ユーザＡは自分の携帯端末２Ａを５階会議室内に持参している
ものの、ユーザＢは自分の携帯端末２Ｂを３０５室に置き忘れている状態を示している。
【００４８】
　図２は携帯端末２内部の概略構成を示すブロック図である。
【００４９】
　図２に示す携帯端末２は、無線アクセスポイント３経由でＩＰ－ＰＢＸ５及び相手先端
末との通信制御を司る電話部１１と、同携帯端末２のユーザ管理情報を管理するユーザ管
理部１２と、電話部１１を通じて相手先端末との通話に使用するマイク１３及びスピーカ
１４と、様々な情報を表示する表示機能を備え、同表示画面上で各種操作を実行するグラ
フィカルユーザインタフェース（以下、単にＧＵＩと称する）１５と、ダイヤル番号等の
各種情報を入力する操作部１６と、カメラ機能やオーディオ機能等の各種アプリケーショ
ン１７と、同携帯端末２全体を制御する端末側制御部１８とを有している。
【００５０】
　電話部１１は、無線アクセスポイント３との無線通信を実行する無線通信部２１と、無
線通信部２１を通じて呼制御機能を司る呼制御部２２と、同携帯端末２の所有者であるオ
ーナの電話帳、通話履歴や発着信履歴等の電話情報を格納したオーナ用データベース２３
と、同携帯端末２を貸したゲスト使用者の電話帳、通話履歴、発着信履歴や留守メッセー
ジ等の電話情報を一時的に格納するゲスト用データベース２４とを有している。
【００５１】
　ユーザ管理部１２は、同携帯端末２に関わるユーザのユーザ管理情報を格納したユーザ
管理テーブル３１と、同携帯端末２の所有者であるオーナが使用する場合に設定するオー
ナモード、又は同携帯端末２を他人（ゲスト）が使用する場合に設定するゲストモードを
切替設定するモード設定部３２と、後述するゲストログイン登録要求を、電話部１１を通
じてＩＰ－ＰＢＸ５に要求するゲストログイン要求部３３と、後述するゲストログアウト
登録要求や他者端末ログアウト登録要求を、電話部１１を通じてＩＰ－ＰＢＸ５に要求す
るゲストログアウト要求部３４と、このユーザ管理部１２全体を制御するユーザ管理制御
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部３５とを有している。
【００５２】
　ユーザ管理テーブル３１は、同携帯端末２を使用するユーザ毎に、Ｉｎｄｅｘ３１Ａと
、同ユーザを識別するユーザＩＤ３１Ｂと、同ユーザのパスワード３１Ｃと、同携帯端末
２に対する属性３１Ｄと、同携帯端末２に対する同ユーザの状態３１Ｅとを管理している
。
【００５３】
　属性３１Ｄには、同携帯端末２の所有者を示すオーナと、同携帯端末２の貸借者を示す
ゲストとの２通りある。また、状態３１Ｅには、同携帯端末２を現在使用中の場合は“カ
レント”と、同携帯端末２を未使用中の場合は“待機”との２通りある。
【００５４】
　ユーザ管理制御部３５は、図２に示すユーザ管理テーブル３１を参照して、例えばユー
ザＡの場合、ユーザＩＤ３１Ｂが“Ａ”、パスワード３１Ｃが“ＸＸＸＸ”、属性３１Ｄ
が“オーナ”、状態３１Ｅが“カレント”と認識すると共に、例えばユーザ“Ｂ”の場合
、ユーザＩＤ３１Ｂが“Ｂ”、パスワード３１Ｃが“ＸＸＸＸ”、属性３１Ｄが“ゲスト
”、状態３１Ｅが“待機”と認識できるものである。
【００５５】
　また、図３はＩＰ－ＰＢＸ５内部の概略構成を示すブロック図である。
【００５６】
　図３に示すＩＰ－ＰＢＸ５は、ＬＡＮ４を通じて複数台の無線アクセスポイント３を収
容接続することで、同構内電話交換システム１内の各携帯端末２との通信制御を司るＰＢ
Ｘ側通信制御部４１と、同構内電話交換システム１の加入者に相当するユーザ情報を管理
する加入者管理テーブル４２と、同構内電話交換システム１の加入者に相当するユーザの
電話帳、通話履歴、発着信履歴や留守メッセージ等の電話情報を格納した加入者電話情報
管理データベース４３と、このＩＰ－ＰＢＸ５全体を制御するＰＢＸ側制御部４４とを有
している。
【００５７】
　加入者管理テーブル４２は、加入者に相当するユーザ毎に、Ｉｎｄｅｘ４２Ａと、同ユ
ーザを識別するユーザＩＤ４２Ｂ（使用者識別情報）と、同ユーザのパスワード４２Ｃと
、同ユーザがオーナ所有する携帯端末２を識別するホーム端末ＩＤ４２Ｄと、同ユーザが
現在使用中、すなわちカレント状態の携帯端末２を識別するカレント端末ＩＤ４２Ｅと、
同カレント端末ＩＤ４２Ｅに対応する携帯端末２の宛先に相当するＩＰアドレス４２Ｆと
、同カレント端末ＩＤ４２Ｅに対応する携帯端末２の使用ポート番号を示すポート番号４
２Ｇとを管理している。このカレント端末ＩＤ４２Ｅ、ＩＰアドレス４２Ｆ及びポート番
号４２Ｇが現在使用中の携帯端末２のアドレス情報である。
【００５８】
　ＰＢＸ側制御部４４は、図３に示す加入者管理テーブル４２を参照して、ユーザ“Ａ”
の場合、ユーザＩＤ４２Ｂが“Ａ”、パスワード４２Ｃが“ＸＸＸＸ”、ホーム端末ＩＤ
４２Ｄが“２Ａ”、カレント端末ＩＤ４２Ｅが“２Ａ”、ＩＰアドレス４２Ｆ“１３３．
１８５．１９２．２”、ポート番号４２Ｇが“５０６０”を認識し、ユーザ“Ｂ”の場合
、ユーザＩＤ４２Ｂが“Ｂ”、パスワード４２Ｃが“ＸＸＸＸ”、ホーム端末ＩＤ４２Ｄ
が“２Ｂ”、カレント端末ＩＤ４２Ｅが“２Ｂ”、ＩＰアドレス４２Ｆが“１３３．１８
５．１９２．３”、ポート番号４２Ｇが“５０６０”を認識できるものである。
【００５９】
　尚、加入者管理テーブル４２内のユーザＩＤ４２Ｂ、パスワード４２Ｃ及びホーム端末
ＩＤ４２Ｄは、携帯端末２のオーナ登録を実行するオーナ登録処理時に設定するのに対し
、加入者管理テーブル４２内の同ユーザＩＤ毎のカレント端末ＩＤ４２Ｅ、ＩＰアドレス
４２Ｆ及びポート番号４２Ｇは、同ユーザが使用する携帯端末２に応じて更新登録するも
のである。
【００６０】
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　また、加入者電話情報管理データベース４３は、加入者に相当するユーザを識別するユ
ーザＩＤ毎に、同ユーザの電話帳、通話履歴や発着信履歴等の電話情報を管理するもので
ある。
【００６１】
　また、ＰＢＸ側制御部４４は、ＰＢＸ側通信制御部４１を通じて、例えば携帯端末２側
のゲストログイン登録要求を受信すると、同ゲストログイン登録要求に含まれるユーザＩ
Ｄ及びパスワードと、加入者管理テーブル４２に登録済みの同ユーザＩＤ及びパスワード
とを照合するユーザ照合部５１と、このユーザ照合部５１にてゲストログイン登録要求に
含まれるユーザＩＤ及びパスワードと加入者管理テーブル４２に登録済みのユーザＩＤ及
びパスワードとが合致した場合、ゲストログイン登録要求を発信した携帯端末２に対する
ゲスト使用者のゲストログイン登録を許可するゲストログイン許可部５２と、このゲスト
ログイン許可部５２にて携帯端末２に対するゲスト使用者のゲストログイン登録を許可し
た場合、同携帯端末２をゲスト使用者の携帯端末２として制御するＰＢＸ側ユーザ管理制
御部５３と、同携帯端末２に対するゲスト使用者のゲストログイン登録を許可すると、同
携帯端末２に対してゲストログイン許可を通知するゲストログイン許可通知部５４と、定
期的に他者端末ログイン情報を携帯端末２に通知する他者端末ログイン通知部５５とを有
している。
【００６２】
　図４及び図５は携帯端末２のＧＵＩ１５に表示する表示内容を端的に示す説明図である
。
【００６３】
　図４（ａ）に示す表示画面は、オーナモード中を示すオーナモード画面６１に相当する
ものである。尚、携帯端末２側のユーザは、ＧＵＩ１５上のオーナモード画面６１を見て
、現在オーナモード中であることを認識できるものである。
【００６４】
　図４（ｂ）に示す表示画面は、ゲストログイン登録要求を要求するゲストログイン画面
６２に相当するものである。尚、携帯端末２側のユーザは、ゲストログイン画面６２上の
ユーザＩＤ入力欄及びパスワード入力欄に夫々入力することでゲストログイン登録を要求
できるものである。
【００６５】
　図４（ｃ）に示す表示画面は、ゲストモード中を示すゲストモード画面６３に相当する
ものである。尚、携帯端末２側のユーザは、ゲストモード画面６３を見て、現在ゲストモ
ード中であることを認識できるものである。また、ログアウト操作によりログアウトが可
能である。
【００６６】
　図５（ａ）に示す表示画面は、待機中のユーザへの着信を検出した場合のカレントユー
ザ切替画面６４に相当するものである。尚、携帯端末２側のユーザは、カレントユーザ切
替画面６４を見て、待機中ユーザへの電話着信を認識することができるものである。
【００６７】
　図５（ｂ）に示す表示画面は現在ログイン中のユーザの一覧を示すログイン一覧画面６
５に相当するものである。尚、携帯端末２側のオーナ所有者は、ログイン一覧画面６５を
見て、現在ログイン中のユーザを認識することができると共に、同ログイン一覧画面６５
上からログアウト対象のユーザを指定することができるものである。
【００６８】
　図５（ｃ）に示す表示画面は、他の携帯端末２に対してゲストログイン中のユーザがオ
ーナ所有する携帯端末２に同オーナが他の携帯端末２にゲストログイン中であることを示
す他者端末ログイン画面６６に相当するものである。尚、携帯端末２側のユーザは、他者
端末ログイン画面６６を見て、同オーナが他の携帯端末２にゲストログイン中であること
を認識し、例えばゲストログイン中の他者の携帯端末２からログアウトし忘れた場合でも
、同他者端末ログイン画面６６上のログアウトボタンを操作することで、他者の携帯端末
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２からログアウトすることができるものである。
【００６９】
　尚、請求項記載の通信システムは構内電話交換システム１、携帯端末は携帯端末２、制
御装置はＩＰ－ＰＢＸ５、使用者情報管理手段は加入者管理テーブル４２、使用者照合手
段はユーザ照合部５１、ゲストログイン許可手段はゲストログイン許可部５２、制御手段
はＰＢＸ側ユーザ管理制御部５３及びゲストログイン許可通知部５４、通信関連情報記憶
手段は加入者電話情報管理データベース４３、表示手段はＧＵＩ１５、端末所有者記憶手
段は加入者管理テーブル４２、ゲストログアウト要求手段はゲストログアウト要求部３４
、他者端末ログイン情報通知手段は他者端末ログイン通知部５５に相当するものである。
【００７０】
　次に本実施の形態を示す構内電話交換システム１の動作について説明する。図６はオー
ナ登録処理に関わる構内電話交換システム１内部の処理動作を示す動作シーケンス図であ
る。
【００７１】
　図６に示すオーナ登録処理は、ユーザが割り当てられた携帯端末２に関わるオーナ登録
をするための処理である。
【００７２】
　図６において携帯端末２側の端末側制御部１８は、ＧＵＩ１５及び操作部１６を通じて
、同携帯端末２のオーナによるユーザＩＤ及びパスワードの入力操作、さらにオーナ登録
操作を検出すると（ステップＳ１１）、同ユーザＩＤ及びパスワードを含むオーナ登録要
求をユーザ管理部１２に通知する（ステップＳ１２）。
【００７３】
　ユーザ管理部１２は、オーナ登録要求を検出すると、このオーナ登録要求に含まれるユ
ーザＩＤ及びパスワードを属性“オーナ”としてユーザ管理テーブル３１内に登録する（
ステップＳ１３）。
【００７４】
　さらに、ユーザ管理部１２は、同ユーザ管理テーブル３１内のユーザＩＤ及びパスワー
ドに対応する状態を“カレント”に設定し（ステップＳ１４）、モード設定部３２を通じ
てオーナモードに設定する（ステップＳ１５）。
【００７５】
　ユーザ管理部１２は、オーナモードに設定すると、同オーナのユーザＩＤ及びパスワー
ドの他に、同オーナの同携帯端末２の端末ＩＤ、ＩＰアドレス及びポート番号を含むオー
ナ登録要求を電話部１１に通知する（ステップＳ１６）。
【００７６】
　電話部１１は、同オーナ登録要求を受信すると、無線アクセスポイント３及びＬＡＮ４
経由で同オーナ登録要求をＩＰ－ＰＢＸ５に送信する（ステップＳ１７）。
【００７７】
　ＩＰ－ＰＢＸ５は、ＰＢＸ側通信制御部４１を通じて同オーナ登録要求を受信すると、
ＰＢＸ側ユーザ管理制御部５３を通じて同オーナ登録要求に含まれる同ユーザＩＤ、パス
ワード、端末ＩＤ、ＩＰアドレス及びポート番号を加入者管理テーブル４２内のユーザＩ
Ｄ４２Ｂ、パスワード４２Ｃ、ホーム端末ＩＤ４２Ｄ、カレント端末４２Ｅ、ＩＰアドレ
ス４２Ｆ及びポート番号４２Ｇに登録することで（ステップＳ１８）、同携帯端末２のオ
ーナ登録が完了することになる。尚、オーナ登録要求に含まれる端末ＩＤは、加入者管理
テーブル４２内のホーム端末ＩＤ４２Ｄ及びカレント端末ＩＤ４２Ｅに登録されることに
なる。
【００７８】
　ＩＰ－ＰＢＸ５は、加入者管理テーブル４２へのオーナ登録が完了すると、ＬＡＮ４及
び無線アクセスポイント３経由でオーナ登録完了を携帯端末２側の電話部１１に送信する
（ステップＳ１９）。
【００７９】
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　携帯端末２側の電話部１１は、オーナ登録完了をユーザ管理部１２に通知すると共に（
ステップＳ２０）、同ユーザ管理部１２は同オーナ登録完了を端末側制御部１８に通知す
る（ステップＳ２１）。
【００８０】
　端末側制御部１８は、同オーナ登録完了を受信すると、オーナ登録が完了した旨、例え
ばオーナモード画面６１（図４（ａ）参照）をＧＵＩ１５に表示することで（ステップＳ
２２）、この処理動作を終了する。その結果、携帯端末２側のユーザは、オーナモード画
面６１を見て、オーナ登録が完了したことを認識することができる。
【００８１】
　図６に示すオーナ登録処理によれば、オーナ所有者が自分の携帯端末２を使用してユー
ザＩＤ及びパスワードを入力し、これらのユーザＩＤ、パスワード及び、同携帯端末２の
端末ＩＤ、ＩＰアドレス及びポート番号をＩＰ－ＰＢＸ側の加入者管理テーブル４２に登
録するようにしたので、オーナ所有者は、自分の携帯端末２を使用して同携帯端末２のオ
ーナ登録を簡単に実現することができる。
【００８２】
　次に自分がオーナである携帯端末２を他者がゲスト使用者の携帯端末２として使用可能
にするゲストモードを設定するゲストモード設定処理について説明する。図７及び図８は
ゲストモード設定処理に関わる構内電話交換システム１内部の処理動作を示す動作シーケ
ンス図である。
【００８３】
　図７に示すゲストモード設定処理とは、自分がオーナである携帯端末２をゲスト使用者
の携帯端末２として使用可能にするゲストモードを設定するための処理である。
【００８４】
　図７に示す携帯端末２内の端末側制御部１８は、ＧＵＩ１５及び操作部１６を通じて、
同携帯端末２のオーナを識別するユーザＩＤ及びパスワードの入力操作、さらにゲスト使
用許諾操作を検出すると（ステップＳ３１）、同携帯端末２オーナのユーザＩＤ及びパス
ワードを含む許諾要求をユーザ管理部１２に通知する（ステップＳ３２）。
【００８５】
　ユーザ管理部１２は、許諾要求を検出すると、この許諾要求に含まれるユーザＩＤ及び
パスワードをユーザ管理テーブル３１の属性“オーナ”内に登録済みのユーザＩＤ及びパ
スワードと照合し、同ユーザＩＤ及びパスワードが合致した場合にのみ、同許諾要求がオ
ーナによるものと判断してオーナ認証し（ステップＳ３３）、ゲストモード準備完了に設
定する（ステップＳ３４）。この結果、ゲストモード準備完了に応じて、ゲスト使用者の
ユーザＩＤ及びパスワードの入力受付が可能となる。
【００８６】
　さらに、端末側制御部１８は、ＧＵＩ１５及び操作部１６を通じて、同携帯端末２のゲ
スト使用者によるユーザＩＤ及びパスワードの入力操作を検出すると（ステップＳ３５）
、同ゲスト使用者のユーザＩＤ及びパスワードをユーザ管理部１２に通知する（ステップ
Ｓ３６）。
【００８７】
　ユーザ管理部１２は、ゲストモード準備完了を設定した後、ゲスト使用者のユーザＩＤ
及びパスワードを検出すると、同ゲスト使用者のユーザＩＤ及びパスワードをユーザ管理
テーブル３１内のユーザＩＤ３１Ｂ及びパスワード３１Ｃ内に仮登録し（ステップＳ３７
）、ゲストログイン要求部３３を通じて、同ゲスト使用者のユーザＩＤ及びパスワードの
他に、同携帯端末２の端末ＩＤ、ＩＰアドレス及びポート番号を含むゲストログイン登録
要求を電話部１１に通知する（ステップＳ３８）。
【００８８】
　電話部１１は、ゲストログイン登録要求を受信すると、無線アクセスポイント３及びＬ
ＡＮ４経由で同ゲストログイン登録要求をＩＰ－ＰＢＸ５に通知する（ステップＳ３９）
。
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【００８９】
　ＩＰ－ＰＢＸ５は、ＰＢＸ側通信制御部４１を通じてゲストログイン登録要求を受信す
ると、ＰＢＸ側制御部４４内のユーザ照合部５１を通じて同ゲストログイン登録要求に含
まれる同ゲスト使用者のユーザＩＤ及びパスワードが加入者管理テーブル４２内に登録済
みのユーザＩＤ及びパスワードと照合し、同ゲスト使用者のユーザＩＤ及びパスワードが
合致すると、同ゲスト使用者のユーザＩＤ及びパスワードを認証し（ステップＳ４０）、
同ゲスト使用者の同携帯端末２の使用を許可すべく、ゲストログイン許可部５２を通じて
ゲストログインを許可することになる。
【００９０】
　さらに、ＩＰ－ＰＢＸ５は、ＰＢＸ側ユーザ管理制御部５３を通じて、同ゲストログイ
ン登録要求に含まれた同携帯端末２の端末ＩＤ、ＩＰアドレス及びポート番号を同ゲスト
使用者のユーザＩＤに対応付けて加入者管理テーブル４２内のカレント端末４２Ｅ、ＩＰ
アドレス４２Ｆ及びポート番号４２Ｇに登録更新すると（ステップＳ４１）、ゲストログ
イン許可通知部５４を通じてゲストログイン登録許可を、ＬＡＮ４及び無線アクセスポイ
ント３経由で携帯端末２に送信する（ステップＳ４２）。
【００９１】
　図８において携帯端末２側の電話部１１は、ＩＰ－ＰＢＸ５からのゲストログイン登録
許可を受信すると、同ゲスト使用者の電話情報を要求する電話情報要求をＩＰ－ＰＢＸ５
に送信する（ステップＳ５１）。
【００９２】
　ＩＰ－ＰＢＸ５は、ＰＢＸ側通信制御部４１を通じて携帯端末２からの電話情報要求を
受信すると、同電話情報要求に含まれる同ゲスト使用者のユーザＩＤに対応した電話情報
を加入者電話情報管理データベース４３から読み出し（ステップＳ５２）、この読み出し
たゲスト使用者の電話情報を、ＰＢＸ側通信制御部４１を通じて携帯端末２に送信する（
ステップＳ５３）。
【００９３】
　携帯端末２側の電話部１１は、ＩＰ－ＰＢＸ５から同ゲスト使用者の電話情報を受信す
ると、この電話情報をゲスト用データベース２４に記憶し（ステップＳ５４）、ゲストロ
グイン登録許可をユーザ管理部１２に通知する（ステップＳ５５）。
【００９４】
　ユーザ管理部１２は、ゲストログイン登録許可を検出すると、ステップＳ３７にてユー
ザ管理テーブル３１内に仮登録した同ゲスト使用者のユーザＩＤ及びパスワードを本登録
し（ステップＳ５６）、同ゲスト使用者のユーザＩＤに対応した状態を“カレント”に設
定し（ステップＳ５７）、モード設定部３２を通じてゲストモードに設定し（ステップＳ
５８）、ゲストログイン登録許可を端末側制御部１８に通知する（ステップＳ５９）。
【００９５】
　端末側制御部１８は、ゲストログイン登録許可を検出すると、ＧＵＩ１５上にゲストモ
ード画面６３（図４（ｃ）参照）を表示し（ステップＳ６０）、この処理動作を終了する
。尚、ゲスト使用者は、同携帯端末２のゲストモード画面６３を見て、同携帯端末２が自
分の携帯端末２として使用可能であることを認識することができる。
【００９６】
　図７及び図８に示すゲストモード設定処理によれば、オーナ所有者の携帯端末２を使用
して、オーナ所有者の許諾、ゲスト使用者の認証を得ると、ＩＰ－ＰＢＸ５内の加入者管
理テーブル４２内の同ゲスト使用者のユーザＩＤ４２Ｂに対応したカレント端末ＩＤ４２
Ｅ、ＩＰアドレス４２Ｆ及びポート番号４２Ｇに、同ゲスト使用者がゲスト使用する携帯
端末２（オーナ所有者の携帯端末２）の端末ＩＤ、ＩＰアドレス及びポート番号を登録管
理すると共に、ＩＰ－ＰＢＸ５内の加入者電話情報管理データベース４３に記憶中の同ゲ
スト使用者の電話情報を読み出し、この電話情報をゲスト使用者がゲスト使用する携帯端
末２内のゲスト用データベース２４に記憶して、同携帯端末２をゲスト使用者の携帯端末
２として制御するゲストモードに設定するようにしたので、ゲスト使用者は、他人の携帯
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端末２を自分の携帯端末２であるかのように一時的に使用することが可能である。
【００９７】
　次に携帯端末２をオーナモードに設定するためのオーナモード設定処理について説明す
る。図９はオーナモード設定処理に関わる構内電話交換システム１内部の処理動作を示す
動作シーケンス図である。
【００９８】
　図９に示すオーナモード設定処理は、オーナ所有者が自分の携帯端末２を使用する場合
に設定する処理である。
【００９９】
　図９において携帯端末２側の端末側制御部１８は、ＧＵＩ１５及び操作部１６を通じて
、同携帯端末２のオーナを識別するユーザＩＤ及びパスワードの入力操作を検出すると（
ステップＳ７１）、ユーザＩＤ及びパスワードをユーザ管理部１２に通知する（ステップ
Ｓ７２）。
【０１００】
　ユーザ管理部１２は、同ユーザＩＤ及びパスワードを検出すると、このユーザＩＤ及び
パスワードをユーザ管理テーブル３１の属性“オーナ”内に登録済みのユーザＩＤ及びパ
スワードと照合し、同ユーザＩＤ及びパスワードが合致した場合にのみ、オーナ認証する
（ステップＳ７３）。
【０１０１】
　ユーザ管理部１２は、オーナ認証が完了すると、ユーザ管理テーブル３１内の同オーナ
のユーザＩＤに対応した状態に“カレント”を設定し（ステップＳ８０）、モード設定部
３２を通じてオーナモードに設定することになる（ステップＳ８１）。尚、ユーザ管理部
１２は、ユーザ管理テーブル３１内の同オーナのユーザＩＤに対応した状態を“カレント
”にした場合、同ユーザ管理テーブル３１内に登録済みの他のユーザＩＤに対応する状態
を“待機”に設定するものである。
【０１０２】
　ユーザ管理部１２は、オーナモードに設定すると、オーナモード設定完了を端末側制御
部１８に通知する（ステップＳ８２）。端末側制御部１８は、同オーナモード設定完了を
検出すると、ＧＵＩ１５上にオーナモード画面６１を表示することで（ステップＳ８３）
、この処理動作を終了する。その結果、オーナは、同携帯端末２のＧＵＩ１５上に表示中
のオーナモード画面６１を見て、オーナモード中であることを認識することができる。ま
た、同携帯端末２を使用して相手先端末に発信した場合は、同オーナの携帯端末２の電話
番号が発信者番号として相手先端末に通知することになる。
【０１０３】
　図９に示すオーナモード設定処理によれば、オーナ所有者が自分の携帯端末を使用して
オーナ認証を得ると、ＩＰ－ＰＢＸ５内の加入者管理テーブル４２内の同オーナ所有者の
ユーザＩＤに対応したカレント端末ＩＤ４２Ｅ、ＩＰアドレス４２Ｆ及びポート番号４２
Ｇに同携帯端末２の端末ＩＤ、ＩＰアドレス及びポート番号を登録管理すると共に、加入
者電話情報管理データベース４３内の同ユーザＩＤに対応する電話情報を読み出し、この
読み出した電話情報を同携帯端末２内のオーナ用データベース２３に記憶更新することで
、オーナモードに設定することができるため、オーナ所有者は、例えばゲスト使用者に自
分の携帯端末２を貸したとしても、簡単な操作で自分の携帯端末２として使用することが
できる。
【０１０４】
　次にゲストモード中の携帯端末２に同携帯端末２のオーナ宛の電話着信が発生した場合
の動作について説明する。図１０及び図１１はゲストモード中のオーナ着信処理に関わる
構内電話交換システム１内部の処理動作を示す動作シーケンス図である。
【０１０５】
　図１０に示すゲストモード中のオーナ着信処理とは、ゲストモード中の携帯端末２に同
携帯端末２のオーナ宛の電話着信が発生した場合の処理である。尚、説明の便宜上、携帯
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端末２のオーナのユーザＩＤは“Ａ”、同携帯端末２にゲストログイン中のゲスト使用者
のユーザＩＤは“Ｂ”とし、加入者管理テーブル４２内のユーザＩＤの“Ａ”に対応する
カレント端末ＩＤ４２Ｅは“２Ａ”、ＩＰアドレス４２Ｆは“１３３．１８５．１９２．
２”及びポート番号４２Ｇは“５０６０”、ゲストログイン中のユーザＩＤの“Ｂ”に対
応するカレント端末ＩＤ４２Ｅは“２Ａ”、ＩＰアドレス４２Ｆは“１３３．１８５．１
９２．２”及びポート番号４２Ｇは“５０６０”を登録してあるものとする。
【０１０６】
　図１０においてＩＰ－ＰＢＸ５は、携帯端末２のゲストログイン中に、ＰＢＸ側通信制
御部４１を通じて同携帯端末２のオーナ宛への電話着信を検出すると、加入者管理テーブ
ル４２内の同オーナのユーザＩＤ（電話番号）を読み出し、このユーザＩＤ（電話番号）
に基づき、同電話着信を、ＬＡＮ４及び無線アクセスポイント３経由で同オーナの携帯端
末２に送信する（ステップＳ９１）。
【０１０７】
　携帯端末２側の電話部１１は、同電話着信を受信すると、同電話着信に含まれるユーザ
ＩＤ（電話番号）とユーザ管理テーブル３１内の状態が“カレント”中のユーザＩＤとを
照合し、同電話着信のユーザＩＤと“カレント”中のユーザＩＤとが合致したか否かを判
定する（ステップＳ９２）。
【０１０８】
　電話部１１は、同電話着信のユーザＩＤと“カレント”中のユーザＩＤとが合致しなか
った、すなわち不一致の場合、同電話着信のユーザＩＤ及びユーザ管理テーブル３１のテ
ーブル内容に基づき、同電話着信が“オーナ”宛の電話着信であるか否かを判定する（ス
テップＳ９３）。尚、ステップＳ９２にて電話着信のユーザＩＤとカレント中のユーザＩ
Ｄが合致した場合は同カレント中のユーザＩＤ、すなわちゲストログイン中の携帯端末２
に通常着信するものである。
【０１０９】
　電話部１１は、ステップＳ９３にて同電話着信が“オーナ”宛の電話着信の場合、同オ
ーナ用の着信音を鳴動出力すると共に（ステップＳ９４）、ゲストログイン中のカレント
ユーザからオーナに切替を要求すべく、カレントユーザ切替要求をユーザ管理部１２に通
知する（ステップＳ９５）。
【０１１０】
　ユーザ管理部１２は、カレントユーザ切替要求を検出すると、同カレントユーザ切替要
求を端末側制御部１８に通知する（ステップＳ９６）。端末側制御部１８は、同カレント
ユーザ切替要求を検出すると、例えば「Ａさんへお電話です。切り替えますか？」のよう
なカレントユーザ切替画面６４（図５（ａ）参照）をＧＵＩ１５上に画面表示する（ステ
ップＳ９７）。尚、同携帯端末２側のユーザは、カレントユーザ切替画面６４を見て、ゲ
ストログイン中でもオーナへの電話着信の発生を認識することができる。
【０１１１】
　端末側制御部１８は、ＧＵＩ１５及び操作部１６を通じてユーザカレント画面上のパス
ワード入力欄に同オーナのパスワード入力操作を検出すると（ステップＳ９８）、同パス
ワードをユーザ管理部１２に通知する（ステップＳ９９）。
【０１１２】
　ユーザ管理部１２は、同パスワードを検出すると、同パスワードがユーザ管理テーブル
３１内の同オーナのユーザＩＤに対応するパスワードと照合し、同パスワードが合致した
場合、同パスワードを認証する（ステップＳ１００）。
【０１１３】
　図１１に示すユーザ管理部１２は、パスワードの認証を完了すると、同ユーザ管理テー
ブル３１内の属性“オーナ”に対応する状態を“カレント”に設定し（ステップＳ１０７
）、モード設定部３２を通じてオーナモードに設定することになる（ステップＳ１０８）
。尚、ステップＳ１０７にてユーザ管理テーブル３１内の属性“オーナ”に対応する状態
を“カレント”に設定すると、他のユーザＩＤに対応する状態は全て“待機”となるもの
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である。
【０１１４】
　ユーザ管理部１２は、オーナモードを設定すると、オーナモード設定完了を端末側制御
部１８に通知すると共に（ステップＳ１０９）、電話部１１を通じて現在着信中の電話着
信に含まれる発信者番号を端末側制御部１８に通知する（ステップＳ１１０）。
【０１１５】
　その結果、端末側制御部１８は、オーナモード設定完了を示すオーナモード画面６１を
ＧＵＩ１５上に画面表示すると共に（ステップＳ１１１）、同オーナモード画面６１上に
発信者番号を表示するものである（ステップＳ１１２）。尚、携帯端末２側のユーザは、
オーナモード画面６１上の発信者番号を見て、オーナ宛への電話着信を認識することがで
きるものである。
【０１１６】
　端末側制御部１８は、ＧＵＩ１５及び操作部１６を通じて同電話着信に対する応答操作
を検出すると（ステップＳ１１３）、着信応答を電話部１１に通知する（ステップＳ１１
４）。
【０１１７】
　電話部１１は、着信応答を検出すると、無線アクセスポイント３及びＬＡＮ４経由で同
着信応答をＩＰ－ＰＢＸ５に通知する（ステップＳ１１５）。
【０１１８】
　ＩＰ－ＰＢＸ５は、ＰＢＸ側通信制御部４１を通じて着信応答を受信すると、同電話着
信の相手先端末と携帯端末２側の電話部１１との通話路を確立することになる（ステップ
Ｓ１１６）。
【０１１９】
　図１０及び図１１に示すゲストモード中のオーナ着信処理によれば、ゲストモード中の
携帯端末２に対して同携帯端末２のオーナ所有者宛の電話着信が発生した場合、ゲストモ
ード中であったとしても、同携帯端末２のＧＵＩ１５上にオーナ着信（カレントユーザ切
替画面）を表示すると共に、オーナ着信用の着信音を鳴動出力するようにしたので、オー
ナ所有者は、ゲストモード中であっても自分への電話着信を認識できると共に、同電話着
信に対して応答可能である。
【０１２０】
　次にゲストモード中に発信するためのゲスト発信処理について説明する。図１２は同ゲ
スト発信処理に関わる構内電話交換システム１内部の処理動作を示す動作シーケンス図で
ある。
【０１２１】
　図１２に示すゲスト発信処理は、ゲスト使用者がゲストモード中の携帯端末２を使用し
て相手先端末へ発信するための処理である。
【０１２２】
　図１２において携帯端末２側の端末側制御部１８は、ＧＵＩ１５及び操作部１６を通じ
て相手先端末への発信操作を検出すると（ステップＳ１２１）、相手先端末の電話番号を
含む発信要求を電話部１１に通知する（ステップＳ１２２）。
【０１２３】
　電話部１１は、発信要求を検出すると、カレントユーザ取得要求をユーザ管理部１２に
通知する（ステップＳ１２３）。ユーザ管理部１２は、カレントユーザ取得要求を検出す
ると、状態“カレント”に対応するユーザＩＤ（電話番号）をユーザ管理テーブル３１か
ら読み出し（ステップＳ１２４）、このカレントユーザのユーザＩＤを含むカレントユー
ザ通知を電話部１１に通知する（ステップＳ１２５）。
【０１２４】
　電話部１１は、カレントユーザ通知を受信すると、カレントユーザのユーザＩＤ（電話
番号）を発信者番号として発信者情報を生成し（ステップＳ１２６）、この発信者情報を
含む発信要求を、無線アクセスポイント３及びＬＡＮ４経由でＩＰ－ＰＢＸ５に送信する
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（ステップＳ１２７）。
【０１２５】
　ＩＰ－ＰＢＸ５は、ＰＢＸ側通信制御部４１を通じて、発信者情報を含む発信要求を受
信すると、この発信要求に含まれる相手先端末の電話番号に基づき、同相手先端末に対し
て発信者番号としてゲスト使用者のユーザＩＤ（電話番号）を通知しながら、同相手先端
末への発信動作を実行することになる（ステップＳ１２８）。
【０１２６】
　また、ＩＰ－ＰＢＸ５側のＰＢＸ側制御部４４は、相手先端末への発信動作を開始する
と、加入者電話情報管理テーブル４３内の同ゲスト使用者のユーザＩＤに対応する発着信
履歴を登録更新する（ステップＳ１２９）。
【０１２７】
　携帯端末２側の電話部１１は、同ゲスト使用者の発着信履歴をゲスト用データベース２
４内の同ゲスト使用者のユーザＩＤに対応した発着信履歴に登録更新し（ステップＳ１３
１）、ＩＰ－ＰＢＸ５経由で相手先端末の応答を検出すると、同相手先端末との通話を確
立することになる。
【０１２８】
　尚、同携帯端末２のゲスト使用者は、ゲスト用データベース２４に登録更新した発着信
履歴を所定操作に応じてＧＵＩ１５上に画面表示可能である。
【０１２９】
　図１２に示すゲスト発信処理によれば、ゲストモード中の携帯端末２を使用してゲスト
使用者が相手先端末へ発信する場合、同携帯端末２のオーナ所有者のユーザＩＤ（電話番
号）ではなく、同ゲスト使用者のユーザＩＤ（電話番号）を発信者番号として相手先端末
に通知するようにしたので、相手先端末側では、同発信者番号に基づき、同ゲスト使用者
への折返し発信を行うことができる。
【０１３０】
　次にゲストモード中の携帯端末２からゲストログアウトする動作について説明する。図
１３はゲストログアウト処理に関わる構内電話交換システム１内部の処理動作を示す動作
シーケンス図である。
【０１３１】
　図１３に示すゲストログアウト処理は、オーナ所有者が自己の携帯端末２にゲストログ
イン中のゲスト使用者を携帯端末２からゲストログアウトする処理である。
【０１３２】
　図１３において携帯端末２側の端末側制御部１８は、ＧＵＩ１５及び操作部１６を通じ
て、ゲストログイン中の携帯端末２の一覧を要求するログイン一覧要求操作を検出すると
（ステップＳ１４１）、ログイン一覧要求をユーザ管理部１２に通知する（ステップＳ１
４２）。
【０１３３】
　ユーザ管理部１２は、ログイン一覧要求を検出すると、ユーザ管理テーブル３１に登録
済みのユーザＩＤを一覧表示したログイン一覧情報を生成し（ステップＳ１４３）、この
ログイン一覧情報を端末側制御部１８に通知する（ステップＳ１４４）。
【０１３４】
　端末側制御部１８は、ログイン一覧情報を検出すると、このログイン一覧情報に基づき
、ログイン一覧画面６５（図５（ｂ）参照）をＧＵＩ１５上に画面表示する（ステップＳ
１４５）。尚、同携帯端末２側のオーナ所有者は、ログイン一覧画面６５を見て、同携帯
端末２にゲストログイン中のユーザＩＤ（ユーザ）を認識することができるものである。
【０１３５】
　また、端末側制御部１８は、ＧＵＩ１５及び操作部１６を通じて、ログイン一覧画面６
５上のログアウト対象のユーザＩＤを指定するログアウト指定操作を検出すると（ステッ
プＳ１４６）、同ユーザＩＤを含むログアウト指示をユーザ管理部１２に通知する（ステ
ップＳ１４７）。
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【０１３６】
　ユーザ管理部１２は、ログアウト指示を検出すると、ログアウト対象のユーザＩＤを確
認し（ステップＳ１４８）、ログアウト要求部を通じて、同ログアウト対象のユーザＩＤ
を含むログアウト登録要求を電話部１１に通知する（ステップＳ１４９）。
【０１３７】
　電話部１１は、同ログアウト登録要求を検出すると、同ログアウト登録要求を無線アク
セスポイント３及びＬＡＮ４経由でＩＰ－ＰＢＸ５に通知する（ステップＳ１５０）。
【０１３８】
　ＩＰ－ＰＢＸ５は、ＰＢＸ側通信制御部４１を通じてログアウト登録要求を受信すると
、同ログアウト要求に含まれるユーザＩＤを確認し（ステップＳ１５１）、ＰＢＸ側制御
部４４を通じて、加入者管理テーブル４２内のログアウト対象のユーザＩＤに対応するカ
レント端末ＩＤ４２Ｅ、ＩＰアドレス４２Ｆ及びポート番号４２Ｇの内容を削除して元の
内容に登録更新する（ステップＳ１５２）。尚、携帯端末２Ａに対してゲストログイン中
のユーザＩＤ“Ｂ”のゲスト使用者をログアウトする際、加入者管理テーブル４２内のロ
グアウト対象のユーザＩＤ“Ｂ”に対応するカレント端末ＩＤ４２Ｅが“２Ａ”、ＩＰア
ドレス４２Ｆが“１３３．１８５．１９２．２”、ポート番号４２Ｇが“５０６０”の場
合、ログアウト登録要求に応じて同カレント端末ＩＤ４２Ｅ、ＩＰアドレス４２Ｆ及びポ
ート番号４２Ｇの内容を削除し、同ユーザＩＤ“Ｂ”の携帯端末２Ｂの内容、すなわちカ
レント端末ＩＤ４２Ｅを“２Ｂ”，ＩＰアドレス４２Ｆを“１３３．１８５．１９２．３
”及びポート番号４２Ｇを“５０６０”に登録更新することになる。
【０１３９】
　ＩＰ－ＰＢＸ５は、加入者管理テーブル４２内の登録更新が完了すると、ＬＡＮ４及び
無線アクセスポイント３経由でログアウト完了を携帯端末２に送信する（ステップＳ１５
３）。
【０１４０】
　携帯端末２側の電話部１１は、ＩＰ－ＰＢＸ５からのログアウト完了を受信すると、ロ
グアウト対象のユーザＩＤに関わる発着信履歴を含む電話情報を同ゲスト用データベース
２４から削除更新すると共に（ステップＳ１５４）、同ログアウト完了をユーザ管理部１
２に通知する（ステップＳ１５５）。
【０１４１】
　ユーザ管理部１２は、ログアウト完了を受信すると、ユーザ管理テーブル３１内のログ
アウト対象のユーザＩＤに対応するユーザ情報を全て削除更新し（ステップＳ１５６）、
同ログアウト完了を端末側制御部１８に通知する（ステップＳ１５７）。尚、ゲスト用デ
ータベース２４及びユーザ管理テーブル３１内にログアウト対象のユーザに関わる個人情
報を残すことになく、全て削除することで個人情報の漏洩を防止することができる。
【０１４２】
　端末側制御部１８は、同ログアウト完了を検出すると、ログアウト完了をＧＵＩ１５上
にログアウト完了を示す表示画面を表示し（ステップＳ１５８）、この処理動作を終了す
る。この結果、携帯端末２側のオーナ所有者は、ログアウト完了を示す表示画面を見て、
ログアウトが無事完了したことを認識することができるものである。
【０１４３】
　図１３に示すゲストログアウト処理によれば、オーナ所有者がログイン一覧画面上でロ
グアウト対象のユーザＩＤ（ユーザ）を指定すると、この指定したログアウト対象のユー
ザＩＤに対応する、ＩＰ－ＰＢＸ５内の加入者管理テーブル４２内のカレント端末ＩＤ４
２Ｅ、ＩＰアドレス４２Ｆ及びポート番号４２Ｇの内容を削除して、同ゲスト使用者がオ
ーナ所有の携帯端末２に関わる内容に戻すと共に、同携帯端末２内のユーザ管理テーブル
３１及びゲスト用データベース２４内の同ログアウト対象のユーザＩＤに対応した情報を
全て削除するようにしたので、オーナ所有者は、簡単な操作でゲストログイン中の携帯端
末２からログアウトすることができる。
【０１４４】
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　尚、図１３は、オーナ所有者が自己の携帯端末２にゲストログイン中のゲスト使用者を
ログアウトする処理であるが、ゲスト使用者がゲストログイン中の携帯端末２からログア
ウトする場合は、図４（ｃ）に示すゲストモード画面６３上でログアウト操作することに
より、図１３のステップＳ１４６のログアウト指定操作を検出して、以下ステップＳ１４
７からステップＳ１５８の処理を行うものである。
【０１４５】
　次に、他の携帯端末２にゲストログイン中のゲスト使用者が自分の携帯端末２からの遠
隔操作でログアウトする他者端末ログアウト処理の動作について説明する。図１４及び図
１５は他者端末ログアウト処理に関わる構内電話交換システム１内部の処理動作を示す動
作シーケンス図である。
【０１４６】
　図１４に示す他者端末ログアウト処理は、他者の携帯端末２にゲストログイン中のゲス
ト使用者が、自分がオーナ所有する携帯端末２からの遠隔操作でログアウトするための処
理である。尚、説明の便宜上、他者をユーザＩＤ“Ａ”のユーザ、ゲスト使用者をユーザ
ＩＤ“Ｂ”のユーザを想定する。
【０１４７】
　図１４においてゲスト使用者“Ｂ”の携帯端末２Ｂ側の電話部１１は、同ユーザＩＤ“
Ｂ”を含む通常の定期的な状態確認をＩＰ－ＰＢＸ５に送信する（ステップＳ１６１）。
【０１４８】
　ＩＰ－ＰＢＸ５は、ＰＢＸ側通信制御部４１を通じて状態確認を受信すると、ＰＢＸ側
制御部４４を通じて、加入者管理テーブル４２内の同ユーザＩＤ“Ｂ”に対応したカレン
ト端末ＩＤ４２Ｅを参照し（ステップＳ１６２）、このカレント端末ＩＤ４２Ｅが同ユー
ザＩＤ“Ｂ”の携帯端末２の端末ＩＤでない場合、他者端末ログイン通知部５５を通じて
、他者の携帯端末２にゲストログイン中であることを示す他者端末ログイン情報を、ＬＡ
Ｎ４及び無線アクセスポイント３経由で同ユーザＩＤ“Ｂ”がオーナ所有の携帯端末２に
送信する（ステップＳ１６３）。
【０１４９】
　携帯端末２側の電話部１１は、他者端末ログイン情報を受信すると、この他者端末ログ
イン情報をユーザ管理部１２に通知する（ステップＳ１６４）。さらに、ユーザ管理部１
２は、同他者端末ログイン情報を検出すると、この他者端末ログイン情報を端末側制御部
１８に通知する（ステップＳ１６５）。
【０１５０】
　端末側制御部１８は、他者端末ログイン情報を受信すると、同携帯端末２のオーナ所有
者が他者の携帯端末２に対してゲストログイン中であることを示す他者端末ログイン画面
６６（図５（ｃ）参照）をＧＵＩ１５上に画面表示する（ステップＳ１６６）。尚、同携
帯端末２のオーナ所有者“Ｂ”は、同他者端末ログイン画面６６を見て、他者の携帯端末
２のゲストログイン中であることを認識し、例えば他者の携帯端末２に対するゲストログ
インを解除し忘れたことを認識することができる。
【０１５１】
　端末側制御部１８は、同他者端末ログイン画面６６上でログアウト操作を検出すると（
ステップＳ１６７）、他者端末ログアウト指示をユーザ管理部１２に通知する（ステップ
Ｓ１６８）。
【０１５２】
　ユーザ管理部１２は、他者端末ログアウト指示を検出すると、ゲストログアウト要求部
３４を通じて、ユーザ管理テーブル３１内の属性“オーナ”に対応するユーザＩＤ“Ｂ”
を含む他者端末ログアウト登録要求を電話部１１に通知する（ステップＳ１６９）。
【０１５３】
　電話部１１は、他者端末ログアウト登録要求を検出すると、同他者端末ログアウト登録
要求を、無線アクセスポイント３及びＬＡＮ４経由でＩＰ－ＰＢＸ５に通知する（ステッ
プＳ１７０）。
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【０１５４】
　ＩＰ－ＰＢＸ５は、ＰＢＸ側通信制御部４１を通じて他者端末ログアウト登録要求を受
信すると、ＰＢＸ側制御部４４を通じて同他者端末ログアウト登録要求に含まれるユーザ
ＩＤをログアウト対象のユーザＩＤとして確認し（ステップＳ１７１）、同ログアウト対
象のユーザＩＤを含むゲストログイン抹消要求を、ＬＡＮ４及び無線アクセスポイント３
経由で、同ユーザＩＤ“Ｂ”のユーザがゲストログイン中の他者（ユーザＩＤ“Ａ”）の
携帯端末２に送信する（ステップＳ１７２）。
【０１５５】
　他者の携帯端末２側の電話部１１は、ステップＳ１７２にてＩＰ－ＰＢＸ５からゲスト
ログイン抹消要求を受信すると、同ゲストログイン抹消要求に含まれるユーザＩＤに対応
した電話情報をゲスト用データベース２４から削除すると共に（ステップＳ１７３）、同
ログアウト対象のユーザＩＤを含むログアウト指示をユーザ管理部１２に通知する（ステ
ップＳ１７４）。
【０１５６】
　ユーザ管理部１２は、同ログアウト指示を検出すると、同ログアウト指示に含むログア
ウト対象のユーザＩＤに対応するユーザ情報をユーザ管理テーブル３１から削除更新し（
ステップＳ１７５）、ログアウト完了を端末側制御部１８に通知する（ステップＳ１７６
）。この結果、ユーザＡの携帯端末２Ａ内のユーザ管理テーブル３１には、ユーザＢの個
人情報が全て削除されることになるため、個人情報の漏洩を確実に防止することができる
。
【０１５７】
　端末側制御部１８は、同ログアウト完了を検出すると、ゲストモード画面６３（図４（
ｃ）参照）からオーナモード画面６１（図４（ａ）参照）をＧＵＩ１５上に画面表示する
（ステップＳ１７７）。この結果、他者の携帯端末２側のユーザは、オーナモード画面６
１を見て、ゲストログインが解除されたことを認識することができる。
【０１５８】
　また、ユーザ管理部１２は、ステップＳ１７５にてユーザ管理テーブル３１内のログア
ウト対象のユーザＩＤに対応するユーザ情報を削除更新すると、ログアウト完了を電話部
１１に通知する（ステップＳ１７８）。電話部１１は、同ログアウト完了を検出すると、
ＬＡＮ４及び無線アクセスポイント３経由でゲストログイン抹消完了をＩＰ－ＰＢＸ５に
送信する（ステップＳ１７９）。
【０１５９】
　図１５においてＩＰ－ＰＢＸ５は、ＰＢＸ側通信制御部４１を通じてゲストログイン抹
消完了を受信すると、ＰＢＸ側制御部４４を通じて、加入者管理テーブル４２内の同ログ
アウト対象のユーザＩＤ“Ｂ”に対応したカレント端末ＩＤ４２Ｅ、ＩＰアドレス４２Ｆ
及びポート番号４２Ｇの内容を削除して、元のオーナ所有（ユーザＩＤ“Ｂ”）の携帯端
末２の内容にカレント端末ＩＤ４２Ｅ、ＩＰアドレス４２Ｆ番号及びポート番号４２Ｇを
登録更新する（ステップＳ１８０）。
【０１６０】
　ＩＰ－ＰＢＸ５は、ＰＢＸ側制御部４４を通じて加入者管理テーブル４２の同ログアウ
ト対象のユーザＩＤに対応したカレント端末ＩＤ４２Ｅ、ＩＰアドレス４２Ｆ及びポート
番号４２Ｇの内容を元のオーナ所有の携帯端末２の内容に登録更新すると、他者端末ログ
アウト完了を、他者端末ログアウト登録要求を発信した携帯端末２に送信する（ステップ
Ｓ１８１）。
【０１６１】
　また、他者端末ログアウト登録要求を発信した携帯端末２側の電話部１１は、ステップ
Ｓ１８１にてＩＰ－ＰＢＸ５からの他者端末ログアウト完了を受信すると、同携帯端末２
のオーナの電話情報を要求すべく、同オーナのユーザＩＤ“Ｂ”を含む電話情報要求を、
無線アクセスポイント３及びＬＡＮ４経由でＩＰ－ＰＢＸ５に送信する（ステップＳ１８
２）。
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【０１６２】
　ＩＰ－ＰＢＸ５は、ＰＢＸ側通信制御部４１を通じて電話情報要求を受信すると、ＰＢ
Ｘ側制御部４４を通じて同電話情報要求に含まれるユーザＩＤに対応した電話情報を加入
者電話情報管理データベース４３から読み出し（ステップＳ１８３）、この読み出した電
話情報を、ＬＡＮ４及び無線アクセスポイント３経由で、同電話情報要求を発信した携帯
端末２に送信する（ステップＳ１８４）。
【０１６３】
　携帯端末２側の電話部１１は、ＩＰ－ＰＢＸ５からの電話情報を受信すると、同携帯端
末２のオーナの電話情報をオーナ用データベース２３に更新登録する（ステップＳ１８５
）。この結果、同オーナ用データベース２３には、例えばゲストログイン中の発着信履歴
等の各種情報を含む電話情報が更新されたことになる。
【０１６４】
　さらに、携帯端末２側の電話部１１は、オーナ用データベース２３への電話情報の更新
登録が完了すると、他者端末ログアウト完了をユーザ管理部１２に通知する（ステップＳ
１８６）。
【０１６５】
　ユーザ管理部１２は、同他者端末ログアウト完了を受信すると、ユーザ管理テーブル３
１内の属性“オーナ”に対応する状態を“カレント”に設定更新し（ステップＳ１８７）
、モード設定部３２を通じてオーナモードに設定し（ステップＳ１８８）、他者端末ログ
アウト完了を端末側制御部１８に通知する（ステップＳ１８９）。
【０１６６】
　端末側制御部１８は、他者端末ログアウト完了を検出すると、他者端末ログアウト完了
画面をＧＵＩ１５上に画面表示し（ステップＳ１８８）、この処理動作を終了する。尚、
同携帯端末２のオーナは、同他者端末ログアウト完了画面を見て、ゲストログイン中の他
者の携帯端末からログアウトされたことを認識することができる。
【０１６７】
　図１４及び図１５に示す他者端末ログアウト処理によれば、ゲスト使用者が他人の携帯
端末をゲスト使用中の場合、同ゲスト使用者がオーナ所有の携帯端末２のＧＵＩ１５上に
同オーナが他人の携帯端末２にゲストログイン中であることを示す他者端末ログイン画面
を表示するようにしたので、同携帯端末２側のユーザは、他者端末ログイン画面を見て、
同携帯端末２のオーナが他人の携帯端末２にゲストログイン中であることを認識すること
ができる。
【０１６８】
　また、他者端末ログアウト処理によれば、他者端末ログイン画面上のログアウト操作を
検出すると、同携帯端末２のオーナ所有者、すなわち他者端末のゲスト使用者のユーザＩ
Ｄをログアウト対象とし、このログアウト対象のユーザＩＤに対応する、ＩＰ－ＰＢＸ５
内の加入者管理テーブル４２内のカレント端末ＩＤ４２Ｅ、ＩＰアドレス４２Ｆ及びポー
ト番号４２Ｇの内容を削除して、同ゲスト使用者がオーナ所有の携帯端末２に関わる内容
に戻すと共に、同携帯端末２内のユーザ管理テーブル３１及びゲスト用データベース２４
内の同ログアウト対象のユーザＩＤに対応した情報を全て削除してログアウトを完了する
ようにしたので、ゲスト使用者は、自分がオーナ所有の携帯端末２を使用して、遠隔操作
でゲストログイン中の携帯端末２からログアウトすることができる。
【０１６９】
　本実施の形態によれば、複数の携帯端末２の内、任意の携帯端末２のゲスト使用許可を
要求すべく、同任意の携帯端末２からゲスト使用者のユーザＩＤ及びパスワードを含むゲ
ストログイン登録要求を受信すると、このゲストログイン登録要求に含まれるユーザＩＤ
及びパスワードと加入者管理テーブル４２に登録済みのユーザＩＤ及びパスワードとを照
合し、これらユーザＩＤ及びパスワードが合致した場合、ゲストログイン登録要求を発信
した携帯端末２に対するゲスト使用者のゲストログイン登録を許可し、同携帯端末２をゲ
スト使用者の携帯端末２として制御するようにしたので、貸出専用の携帯端末を管理する
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ような無駄な管理コストを大幅に軽減しながら、利用者識別用カードを要することなく、
例えば自分の携帯端末２を忘れたとしても、一時的に他人の携帯端末２を自分の携帯端末
２であるかのように使用することができる。
【０１７０】
　また、本実施の形態によれば、携帯端末２に対するゲスト使用者のゲストログイン登録
を許可した場合、ゲストログイン登録要求を発信した携帯端末２の端末ＩＤを、加入者管
理テーブル４２に登録済みの同ゲスト使用者のカレント端末ＩＤに設定することで同ゲス
ト使用者のアドレス情報となり、同携帯端末２をゲスト使用者の携帯端末２として制御す
るようにしたので、ゲスト使用者は、例えば自分の携帯端末２を忘れたとしても、一時的
に他人の携帯端末２を自分の携帯端末２であるかのように使用することができる。
【０１７１】
　本実施の形態によれば、携帯端末２に対するゲスト使用者のゲストログイン登録を許可
した場合、同ゲスト使用者の電話情報を同携帯端末２に送信すると共に、同携帯端末２の
通信記録を、同ゲスト使用者の通話履歴や発着信履歴として、同ゲスト使用者のユーザＩ
Ｄに対応付けて加入者電話情報管理データベース４３に更新登録するようにしたので、ゲ
スト使用者は、他人の携帯端末２を使用したとしても自分の電話帳等の電話情報を使用す
ることができ、しかも、その通話履歴や発着信履歴を残すことができる。
【０１７２】
　また、本実施の形態によれば、携帯端末２が、ゲスト使用者の電話情報を受信すると、
この電話情報をゲスト用データベース２４に記憶し、このゲスト用データベース２４に記
憶中の電話情報をＧＵＩ１５上に表示可能にしたので、ゲスト使用者は、他人の携帯端末
２を使用して自分の電話帳等の電話情報を使用することができる。
【０１７３】
　本実施の形態によれば、ゲストログイン中の携帯端末２から相手先端末への発信操作を
検出すると、相手先端末に通知する発信者番号として、同ゲストログイン中のゲスト使用
者のユーザＩＤ（電話番号）を通知するようにしたので、ゲスト使用者は、他人の携帯端
末２を使用したとしても、相手先端末側のユーザに自分が本来使用する携帯端末２のユー
ザＩＤ（電話番号）を通知することができる。
【０１７４】
　本実施の形態によれば、ゲストモード中に同携帯端末２のオーナ所有者のユーザＩＤ（
電話番号）に対する着信を検出すると、着信音を鳴動すると共に、オーナモードに変更設
定するように報知した後、オーナモードが設定されると、同着信に対して応答可能になる
ようにしたので、オーナ所有者は、自分の携帯端末２を他人が使用するゲストモード中で
あっても、自分宛の着信を受けることができる。
【０１７５】
　また、本実施の形態によれば、携帯端末２が、ゲスト使用者のユーザＩＤ（電話番号）
への着信検出と、オーナ所有者のユーザＩＤ（電話番号）への着信検出とで鳴動出力する
着信音の音色を変えるようにしたので、ゲスト使用者及びオーナ所有者は、着信音で自分
宛の着信を認識することができる。
【０１７６】
　また、本実施の形態によれば、ＩＰ－ＰＢＸ５が、携帯端末２に対するゲスト使用者の
ゲストログイン登録を許可すると、ゲストログイン登録許可を同携帯端末２に通知すると
共に、同携帯端末２は、ＩＰ－ＰＢＸ５からのゲストログイン登録許可を受信すると、ゲ
ストモードに移行するようにしたので、携帯端末２側では、ＩＰ－ＰＢＸ５からのゲスト
ログイン登録許可に応じてゲストモードに自動的に切替設定することができる。
【０１７７】
　また、本実施の形態によれば、ゲストログイン中の携帯端末２側のログアウト操作に応
じたログアウト登録要求を受信すると、同携帯端末２に対するゲスト使用者としての制御
を中止するようにしたので、オーナ所有者又はゲスト使用者は、ログアウト操作で、ゲス
トログイン中の携帯端末２からログアウトすることができる。
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【０１７８】
　また、本実施の形態によれば、ＩＰ－ＰＢＸ５側では、携帯端末２に対するゲスト使用
者のゲストログイン登録を許可した場合、同ゲスト使用者が自己のオーナ所有者である携
帯端末２に対して他者端末ログイン情報を通知し、携帯端末２側では、他者端末ログイン
情報を受信すると、他者端末ログイン画面を画面表示し、この他者端末ログイン画面上で
ログアウト操作を検出すると、同オーナ所有者がゲスト使用者としてゲストログイン中の
携帯端末２からのログアウトを要求すべく、他者端末ログアウト登録要求をＩＰ－ＰＢＸ
５に通知し、このＩＰ－ＰＢＸ５側では、他者端末ログアウト登録要求を受信すると、同
オーナ所有者がゲスト使用者としてゲストログイン中の携帯端末２に対するゲスト使用者
としての制御を中止するようにしたので、ゲスト使用者は、例えばゲストログイン中の他
人の携帯端末２からのログアウトを忘れた場合、オーナ所有の携帯端末２を使用して、遠
隔操作でゲストログイン中の携帯端末２からログアウトすることができる。
【０１７９】
　また、本実施の形態によれば、ユーザＩＤにパスワードを付加してユーザを識別するよ
うにしたので、構内電話交換システム１内の携帯端末２の不正使用に対するセキュリティ
強化を図ることができる。
【０１８０】
　また、本実施の形態によれば、ゲスト使用許可を要求された携帯端末２のオーナ所有者
のゲストログイン許諾操作を検出した後、ゲストログイン登録要求に含まれるユーザＩＤ
及びパスワードが加入者管理テーブル４２内に登録済みのユーザＩＤ及びパスワードと合
致した場合にのみ、ゲストログイン登録要求を発信した携帯端末２に対するゲスト使用者
のゲストログイン登録を許可するようにしたので、同携帯端末２のオーナ所有者による許
諾操作を得た場合にのみ、ユーザＩＤ及びパスワードの照合を実行することになるため、
同携帯端末２の不正使用に対するセキュリティ強化を図ることができる。
【０１８１】
　尚、上記実施の形態においては、ゲスト使用者がゲスト使用中の携帯端末２からログア
ウトする場合、同ゲスト使用者がゲスト使用中の携帯端末２のゲストモード画面６３のロ
グアウト操作に応じて同ゲスト使用中の携帯端末２からログアウトするようにしたが、Ｉ
Ｐ－ＰＢＸ５からのゲストログイン登録許可を受信したタイミングから所定時間経過後に
、ゲストログアウト登録要求をＩＰ－ＰＢＸ５に送信するようにしても良く、この場合、
ゲスト使用者は、何等操作を要することなく、ゲストログイン登録許可を受信したタイミ
ングから所定時間経過後に自動的にログアウトすることができる。
【０１８２】
　また、同様に、ゲスト使用者がゲスト使用中の携帯端末２側は、同携帯端末２が使用中
状態から待機状態に移行すると、自動的にゲストログアウト確認画面をＧＵＩ１５上に画
面表示すると共に、このゲストログアウト確認画面からログアウト操作を検出すると、ゲ
ストログアウト登録要求をＩＰ－ＰＢＸ５に送信するようにしても良く、この場合、ゲス
ト使用者は、同携帯端末２が使用中状態から待機状態に移行した、例えば携帯端末２の使
用が終了した時点でゲストログアウト確認画面を見ることで同他人の携帯端末２を使用し
ていることを逐次に認識することができる。
【０１８３】
　また、上記実施の形態においては、ゲスト使用者が携帯端末２をゲスト使用する場合、
同携帯端末２のオーナ所有者のゲスト使用を許諾するオーナ許諾を得て、同ゲスト使用者
を認証すると、ゲスト使用者が同携帯端末２をゲスト使用できるようにしたが、例えばＩ
Ｐ－ＰＢＸ５側に、同携帯端末２毎にゲスト使用を可能にするユーザのユーザＩＤを予め
登録するゲスト使用可能管理テーブル（ゲスト使用可能管理手段）を設け、このゲスト使
用可能管理テーブルにゲスト使用可能なユーザＩＤを予め設定しておき、例えば同携帯端
末２をゲスト使用する場合、同携帯端末２のオーナ許諾を得なくても、同携帯端末２から
同携帯端末２を使用するゲスト使用者のユーザＩＤ及びパスワードの入力を得て、同ゲス
ト使用者のユーザＩＤ及びパスワードと同ゲスト使用可能管理テーブルに登録済みの同携
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帯端末２に関わるユーザＩＤ及び加入者管理テーブルのパスワードと照合して同ゲスト使
用者を認証した場合にのみ、同携帯端末２に関わるゲスト使用者のゲスト使用を可能にし
ても良く、ゲスト使用可能管理テーブル内の携帯端末２毎にゲストログイン登録を許可す
るゲスト使用者を限定することで、同携帯端末２に対する不正使用のセキュリティ強化を
図ることができる。
【０１８４】
　また、上記実施の形態においては、ユーザを識別するユーザＩＤを、携帯端末２の通信
に使用する電話番号としたが、同ユーザＩＤに対応する携帯端末２の電話番号を別個に設
けるようにしても同様の効果が得られることは言うまでもない。
【０１８５】
　また、上記実施の形態においては、携帯端末２として携帯電話機を例に挙げて説明した
が、例えばモバイル端末等であっても同様の効果が得られることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１８６】
　本発明の通信システムによれば、複数の携帯端末の内、任意の携帯端末のゲスト使用許
可を要求すべく、同任意の携帯端末からゲスト使用者の使用者識別情報を含むゲストログ
イン登録要求を受信すると、このゲストログイン登録要求に含まれる使用者識別情報と使
用者情報管理手段に登録済みの使用者識別情報とを照合し、これら使用者識別情報が合致
した場合、前記ゲストログイン登録要求を発信した前記携帯端末に対する前記ゲスト使用
者のゲストログイン登録を許可し、同携帯端末をゲスト使用者の携帯端末として制御する
ようにしたので、貸出専用の携帯端末を管理するような無駄な管理コストを大幅に軽減し
ながら、利用者識別用カードを要することなく、一時的に他人の携帯端末を自分の携帯端
末であるかのように使用することができるため、例えば複数の携帯端末を収容する構内電
話交換システムに有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１８７】
【図１】本発明の通信システムに関わる構内電話交換システム全体の概略構成を示すブロ
ック図
【図２】本実施の形態に関わる携帯端末内部の概略構成を示すブロック図
【図３】本実施の形態に関わるＩＰ－ＰＢＸ内部の概略構成を示すブロック図
【図４】本実施の形態に関わる携帯端末のＧＵＩに表示する表示内容を端的に示す説明図
　　ａ）オーナモード画面　　ｂ）ゲストログイン画面　　ｃ）ゲストモード画面
【図５】本実施の形態に関わる携帯端末のＧＵＩに表示する表示内容を端的に示す説明図
　　ａ）カレントユーザ切替画面　　ｂ）ログイン一覧画面　　ｃ）他者端末ログイン画
面
【図６】本実施の形態のオーナ登録処理に関わる構内電話交換システム内部の処理動作を
示す動作シーケンス図
【図７】本実施の形態のゲストモード設定処理に関わる構内電話交換システム内部の処理
動作を示す動作シーケンス図
【図８】本実施の形態のゲストモード設定処理に関わる構内電話交換システム内部の処理
動作を示す動作シーケンス図
【図９】本実施の形態のオーナモード設定処理に関わる構内電話交換システム内部の処理
動作を示す動作シーケンス図
【図１０】本実施の形態に関わるゲストモード中のオーナ着信処理に関わる構内電話交換
システム内部の処理動作を示す動作シーケンス図
【図１１】本実施の形態に関わるゲストモード中のオーナ着信処理に関わる構内電話交換
システム内部の処理動作を示す動作シーケンス図
【図１２】本実施の形態のゲスト発信処理に関わる構内電話交換システム内部の処理動作
を示す動作シーケンス図
【図１３】本実施の形態のゲストログアウト処理に関わる構内電話交換システム内部の処
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理動作を示す動作シーケンス図
【図１４】本実施の形態の他者端末ログアウト処理に関わる構内電話交換システム内部の
処理動作を示す動作シーケンス図
【図１５】本実施の形態の他者端末ログアウト処理に関わる構内電話交換システム内部の
処理動作を示す動作シーケンス図
【符号の説明】
【０１８８】
　１　構内電話交換システム（通信システム）
　２　携帯端末
　３　無線アクセスポイント
　４　ＬＡＮ
　５　ＩＰ－ＰＢＸ（制御装置）
　１１　電話部
　１２　ユーザ管理部
　１４　スピーカ
　１５　ＧＵＩ（表示手段）
　１６　操作部
　１８　端末側制御部
　２３　オーナ用データベース
　２４　ゲスト用データベース
　３１　ユーザ管理テーブル
　３２　モード設定部（モード設定手段）
　３３　ゲストログイン要求部
　３４　ゲストログアウト要求部（ゲストログアウト要求手段）
　４２　加入者管理テーブル（使用者情報管理手段及び端末所有者記憶手段）
　４３　加入者電話情報管理データベース（通信関連情報記憶手段）
　５１　ユーザ照合部（使用者照合手段）
　５２　ゲストログイン許可部（ゲストログイン許可手段）
　５３　ＰＢＸ側ユーザ管理制御部（制御手段）
　５４　ゲストログイン許可通知部（制御手段）
　５５　他者端末ログイン通知部（他者端末ログイン情報通知手段）
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