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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＰネットワークにおけるＳＩＰ端末の転送動作に関し、被転送端末から転送先端末へ
の着信規制がＳＩＰサーバにおいて設定されている場合におけるＳＩＰ端末における転送
方法であって、
　被転送端末は、被転送端末から転送先端末への着信規制がＳＩＰサーバにおいて設定さ
れており、転送サービスが不可であることを通知するため、ＳＩＰサーバを介して転送元
端末に対し、着信規制状態返送に係る通知のメッセージを送信する第１工程を有すること
を特徴とするＳＩＰ端末における転送方法。
【請求項２】
　前記転送元端末は、第１工程の後、ＳＩＰサーバを介して前記転送先端末に対し、保留
等の状態残りを回避するための切断のメッセージを送信する第２工程を有することを特徴
とする請求項１に記載のＳＩＰ端末における転送方法。
【請求項３】
　前記転送元端末は、第２工程の後、ＳＩＰサーバを介して前記被転送端末に対し、保留
解除のための発信のメッセージを送信する第３工程を有することを特徴とする請求項２に
記載のＳＩＰ端末における転送方法。
【請求項４】
　ＩＰネットワークにおけるＳＩＰ端末の転送動作のコンピュータによる処理に関し、被
転送端末から転送先端末への着信規制がＳＩＰサーバにおいて設定されている場合におけ
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るＳＩＰ端末における転送プログラムであって、
　被転送端末にて、被転送端末から転送先端末への着信規制がＳＩＰサーバにおいて設定
されており、転送サービスが不可であることを通知するため、ＳＩＰサーバを介して転送
元端末に対し、着信規制状態返送に係る通知のメッセージ送信の処理を行う第１処理を有
することを特徴とするＳＩＰ端末における転送プログラム。
【請求項５】
　前記転送元端末にて、第１処理の後、ＳＩＰサーバを介して前記転送先端末に対し、保
留等の状態残りを回避するための切断のメッセージ送信の処理を行う第２処理を有するこ
とを特徴とする請求項４に記載のＳＩＰ端末における転送プログラム。
【請求項６】
　前記転送元端末にて、第２処理の後、ＳＩＰサーバを介して前記被転送端末に対し、保
留解除のための発信のメッセージ送信の処理を行う第３処理を有することを特徴とする請
求項５に記載のＳＩＰ端末における転送プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＳＩＰ端末における被転送端末から転送先端末への着信規制状態におけるＳ
ＩＰ端末における転送方法、転送プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　これまでＳＩＰに関する、ＩＥＴＦによるＲＦＣおよびドラフトが規定されているが、
ＳＩＰ端末を用いた転送動作に関して、被転送ＳＩＰ端末から転送先ＳＩＰ端末への着信
規制がＳＩＰサーバにおいて設定されている場合における、明確な動作規定はなかった。
現時点で開示されている文献を調査を行ってもそのような動作規定は記載されていない（
例えば、特許文献１、２参照）。
【０００３】
　しかし、実際の運用においては、被転送端末から転送先端末への着信が規制されている
場合があるため、このような状態においてもスタックすることなく、動作するためのＳＩ
Ｐシーケンスが必要である。
【特許文献１】特開２００２－１５２２２４号公報
【特許文献２】特表２００３－５１７７６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明では、ＳＩＰに関し、被転送端末から転送先端末への着信が規制されている場合
の転送動作の規定を明確にするＳＩＰ端末における転送方法、転送プログラムを提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明は、ＩＰネットワークにおけるＳＩＰ
端末の転送動作に関し、被転送端末から転送先端末への着信規制がＳＩＰサーバにおいて
設定されている場合におけるＳＩＰ端末における転送方法であって、被転送端末は、被転
送端末から転送先端末への着信規制がＳＩＰサーバにおいて設定されており、転送サービ
スが不可であることを通知するため、ＳＩＰサーバを介して転送元端末に対し、着信規制
状態返送に係る通知のメッセージを送信する第１工程を有することを特徴とする。
【０００６】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のＳＩＰ端末における転送方法において、前
記転送元端末は、第１工程の後、ＳＩＰサーバを介して前記転送先端末に対し、保留等の
状態残りを回避するための切断のメッセージを送信する第２工程を有することを特徴とす
る。
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【０００７】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載のＳＩＰ端末における転送方法において、前
記転送元端末は、第２工程の後、ＳＩＰサーバを介して前記被転送端末に対し、保留解除
のための発信のメッセージを送信する第３工程を有することを特徴とする。
【０００８】
　請求項４に記載の発明は、ＩＰネットワークにおけるＳＩＰ端末の転送動作のコンピュ
ータによる処理に関し、被転送端末から転送先端末への着信規制がＳＩＰサーバにおいて
設定されている場合におけるＳＩＰ端末における転送プログラムであって、被転送端末に
て、被転送端末から転送先端末への着信規制がＳＩＰサーバにおいて設定されており、転
送サービスが不可であることを通知するため、ＳＩＰサーバを介して転送元端末に対し、
着信規制状態返送に係る通知のメッセージ送信の処理を行う第１処理を有することを特徴
とする。
【０００９】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載のＳＩＰ端末における転送プログラムにおい
て、前記転送元端末にて、第１処理の後、ＳＩＰサーバを介して前記転送先端末に対し、
保留等の状態残りを回避するための切断のメッセージ送信の処理を行う第２処理を有する
ことを特徴とする。
【００１０】
　請求項６に記載の発明は、請求項５に記載のＳＩＰ端末における転送プログラムにおい
て、前記転送元端末にて、第２処理の後、ＳＩＰサーバを介して前記被転送端末に対し、
保留解除のための発信のメッセージ送信の処理を行う第３処理を有することを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明にて明示した転送動作であれば、正常なトランザクションの実施及び完了を行う
ことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を図面を参照しつつ説明する。本実施形態で
は、ＩＰネットワークにおけるＳＩＰ端末を用いた転送動作に関して、被転送ＳＩＰ端末
から転送先端末への着信規制がＳＩＰサーバにおいて設定されている場合における、着信
規制による転送不可状態に対する終端動作（１）、及び転送動作前の通話回復（保留解除
）動作（２）に関して、正常にトランザクションを実施および完了することができるよう
にしたことに特徴がある。なお、ここでの説明は実施形態の一例であって、本発明の要旨
を逸脱しない範囲において種々変形可能である。
【００１３】
＜本実施形態の構成＞
　図１にＳＩＰ端末を用いたＩＰネットワーク構成例を示す。
　通常のＩＰネットワークにおけるＳＩＰサーバには、複数のＳＩＰ端末（Ａ、Ｂ、Ｃ、
Ｄ…）が接続されている状態になっている。本発明のＳＩＰ端末を用いた転送動作の実施
形態の一例として、Ａｔｔｅｎｄｅｄ転送動作をもとに、ＳＩＰ端末Ａ、Ｂ、Ｃに着目し
て説明する。
　ＳＩＰ端末Ａが被転送端末、ＳＩＰ端末Ｂが転送元端末、ＳＩＰ端末Ｃが転送先端末で
あり、サーバにおける着信規制の設定は、ＳＩＰ端末ＣにおいてＳＩＰ端末Ａを着信規制
対象として設定しており、ＳＩＰ端末ＡからＳＩＰ端末Ｃへの着信規制が働くということ
にする。
【００１４】
＜本実施形態の動作＞
　次に図２から図８を用いてＳＩＰ端末を用いたＩＰネットワーク動作例を示す。この動
作処理はフラッシュ・メモリー上のファームウェアとして行われることが一般的と思われ
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るが、特にこの形態に限らない。
【００１５】
　図２は、ＳＩＰ端末ＡとＳＩＰ端末Ｂが通話状態になるまでの動作を表したシーケンス
チャートである。
【００１６】
　ここでＳＩＰ端末Ａ及びＳＩＰ端末Ｂは、ＳＩＰサーバを介して、発信要求メッセージ
（ＩＮＶＩＴＥ）、試行の暫定応答メッセージ（１００）、呼び出し中の暫定応答メッセ
ージ（１８０）、最終応答のメッセージ（２００）、確認のメッセージ（ＡＣＫ）を送受
信する。これでＳＩＰ端末Ａ及びＳＩＰ端末Ｂの間で通話状態になる。
【００１７】
　図３は、図２の動作処理後、通常のＡｔｔｅｎｄｅｄ転送シーケンスの過程である、Ｓ
ＩＰ端末ＢからＳＩＰ端末Ｃへの転送を行うにあたり、ＳＩＰ端末ＢとＳＩＰ端末Ｃが通
話状態になるまでの動作を表したシーケンスチャートである。ＳＩＰ端末ＢからＳＩＰ端
末Ａへの保留を行い、次に、ＳＩＰ端末ＢからＳＩＰ端末Ｃへの呼び出しを行い、通話を
確立していく。
【００１８】
　まず、ＳＩＰ端末Ａ及びＳＩＰ端末Ｂは、ＳＩＰサーバを介して、保留の発信要求メッ
セージ（ＩＮＶＩＴＥ）、試行の暫定要求メッセージ（１００）、最終応答のメッセージ
（２００）、確認のメッセージ（ＡＣＫ）を送受信する。
【００１９】
　次に、ＳＩＰ端末Ｂ及びＳＩＰ端末Ｃは、ＳＩＰサーバを介して、発信要求メッセージ
（ＩＮＶＩＴＥ）、試行の暫定応答メッセージ（１００）、呼び出し中の暫定応答メッセ
ージ（１８０）、最終応答のメッセージ（２００）、確認のメッセージ（ＡＣＫ）を送受
信する。これでＳＩＰ端末Ｂ及びＳＩＰ端末Ｃの間で通話状態になる。
【００２０】
　図４は、図３の動作処理後、転送元ＳＩＰ端末Ｂから被転送ＳＩＰ端末Ａに対して、転
送先ＳＩＰ端末の接続情報の通知を行う転送トランザクションを確立するまでの動作を表
したシーケンスチャートである。
　ＳＩＰ端末ＢからＳＩＰ端末Ｃへの保留を行い、次に、ＳＩＰ端末ＢからＳＩＰ端末Ａ
に対してＲＥＦＥＲを送出し、ＳＩＰ端末ＡからイベントＲＥＦＥＲに対する状態通知の
ＮＯＴＩＦＹを確認する。
【００２１】
　まず、ＳＩＰ端末Ｂ及びＳＩＰ端末Ｃは、ＳＩＰサーバを介して、保留の発信要求メッ
セージ（ＩＮＶＩＴＥ）、試行の暫定応答メッセージ（１００）、最終応答のメッセージ
（２００）、確認のメッセージ（ＡＣＫ）を送受信する。
【００２２】
　次に、ＳＩＰ端末Ａ及びＳＩＰ端末Ｂは、ＳＩＰサーバを介して、転送先ＳＩＰ端末の
接続情報の通知のための参照メッセージ（ＲＥＦＥＲ）、ＲＥＦＥＲに対する応答のメッ
セージ（２０２Ａｃｃｅｐｔｅｄ）、ＲＥＦＥＲに対する状態通知のメッセージ（ＮＯＴ
ＩＦＹ）、最終応答のメッセージ（２００）を送受信する。ここまでの処理で、特に着信
規制がない場合には、ＳＩＰ端末ＡからＳＩＰ端末Ｃへの転送のＩＮＶＩＴＥが送出され
ることになる。なお、この段階でＳＩＰ端末Ａ及びＳＩＰ端末ＣはＳＩＰ端末Ｂに対し保
留状態になっている。
【００２３】
　図５は、図４の動作処理後、被転送端末から転送先端末への着信規制がＳＩＰサーバに
おいて設定されている場合において、ＳＩＰ端末Ａに転送不可状態を通知するための動作
を表したシーケンスチャートである。
【００２４】
　ＳＩＰ端末Ａは、ＳＩＰサーバに対して転送の発信要求メッセージ（ＩＮＶＩＴＥ）を
送信するが、ＳＩＰ端末ＣはＳＩＰ端末Ａを着信規制対象として設定しているため、ＳＩ
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Ｐサーバは、ＳＩＰ端末Ａに対して禁止メッセージ（４０３　Ｆｏｒｂｉｄｄｅｎ）を送
信する。その後ＳＩＰ端末Ａは、ＳＩＰサーバに対して確認のメッセージ（ＡＣＫ）を送
信する。
【００２５】
　図６は、図５の動作処理後、ＳＩＰ端末ＡからＳＩＰ端末Ｂに対し、ＳＩＰ端末ＣがＳ
ＩＰ端末Ａに対して着信規制状態であることを通知するための動作を表したシーケンスチ
ャートである。
【００２６】
　ここでＳＩＰ端末Ａ及びＳＩＰ端末Ｂは、ＳＩＰサーバを介して、着信規制状態返送に
係る通知のメッセージ（ＮＯＴＩＦＹ（５０３））、応答のメッセージ（２００）を送受
信する。以上が着信規制による転送不可状態に対する終端動作（１）の前段である。
【００２７】
　図７は、図６の動作処理後、ＳＩＰ端末ＢからＳＩＰ端末Ｃに対し、ＳＩＰ端末Ｂにて
保留していたＳＩＰ端末Ｃの切断の処理動作を表したシーケンスチャートである。
【００２８】
　ここでＳＩＰ端末Ｂ及びＳＩＰ端末Ｃは、ＳＩＰサーバを介して、切断の要求メッセー
ジ（ＢＹＥ）、最終応答のメッセージ（２００）を送受信する。以上が着信規制による転
送不可状態に対する終端動作（１）の後段である。
【００２９】
　図８は、図７の動作処理後、ＳＩＰ端末ＢからＳＩＰ端末Ａに対し、ＳＩＰ端末Ｂにて
保留していたＳＩＰ端末Ａの保留を解除して、ＳＩＰ端末ＡとＳＩＰ端末Ｂが通話状態が
回復するまでの処理動作を表したシーケンスチャートである。
【００３０】
　ここでＳＩＰ端末Ａ及びＳＩＰ端末Ｂは、ＳＩＰサーバを介して、保留解除の発信メッ
セージ（ＩＮＶＩＴＥ）、最終応答のメッセージ（２００）、確認のメッセージ（ＡＣＫ
）を送受信する。これでＳＩＰ端末Ａ及びＳＩＰ端末Ｂの間で通話状態になる。以上が転
送動作前の通話回復（保留解除）動作（２）である。
【００３１】
＜本実施形態の効果＞
　以上の動作が行われることで、トランザクションの実施及び完了が正常に行われる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本実施形態に係るＳＩＰ端末を用いたＩＰネットワークのシステム構成図である
。
【図２】本実施形態に係るＳＩＰ端末を用いた動作処理を表すシーケンスチャートである
。
【図３】本実施形態に係るＳＩＰ端末を用いた動作処理を表すシーケンスチャートである
。
【図４】本実施形態に係るＳＩＰ端末を用いた動作処理を表すシーケンスチャートである
。
【図５】本実施形態に係るＳＩＰ端末を用いた動作処理を表すシーケンスチャートである
。
【図６】本実施形態に係るＳＩＰ端末を用いた動作処理を表すシーケンスチャートである
。
【図７】本実施形態に係るＳＩＰ端末を用いた動作処理を表すシーケンスチャートである
。
【図８】本実施形態に係るＳＩＰ端末を用いた動作処理を表すシーケンスチャートである
。
【符号の説明】
【００３３】



(6) JP 4159448 B2 2008.10.1

　Ａ　　被転送端末
　Ｂ　　転送元端末
　Ｃ　　転送先端末

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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