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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インターネットに接続しインターネット・プロトコルに準拠して音声通信および必要と
される複数のサービス機能の提供を可能とするための、発信者側および受信者側のうちの
少なくとも一方が前記複数のサービス機能を提供するアプリケーション・サーバ（５）を
含んで行う音声ＩＰ電話処理（３，５）が、
　前記アプリケーション・サーバ（５）あるいは前記アプリケーション・サーバ（５）を
利用可能な端末（３）を含む発信者側において、
　前記発信者および宛先である受信者側に関するサービスの内容を得るための発信情報を
作成するための発信情報作成処理（３１）と、
　前記宛先である前記受信者側が通常応答および自動応答のいずれの応答種別で応答すべ
きかを指示する応答種別と、片通話および双方向通話のうちのいずれかを指示する通話種
別とを付加情報として前記発信情報に付加するべく作成するための付加情報作成処理（３
２）とを行い、
　前記アプリケーション・サーバ（５）あるいは前記アプリケーション・サーバ（５）を
利用可能な端末（３）を含む受信者側において、
　前記発信者側から送られてきた発信情報を解析して、解析した発信情報を得るための発
信情報解析処理（３３）と、
　前記解析した発信情報に付加された、前記受信者側が通常応答および自動応答のいずれ
の応答種別で応答すべきかを指示する応答種別と、片通話および双方向通話のうちのいず
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れかを指示する通話種別とを解析して前記解析した発信情報に付加された解析した付加情
報を得るための付加情報解析処理（３４）とを行う
　発信・付加情報作成解析処理（１２）を含んでいる音声ＩＰ電話方法。
【請求項２】
　前記音声ＩＰ電話処理（３，５）をすることにより、前記複数のサービス機能のうちの
ドアホン機能（３Ｄ）を実行する
　請求項１の音声ＩＰ電話方法。
【請求項３】
　前記インターネットに接続されて前記複数のサービス機能を提供するためのアプリケー
ション・サーバ（５）において、前記音声ＩＰ電話処理（３，５）をすることにより録音
再生機能（５Ｖ）を実行する
　請求項１の音声ＩＰ電話方法。
【請求項４】
　前記インターネットに接続されて前記複数のサービス機能を提供するためのアプリケー
ション・サーバ（５）において、前記音声ＩＰ電話処理（３，５）をすることによりペー
ジング機能（５Ｐ）を実行する
　請求項１の音声ＩＰ電話方法。
【請求項５】
　インターネットに接続しインターネット・プロトコルに準拠して音声通信および必要と
される複数のサービス機能の提供を可能とするための、発信者側および受信者側のうちの
少なくとも一方が前記複数のサービス機能を提供するアプリケーション・サーバ（５）を
含んで行う音声ＩＰ電話手段（３，５）が、
　前記アプリケーション・サーバ（５）あるいは前記アプリケーション・サーバ（５）を
利用可能な端末（３）を含む発信者側において、
　前記発信者および宛先である受信者側に関するサービスの内容を得るための発信情報を
作成するための発信情報作成手段（３１）と、
　前記宛先である受信者側が通常応答および自動応答のいずれの応答種別で応答すべきか
を指示する応答種別と、片通話および双方向通話のうちのいずれかを指示する通話種別と
を付加情報として前記発信情報に付加するべく作成するための付加情報作成手段（３２）
とからなり、
　前記アプリケーション・サーバ（５）あるいは前記アプリケーション・サーバ（５）を
利用可能な端末（３）を含む受信者側において、
　前記発信者側から送られてきた発信情報を解析して、解析した発信情報を得るための発
信情報解析手段（３３）と、
　前記解析した発信情報に付加された、前記受信者側が通常応答および自動応答のいずれ
の応答種別で応答すべきかを指示する応答種別と、片通話および双方向通話のうちのいず
れかを指示する通話種別とを解析して前記解析した発信情報に付加された解析した付加情
報を得るための付加情報解析手段（３４）とからなる
　発信・付加情報作成解析手段（１２）を含んでいる音声ＩＰ電話装置。
【請求項６】
　前記音声ＩＰ電話手段（３，５）において、前記複数のサービス機能のうちのドアホン
機能（３Ｄ）を実行する
　請求項５の音声ＩＰ電話装置。
【請求項７】
　前記インターネットに接続されて前記複数のサービス機能を提供するためのアプリケー
ション・サーバ（５）において、前記音声ＩＰ電話手段（３，５）が録音再生機能（５Ｖ
）を実行する
　請求項５の音声ＩＰ電話装置。
【請求項８】
　前記インターネットに接続されて前記複数のサービス機能を提供するためのアプリケー
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ション・サーバ（５）において、前記音声ＩＰ電話手段（３，５）がページング機能（５
Ｐ）を実行する
　請求項５の音声ＩＰ電話装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インターネット・プロトコル（ＩＰ）による音声ＩＰ電話方法と装置に関す
る。具体的には、インターネット・プロトコル（ＩＰ）に準拠した音声ＩＰ電話に、従来
のボタン電話システムの主装置に組み込まれていた付加サービス機能を実現する、新規な
電話方法と装置を提供せんとするものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の主装置を用いたボタン電話システムにおいては、収容した電話端末や周辺機器に
対して、一元的に主装置が制御している。主装置は、独自のインタフェースを具備してお
り、主装置内に収容している電話端末や周辺機器の呼制御に関わる動作状況、たとえば、
通話路の決定、表示部およびランプ制御などを常時、一元管理している。そのため、ペー
ジング（構内放送）、音声呼出し、音声メール（通話録音）サービス等の付加サービスを
容易に実現することができた。しかしながら、主装置に収容されてはいない装置に対して
は、管理の対象外であるため、付加サービスを実現することはできなかった。
【０００３】
　一方、音声ＩＰ電話においては、各装置間がＩＰ網で接続され、様々なプロトコルを用
いて呼制御を実現しているが、各装置の制御はそれぞれの装置において分散して行われて
いる。そのために、従来のボタン電話システムの主装置においては可能であった付加サー
ビス機能を、音声ＩＰ電話において実現することはできないという問題があった。
【０００４】
　特許文献１には、以下の手段が開示されている（要約）。インターネット・プロトコル
に準拠した複数の電話端末がＬＡＮネットワークに接続されてＩＰネットワークが形成さ
れ、ＩＰネットワークの最小構成単位毎に、複数の電話端末の制御機能として、インタラ
クティブ通信のセッションの開始、終了および変更を制御するプロトコルによるＳＩＰサ
ーバ機能と、複数の電話端末の端末状態データベースを管理、記憶および配信するリソー
ス管理サーバ機能と、複数の電話端末に対して必要なサービスを提供するアプリケーショ
ン・サーバ機能とが、前記ＬＡＮネットワークに接続され、各サーバ機能間の情報伝送が
パケット単位で行われるように構成されている。
【０００５】
　この構成により、特許文献１の発明は、その課題を以下のように解決している。簡易な
構成で各端末相互間の電話情報の相互伝達を効率よく実行し、かつ、収容端末数の増減に
対しても高い融通性をもって柔軟に対応することができる電話通信システムを提供してい
る。
【０００６】
　　しかしながら、特許文献１の発明は、各種の付加サービス機能、たとえば、通常着信
または自動着信の選択、着信応答時の片通話または双方向通話、ページング（構内放送）
、音声呼出し、音声メール（通話録音）、ドアホン機能などを装備するには端末を各付加
サービス機能限定で動作させる必要があり、容易に付加サービス機能を提供できないとい
う問題点を有していた。また、サーバなどを用いて各音声ＩＰ電話端末を制御する付加サ
ービスを提供する場合には、付加サービス機能毎にサーバの機能追加が必要となり、個々
のユーザの嗜好にあったサービスを容易に提供することができなできないという問題点が
あった。
【０００７】
　　特許文献2には、以下の手段が開示されている（段落0020）。インターネット・プロ
トコル（ＩＰ）に基づき動作するＩＰ電話端末によるボイスメールであり、着呼側ネット
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ワークに、電話端末番号に対応して、無鳴動により着呼させるための従来とは別のＩＰア
ドレス名を、無鳴動着信メールアドレスとして登録しておき、発呼者からの前記無鳴動着
信メールアドレスによる接続要求の際に、対応する着呼先電話端末に内蔵される記録領域
を無鳴動で呼び出して発呼者のボイスメッセージを前記記録領域に記録し保存するように
している。
【０００８】
　この構成により、特許文献2の発明は、その課題を以下のように解決している（段落006
4）。発呼元のユーザは着呼先の応答を待たずにボイスメールを送信できるだけでなく、
着呼先のユーザも受けたボイスメールは直ちに開くことができる。
【０００９】
　しかしながら、特許文献2の発明では、1ユーザにつき2個のメールアドレス、すなわち
、従来のＩＰアドレスと、無鳴動着信メールアドレスとを登録しておく必要があった。そ
のために、格納すべきメールアドレスの数が増加してアドレス・サーバの負担が大きくな
り、コストアップの原因ともなっていた。ユーザにとっても、2個のメールアドレスを使
い分けしなければならないという煩わしさがあった。
【特許文献１】特開2002-152224
【特許文献２】特開2003-110742
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従来のボタン電話システムの主装置においては可能であった各種の付加サービス機能、
たとえば、通常着信または自動着信の選択、着信応答時の片通話または双方向通話、ペー
ジング（構内放送）、音声呼出し、音声メール（通話録音）、ドアホン機能を装備するに
は端末を各付加サービス機能限定で動作させる必要があり、容易に付加サービス機能を提
供できないという問題点があり、解決されなければならない課題であった。また、サーバ
などを用いて各音声IP電話端末を制御する付加サービスを提供する場合にも、付加サービ
ス機能毎にサーバの機能追加が必要となり、個々のユーザの嗜好にあったサービスを容易
に提供できないという解決されなければならない課題があった。従来のボタン電話システ
ム主装置において可能であった各種付加サービス機能が提供されないことがユーザにとっ
ては音声ＩＰ電話の導入に対して障害となっており、音声ＩＰ電話にも各種付加サービス
機能を具備することが望まれていた。
【００１１】
　従来は、あるユーザにとっては必要となっても、他のユーザにとっては不要となるサー
ビス機能までも、各端末および主装置内に実装され、操作面での煩雑さを招来するばかり
でなく、コストの上昇原因にもなるという解決されなければならない課題があった。さら
に、サービス機能を追加することにより、1ユーザが複数個のメールアドレス、すなわち
、従来のＩＰアドレスと、サービス機能に対応したアドレスとを登録しておく必要がなく
、アドレス・サーバの負担が小さく、コストアップの原因ともならず、ユーザにとっても
、複数個のメールアドレスを使い分けしなければならないという煩わしさのない音声ＩＰ
電話が望まれていた。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　インターネットに接続しインターネット・プロトコルに準拠して音声通信および必要と
される複数のサービス機能の提供を可能とするための音声ＩＰ電話手段が、発信者側にお
いて、発信者および宛先である受信者側に関する発信情報に、付加すべきサービスの内容
を付加情報として作成し、受信者側において、発信者側から送られてきた発信情報に付加
された付加情報を解析してサービスの内容を得るための発信・付加情報作成解析手段を含
むようにした。
【００１３】
　この発信・付加情報作成解析手段は、
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発信者および宛先である受信者側に関する発信情報を作成するための発信情報作成手段と
、
宛先である受信者側が通常応答および自動応答のいずれの応答種別で応答すべきかを指示
する応答種別と、片通話および双方向通話のうちのいずれかを指示する通話種別とを付加
情報として発信情報に付加するべく作成するための付加情報作成手段と、
受信者側において、発信者側から送られてきた発信情報を解析して、解析した発信情報を
得るための発信情報解析手段と、
解析した発信情報に付加された、受信者側が通常応答および自動応答のいずれの応答種別
で応答すべきかを指示する応答種別と、片通話および双方向通話のうちのいずれかを指示
する通話種別とを解析し、解析した付加情報を得るための付加情報解析手段とを含むよう
に構成した。
【００１４】
　付加情報には、たとえば、ドアホン機能を実行するための情報、録音再生機能を実行す
るための情報、ページング機能を実行するための情報など、多くのサービス機能を含ませ
ることができる。このような音声ＩＰ電話機能を、端末（ＶｏＩＰ装置）およびアプリケ
ーション・サーバに持たせて、端末（ＶｏＩＰ装置）およびアプリケーション・サーバに
おいて基本的に同じ構成にし、同じアルゴリズムを使用することができるようにした。
【発明の効果】
【００１５】
　従来のボタン電話システムの主装置においては可能であった各種の付加サービス機能、
たとえば、通常着信または自動着信の選択、着信応答時の片通話または双方向通話、ペー
ジング（構内放送）、音声呼出し、音声メール（通話録音）、ドアホン機能などを、音声
ＩＰ電話の特徴を損なうことなく実現することができた。このような音声ＩＰ電話機能の
うち、必要とされる機能を、必要とする端末（ＶｏＩＰ装置）に装備し、また、アプリケ
ーション・サーバにも付加して装備可能にした。
【００１６】
　従来のボタン電話システムのように、あるユーザにとっては必要となっても、他のユー
ザにとっては不要となるサービス機能までも各端末や主装置に装備することもなくなり、
操作面での煩雑さを解消した。サービス毎に端末（ＶｏＩＰ装置）を変更する必要が無く
なった。端末（ＶｏＩＰ装置）とアプリケーション・サーバにおいて基本的に同じ構成に
し、同じアルゴリズムを使用することができる。各種のサービスを付加しても、それによ
るシステム全体への負担は極めて小さい。したがって、製造時間の短縮およびコストの削
減をすることが可能となった。ユーザが従来から使用しているメール・アドレスは、変更
あるいは追加することなく、サービスの付加をすることができるから、ユーザへの負担は
生じない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　インターネットに接続しインターネット・プロトコル（ＩＰ）に準拠して音声通信を可
能とするための音声ＩＰ電話手段が、発信者側において、発信者および宛先である受信者
側に関する発信情報に、付加すべきサービスの内容を付加情報として作成添付し、受信者
側において、発信者側から送られてきた発信情報に付加された付加情報を解析してサービ
スの内容を得るための発信・付加情報作成解析手段を含むようにした。
【００１８】
　この発信・付加情報作成解析手段は、
発信者および宛先である受信者側に関する発信情報を作成するための発信情報作成手段と
、
宛先である受信者側が通常応答および自動応答のいずれの応答種別で応答すべきかを指示
する応答種別と、片通話および双方向通話のうちのいずれかを指示する通話種別とを付加
情報として発信情報に付加するべく作成するための付加情報作成手段と、
受信者側において、発信者側から送られてきた発信情報を解析して、解析した発信情報を
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得るための発信情報解析手段と、
解析した発信情報に付加された、受信者側が通常応答および自動応答のいずれの応答種別
で応答すべきかを指示する応答種別と、片通話および双方向通話のうちのいずれかを指示
する通話種別とを解析して、解析した付加情報を得るための付加情報解析手段とを含むよ
うに構成した。
【００１９】
　付加情報には、たとえば、ドアホン機能を実行するための情報、録音再生機能を実行す
るための情報、ページング機能を実行するための情報など、多くのサービス機能を含ませ
ることができる。このような音声ＩＰ電話機能を、端末（ＶｏＩＰ装置）およびアプリケ
ーション・サーバに持たせた。
【実施例１】
【００２０】
　図１は、本願発明の実施例1の機能を示した機能ブロック構成図である。インターネッ
ト・プロトコル（ＩＰ）による音声ＩＰ電話の端末であるＶｏＩＰ（Voice over Interne
t Protocol）装置3は、ＬＡＮ（構内情報通信網）を介して、あるいは、ＩＰ網に直接に
、通信路8によって接続されている。このＶｏＩＰ装置3は、音声ＩＰプロトコルを使用し
ている。このような音声ＩＰプロトコルとしては、たとえば、ＳＩＰ（Session Initiati
on Protocol）や、これに関連して規定されたＨ.323と呼ばれるものがある。通信路8は、
ＬＡＮインタフェース（Ｉ／Ｆ）11を介して、発信・付加情報作成解析部12および音声部
13に、それぞれ情報信号21および音声符号信号22により接続されている。
【００２１】
　装置制御部14は、発信・付加情報作成解析部12と音声部13およびデバイス制御部15との
間を、それぞれ情報制御信号23および音声デバイス制御信号25によって接続されている。
デバイス制御部15は、音声部13との間を音声情報制御信号24で接続されている。デバイス
制御部15は音声部13の他に、ハンドセット、ヘッドセット、スピーカなどを制御している
。
【００２２】
　発信・付加情報作成解析部12は、宛先への発信情報および付加情報の作成をし、または
先方から送られてきた発信情報および付加情報に対する解析をしている。IP網1から直接
に、またはＬＡＮ経由で通信路8、ＬＡＮインタフェース（Ｉ／Ｆ）11および情報信号21
を介して着信した先方からの発信情報および付加情報を解析し、情報制御信号23により装
置制御部14に伝える。装置制御部14からの指示により発信情報および付加情報を作成し、
情報信号21、ＬＡＮインタフェース（Ｉ／Ｆ）11、通信路8およびIP網1を介して通話の相
手へ送出する。
【００２３】
　装置制御部14は、ＶｏＩＰ装置3の呼制御および発信・付加情報作成解析部12と音声部1
3およびデバイス制御部15の制御をしている。デバイス制御部15は、ハード・ディスクな
どの記憶装置、ハンドセット、ヘッドセット、スピーカまたはマイクなどの制御をしてい
る。音声部13は、コーデックを含んでおり、音声をＲＴＰ（Realtime Transport Protoco
l）変換または逆変換により符号化または復号化している。
【００２４】
　図２は、図1の重要な構成要素である発信・付加情報作成解析部12の内部の詳細を示す
機能ブロック構成図である。そこには、発信情報作成器31、付加情報作成器32、発信情報
解析器33および付加情報解析器34が含まれている。発信情報作成器31は情報制御信号23を
受けて、自己および宛先のアドレスである発信情報を作成して発信情報作成信号45として
出力している。付加情報作成器32は、宛先における通常応答あるいは自動応答の応答種別
、宛先における双方向通話あるいは片方向通話、その片方向通話が着信側のみか、発信側
のみかの通話種別を指示する付加情報を作成して、情報信号21として送出している。ここ
で、発信情報作成器31および発信情報解析器33は従来から公知のものである。
【００２５】
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　発信情報解析器33は情報信号21を受けると、発信情報を解析し、付加情報を添付された
発信情報解析信号46を付加情報解析器34に渡す。付加情報解析器34は添付された付加情報
を解析して、通常応答あるいは自動応答の応答種別、双方向通話をすべきかあるいは片方
向通話をすべきか、その片方向通話が着信側のみか、発信側のみかの通話種別を解析し、
情報制御信号23として出力している。
【００２６】
　図3は、本願発明をインターネット・プロトコル（ＩＰ）に準拠するＩＰ網に適用した
場合の接続概念図である。IP網1には、ＶｏＩＰ装置3Ａ，3Ｂ，3Ｃ，3Ｄ，3Ｅおよび多く
のアプリケーション・サーバ5Ａ，5Ｂ，5Ｐ，5Ｖを含むアプリケーション・サーバ群5が
直接に、あるいは、図示してはいないＬＡＮを介して接続されている。ＶｏＩＰ装置3Ｄ
は、たとえば、ドアホン機能を有している。アプリケーション・サーバ5Ｐは、たとえば
、ページング機能を有している。アプリケーション・サーバ5Ｖは、たとえば、音声メー
ル機能を有している。
【００２７】
　図4は、たとえば、アプリケーション・サーバ5Ａの内部の詳細を示す機能ブロック構成
図である。基本的には、図1に示したＶｏＩＰ装置3に同じ構成要素を含んでいる。異なる
点は、ＬＡＮインタフェース（Ｉ／Ｆ）11Ａを介して、サーバ通信路9Ａに接続されてい
る点と、アプリケーション・サーバ5Ａは音響出力の必要性がないから、デバイス制御部1
5Ａは、ハード・ディスクなどの記憶装置の制御はするが、ハンドセット、ヘッドセット
、スピーカまたはマイクなどの制御をしていない点である。その他については、アプリケ
ーション・サーバ5Ａは、ＶｏＩＰ装置3と同じ動作をする。
【００２８】
　図5は、アプリケーション・サーバ5Ａ含まれた発信・付加情報作成解析部12Ａの内部の
詳細を示す機能ブロック構成図である。図2に示したＶｏＩＰ装置3の発信・付加情報作成
解析部12と同じ構成要素を含んでいる。異なる点は、アプリケーション・サーバ5Ａは、
たとえば、ＶｏＩＰ装置3ＡとＶｏＩＰ装置3Ｂとの間で交信する場合に、交信に先立って
、発信情報および付加情報をＶｏＩＰ装置3ＡとＶｏＩＰ装置3Ｂとの間で中継する点であ
る。あるいは、ＶｏＩＰ装置3ＡとＶｏＩＰ装置3Ｂとの間での交信中においても、ＶｏＩ
Ｐ装置3ＡとＶｏＩＰ装置3Ｂとの間の交信を中継することも、図示されてはいない通話中
継器により可能となる点である（後述する図9とその説明を参照）。その他については、
アプリケーション・サーバ5Ａの発信・付加情報作成解析部12Ａの各要素は、ＶｏＩＰ装
置3の発信・付加情報作成解析部12の各要素と同じ動作をする。
【００２９】
　図6は、付加情報作成器32（または、32Ａ）の動作の流れを示すフローチャートである
。付加情報作成器32（または、32Ａ）が動作を開始すると、発信情報作成器31（または、
31Ａ）から発信情報作成信号45（または、45Ａ）を受信し（Ｓ101）、宛先である着信側
の動作を指定する（Ｓ102）。通常応答すべきか、自動応答すべきかの応答種別の指定を
する（Ｓ103）。通常応答を指定した場合は（Ｓ103通常応答）、応答種別の指定処理をす
ることなく（Ｓ104）、ステップＳ106へ進む。自動応答を指定した場合は（Ｓ103自動応
答）、宛先である着信側が自動応答するべく付加情報の追加処理をする（Ｓ105）。
【００３０】
　そこで、双方向通話とするか、あるいは片方向通話とするか、その片方向通話が着信側
のみか、発信側のみかの通話種別を指定する（Ｓ106）。双方向通話が指定されると（Ｓ1
06片方向通話）、通話種別の指定処理をすることなく（Ｓ107）、ステップＳ110へ進む。
片方向通話が着信側のみの場合は（Ｓ106片着）、着信側のみの片方向通話の指定処理を
して（Ｓ108）、ステップＳ110へ進む。発信側のみの片方向通話の場合は（Ｓ106片発）
、発信側のみの片方向通話の指定処理をして（Ｓ109）、ＬＡＮインタフェース（Ｉ/Ｆ）
11（または、11Ａ）へ通知して付加情報作成器32（または、32Ａ）の動作を終了する（Ｓ
110）。
【００３１】



(8) JP 4548242 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

　図7は、付加情報解析器34（または、34Ａ）の動作の流れを示すフローチャートである
。付加情報解析器34（または、34Ａ）が動作を開始すると、発信情報解析器33（または、
33Ａ）から発信情報解析信号46（または、46Ａ）を受信する（Ｓ121）。発信情報解析信
号46（または、46Ａ）に付加されている付加情報の解析に入る（Ｓ122）。付加情報あり
の場合には（Ｓ122付加情報あり）、応答種別の解析をする（Ｓ123）。応答種別が通常応
答を指示している場合は（Ｓ123通常応答）、通常処理をして（Ｓ124）、ステップＳ126
へ進む。応答種別が自動応答を指示している場合は（Ｓ123自動応答）、自動応答処理を
して（Ｓ125）、通話種別の解析に入る（Ｓ126）。
【００３２】
　通話種別が双方向通話を指示している場合は（Ｓ126双方向通話）、通常処理をして（
Ｓ127）、ステップＳ131へ進む。通話種別が着信側のみ片通話を指示している場合は（Ｓ
128片着）、着信側のみ片通話処理をし（Ｓ128）、ステップＳ131へ進む。通話種別が発
信側のみ片通話を指示している場合は（Ｓ128片発）、発信側のみ片通話処理をし（Ｓ129
）、装置制御部14（または、14Ａ）へ通知して付加情報解析動作を終了する（Ｓ131）。
ステップＳ122において、付加情報なしと解析された場合は（Ｓ122付加情報なし）、通常
着信であるとして（Ｓ130）、装置制御部14（または、14Ａ）へ通知して付加情報解析動
作を終了する（Ｓ131）。
【００３３】
　図8は、2つのＶｏＩＰ装置3Ａと3Ｂのみの間で通話をする場合の動作の遷移（シーケン
ス）を示す動作遷移図である。ＶｏＩＰ装置3Ａが発信情報に、通常着信、双方向通話の
付加情報を付けて発信する（Ｓ1）。これを受けたＶｏＩＰ装置3Ｂは、着信種別により自
動着信であるか通常着信であるかの判別をし、たとえば通常着信であることを検出する。
同時に、片通話か双方向通話か通話方式を判別し、双方向通話であることを検出する（Ｓ
2）。通常着信、双方向通話の付加情報を読み取ると、これに応答して（Ｓ3）、ＶｏＩＰ
装置3Ａと3Ｂとの間で、IP網1あるいはＬＡＮを介して通話が始まる（Ｓ4）。
【００３４】
　図9は、アプリケーション・サーバ5Ａを介して2つのＶｏＩＰ装置3Ａと3Ｂの間で通話
をする場合の動作の遷移を示す動作遷移図である。ＶｏＩＰ装置3Ａがアプリケーション
・サーバ5Ａに対して、相手先であるＶｏＩＰ装置3Ｂおよび経由先であるアプリケーショ
ン・サーバ5Ａのアドレスを発信情報とし、自動着信であるか通常着信であるかの着信応
答種別と、片通話か双方向通話かの通話種別を付加情報として送信する（Ｓ11）。アプリ
ケーション・サーバ5Ａは、ＶｏＩＰ装置3Ａから受けた付加情報を付してＶｏＩＰ装置3
Ｂに発信する（Ｓ12）。
【００３５】
　これを受けたＶｏＩＰ装置3Ｂは応答種別から、たとえば通常着信であることを、通話
種別から双方向通話であることを判別し、判別結果に従ってアプリケーション・サーバ5
Ａに対して応答する（Ｓ14）。この応答をアプリケーション・サーバ5Ａは中継してＶｏ
ＩＰ装置3Ａに渡す（Ｓ15）。そこで、アプリケーション・サーバ5Ａを介してＶｏＩＰ装
置3ＡとＶｏＩＰ装置3Ｂの間でアプリケーション・サーバ5Ａの中継により通話が開始さ
れる（Ｓ16、Ｓ17）。または、シーケンスＳ11におけるＶｏＩＰ装置3Ａの発信情報に、
ＶｏＩＰ装置3ＡとＶｏＩＰ装置3Ｂの間の通話は、アプリケーション・サーバ5Ａを介さ
ずに直接に行う旨の指示をしておけば、通話は直接行われる（Ｓ18）。
【００３６】
図10は、2つのＶｏＩＰ装置間3Ａと3Ｂの間の通話を音声メール機能を有するアプリケー
ション・サーバ5Ｖに通話録音する場合の動作の遷移を示す動作遷移図である。ＶｏＩＰ
装置3ＡとＶｏＩＰ装置3Ｂの間で通話が続けられている（Ｓ21）。その通話の最中、ある
いは、通話の冒頭において、ＶｏＩＰ装置3Ｂから発信情報として音声メール機能を有す
るアプリケーション・サーバ5Ｖのアドレスを含め、その付加情報により通話録音を指示
する（Ｓ22）。この付加情報による通話録音の指示においては、アプリケーション・サー
バ5Ｖからの自動応答とＶｏＩＰ装置3Ｂからの片通話が選択されている。
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【００３７】
　この指示を受けたアプリケーション・サーバ5Ｖは、指示の内容を判別すると（Ｓ23）
、通話録音に応じる旨の応答をＶｏＩＰ装置3Ｂに対して送る（Ｓ24）。アプリケーショ
ン・サーバ5Ｖからの応答を受けたＶｏＩＰ装置3Ｂは、通話中の音声をアプリケーション
・サーバ5Ｖに送り（Ｓ25）、アプリケーション・サーバ5Ｖにおいて通話録音が実行され
る（Ｓ26）。
【００３８】
　図11は、ＶｏＩＰ装置3Ｂが音声メール機能を有する音声メール・アプリケーション・
サーバ5Ｖから録音再生する場合の動作の遷移を示す動作遷移図である。音声メール・ア
プリケーション・サーバ5Ｖは、すでに通話（留守番電話）内容を録音して、音声データ
として収納することも必要に応じて可能である。ＶｏＩＰ装置3Ｂは音声メール・アプリ
ケーション・サーバ5Ｖに対して、宛先アドレスを示す発信情報に付加情報を付与して発
信する（Ｓ31）。この付加情報には、自動応答の音声メールで音声メール・アプリケーシ
ョン・サーバ5Ｖからの片通話を指示する内容が含まれている。
【００３９】
　音声メール・アプリケーション・サーバ5Ｖは、ＶｏＩＰ装置3Ｂから付加情報の付いた
発信情報を受け取ると（Ｓ31）、付加情報から自動応答と音声メール・アプリケーション
・サーバ5Ｖからの片通話を選択して（Ｓ32）、その旨をＶｏＩＰ装置3Ａに応答し（Ｓ33
）、同時に録音内容を再生して（Ｓ34）、その再生音をＶｏＩＰ装置3Ｂに対して送る（
Ｓ35）。
【００４０】
　図12は、ＶｏＩＰ装置3Ａとドアホン機能を有するドアホンＶｏＩＰ装置3Ｄとの間で通
話をする場合の動作の遷移を示す動作遷移図である。ドアホンＶｏＩＰ装置3Ｄの、図1に
は図示されてはいない送受話器とボタンからなるドアホンのボタンを押すと、ドアホンＶ
ｏＩＰ装置3Ｄは、自動応答で片通話、ユーザの応答後は双方向通話を指示する付加情報
の付いた発信情報をＶｏＩＰ装置3Ａに対して発信する（Ｓ41）。
【００４１】
　ドアホンＶｏＩＰ装置3Ｄからの発信情報を受け取ったＶｏＩＰ装置3Ａは、付加情報（
自動応答で片通話、ユーザの応答後は双方向通話）を判別して（Ｓ42）、ドアホンＶｏＩ
Ｐ装置3Dに対して自動応答でドアホンＶｏＩＰ装置3Ｄからの片通話を可能とする応答を
出す（Ｓ43）。そこでドアホンＶｏＩＰ装置3Ｄのドアホンから通話がなされる（Ｓ44）
。この通話に対してＶｏＩＰ装置3Ａのユーザが応答すると、その後は双方向通話となり
、ＶｏＩＰ装置3ＡとドアホンＶｏＩＰ装置3Ｄのドアホンとの間での通話が可能となる（
Ｓ46）。
【００４２】
図13は、ページング機能を有するページング・アプリケーション・サーバ5Ｐを用いてＶ
ｏＩＰ装置3Ａから多くのＶｏＩＰ装置3Ｂ、3Ｃ、3Ｅに構内放送する場合の動作の遷移を
示す動作遷移図である。ＶｏＩＰ装置3Ａは、ページング・アプリケーション・サーバ5Ｐ
に対して、そのアドレスを示す発信情報に、構内放送あるいは一斉放送であるページング
を示す付加情報を付けて発信する（Ｓ51）。
【００４３】
　ページング・アプリケーション・サーバ5Ｐには、ページング時の送信先アドレス（3Ｂ
、3Ｃ、3Ｅ）と送信先アドレスへの付加情報（自動応答、片通話）があらかじめ登録され
ている。ページングの要求を受けたページング・アプリケーション・サーバ5Ｐは、発信
情報として送信先アドレス（3Ｂ、3Ｃ、3Ｅ）を、付加情報として自動応答、片通話を指
示内容として発信する（Ｓ52Ｂ、Ｓ52Ｃ、Ｓ52Ｅ）。
【００４４】
　ページング・アプリケーション・サーバ5Ｐからの指示をＶｏＩＰ装置3Ｂ、3Ｃ、3Ｅが
受け取ると、その付加情報（自動応答、片通話）を判別し（Ｓ53）、自動応答してページ
ング・アプリケーション・サーバ5Ｐに応答する（Ｓ54Ｂ、Ｓ54Ｃ、Ｓ54Ｅ）。そこでペ
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ージング・アプリケーション・サーバ5Ｐは、ＶｏＩＰ装置3Ｂ、3Ｃ、3Ｅの受信準備完了
に応答して、ＶｏＩＰ装置3Ａからの通話を認める（Ｓ55）。
【００４５】
　ＶｏＩＰ装置3Ａからの通話（放送）が開始され（Ｓ56）、ページング・アプリケーシ
ョン・サーバ5Ｐは、ＶｏＩＰ装置3Ｂ、3Ｃ、3Eに対して一斉に（フォーキング）通話を
伝送する（Ｓ57Ｂ、Ｓ57Ｃ、Ｓ57Ｅ）。このステップＳ57Ｂ、Ｓ57Ｃ、Ｓ57Ｅの動作から
も明らかなように、それぞれのステップは、ページング・アプリケーション・サーバ5Ｐ
と各ＶｏＩＰ装置3Ｂ、3Ｃ、3Eとの間での1対1（Peer to Peer）の通信である。
【００４６】
　　以上の説明においては、説明の都合上、ＶｏＩＰ装置3やアプリケーション・サーバ5
の数およびそれらの種類はこれに限定されるものではなく、システムの用途や規模に応じ
て設定され得ることは、明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本願発明の実施例を示した機能ブロック構成図である。（実施例1）
【図２】図1の重要な構成要素である発信・付加情報作成解析部の内部の詳細を示す機能
ブロック構成図である。
【図３】本願発明をＩＰ網に適用した場合の接続概念図である。
【図４】図3の重要な構成要素であるアプリケーション・サーバの内部の詳細を示す機能
ブロック構成図である。
【図５】図4の重要な構成要素であるアプリケーション・サーバの発信・付加情報作成解
析部の内部の詳細を示す機能ブロック構成図である。
【図６】図2の重要な構成要素である付加情報作成器の動作の流れを示すフローチャート
である。
【図７】図2の重要な構成要素である付加情報解析器の動作の流れを示すフローチャート
である。
【図８】2つのＶｏＩＰ装置のみの間で通話をする場合の動作の遷移を示す動作遷移図で
ある。
【図９】アプリケーション・サーバを介して2つのＶｏＩＰ装置の間で通話をする場合の
動作の遷移を示す動作遷移図である。
【図１０】2つのＶｏＩＰ装置間の通話を音声メール機能を有するアプリケーション・サ
ーバに通話録音する場合の動作の遷移を示す動作遷移図である。
【図１１】ＶｏＩＰ装置が音声メール機能を有するアプリケーション・サーバから録音再
生する場合の動作の遷移を示す動作遷移図である。
【図１２】ＶｏＩＰ装置とドアホン機能を有するＶｏＩＰ装置との間で通話をする場合の
動作の遷移を示す動作遷移図である。
【図１３】ページング機能を有するアプリケーション・サーバを用いて多くのＶｏＩＰ装
置に構内放送する場合の動作の遷移を示す動作遷移図である。
【符号の説明】
【００４８】
1　IP網
3，3Ａ，3Ｂ，3Ｃ，3Ｅ　ＶｏＩＰ装置
3Ｄ　ドアホンＶｏＩＰ装置
5　アプリケーション・サーバ群
5Ａ，5Ｂ，　アプリケーション・サーバ
5Ｐ　ページング・アプリケーション・サーバ
5Ｖ　音声メール・アプリケーション・サーバ
8，8Ａ，8Ｂ，8Ｃ，8Ｄ，8Ｅ　通信路
9　サーバ通信路
11，11Ａ　ＬＡＮインタフェース（Ｉ／Ｆ）
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12，12Ａ　発信・付加情報作成解析部
13，13Ａ　音声部
14，14Ａ　装置制御部
15，15Ａ　デバイス制御部
21，21Ａ　情報信号
22，22Ａ　音声符号信号
23，23Ａ　情報制御信号
24，24Ａ　音声情報制御信号
25，25Ａ　音声デバイス制御信号
31，31Ａ　発信情報作成器
32，32Ａ　付加情報作成器
33，33Ａ　発信情報解析器
34，34Ａ　付加情報解析器
45，45Ａ　発信情報作成信号
46，46Ａ　発信情報解析信号

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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