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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＰを用いた主ネットワークにおいてローミングする方法であり、加入者が前記主ネッ
トワークにおいて一意の内線アイデンティティ及び一意のログインパスワードを有し、
　－前記主ネットワーク内のサブネットワークにおけるゲートキーパにおいて、前記サブ
ネットワークに属する端末から一意の内線アイデンティティを含む登録要求を受信するス
テップと、
　－前記一意の内線アイデンティティが前記サブネットワークに属するかを前記ゲートキ
ーパ内で判定するステップとを有する方法であって、前記内線アイデンティティが前記サ
ブネットワーク以外の別のネットワークに属する場合に、
　－前記サブネットワークのルーティングサーバ（ＲＳ）に、前記一意の内線に対するホ
ームゲートキーパ（ＨＧＫ）のＩＰアドレスを要求するステップと、
　－前記ルーティングサーバから、前記ゲートキーパに前記要求されたホームゲートキー
パの前記ＩＰアドレスを応答するステップと、
　－前記ＩＰアドレスを使用して前記端末から前記一意の内線の前記ホームゲートキーパ
（ＨＧＫ）に登録要求を送信できるように、前記ゲートキーパから前記端末に前記ＩＰア
ドレスを送信するステップと、
　－前記ＩＰアドレスを用いて前記端末から前記ホームゲートキーパ（ＨＧＫ）へ前記登
録要求を送信するステップとを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
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　ＩＰアドレスが前記ルーティングサーバにより見つけられない場合に、
　－前記ホームゲートキーパ（ＨＧＫ）のＩＰアドレスに対する要求を前記ルーティング
サーバから主ルーティングサーバ（ＣＲＳ）に送出するステップと、
　－前記ルーティングサーバにおいて、前記主ルーティングサーバから前記ホームゲート
キーパ（ＨＧＫ）のＩＰアドレスを受信するステップとを更に含む請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記主ルーティングサーバ（ＣＲＳ）により適切なＩＰアドレスが識別されない場合に
、
　－前記ルーティングサーバにおいて、企業内内線アイデンティティが見つからないこと
を示すメッセージを前記主ルーティングサーバから受信するステップと、
　－前記登録要求が拒否されることを示すメッセージを前記ルーティングサーバから前記
端末に送信するステップとを更に含む請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　－前記内線が前記ゲートキーパの前記サブネットワーク以外の別のネットワークに属す
る場合、前記ゲートキーパ（ＧＫ）において前記一意の内線アイデンティティに対するパ
スワード要求を無効にするステップを更に含む請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項５】
　前記一意の内線アイデンティティは電話番号又はネットワーク番号である請求項１乃至
４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記主ネットワークは企業内ネットワークであり、サブネットワークは企業内ローカル
ネットワークであり、主ルーティングサーバは企業内ルーティングサーバであり、前記一
意の内線アイデンティティは一意の企業内内線アイデンティティである請求項１乃至５の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　ＩＰを用いた主ネットワーク内のサブネットワークにおけるノードであって、加入者が
前記主ネットワークにおいて一意の内線アイデンティティ及び一意のログインパスワード
を有し、
　－端末から一意の内線アイデンティティを含む登録要求を受信し、
　－前記一意の内線アイデンティティが前記サブネットワークに属するかを判定するよう
に構成されるゲートキーパを具備し、
　－前記一意の内線アイデンティティが前記ゲートキーパの前記サブネットワーク以外の
別のネットワークに属する場合、前記ゲートキーパは、ルーティングサーバ（ＲＳ）に対
して前記ノードにおいて前記一意の内線アイデンティティと関連付けられるホームゲート
キーパ（ＨＧＫ）のＩＰアドレスを要求するように構成され、
　－前記ルーティングサーバは、前記ルーティングサーバから前記ゲートキーパに前記要
求されるホームゲートキーパの前記ＩＰアドレスで応答するように構成され、
　－前記ゲートキーパは、前記ＩＰアドレスを使用して前記端末から前記一意の内線アイ
デンティティの前記ホームゲートキーパ（ＨＧＫ）に前記登録要求を送信できるように、
前記端末に前記ＩＰアドレスを送信するように構成されることを特徴とするノード。
【請求項８】
　前記ルーティングサーバは、更に、
　－ＩＰアドレスが前記ルーティングサーバで見つけられない場合、主ルーティングサー
バ（ＣＲＳ）に対して、前記一意の内線アイデンティティと関連付けられる前記ホームゲ
ートキーパ（ＨＧＫ）のＩＰアドレスを要求し、
　－前記主ルーティングサーバから前記ＩＰアドレスを受信するように構成される請求項
７に記載のノード。
【請求項９】
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　前記ルーティングサーバ（ＲＳ）は、更に、
　－前記ＩＰアドレスが見つからないことを示すメッセージを前記主ルーティングサーバ
から受信し、
　－前記登録要求が拒否されることを示すメッセージを前記端末に送出するように構成さ
れる請求項８に記載のノード。
【請求項１０】
　前記ゲートキーパ（ＧＫ）は、更に、
　－前記内線アイデンティティが前記ゲートキーパの前記サブネットワーク以外の別のサ
ブネットワークに属する場合、端末に対するパスワード要求を無効にするように構成され
る請求項７乃至９のいずれか１項に記載のノード。
【請求項１１】
　前記ノードは構内交換機（ＰＢＸ）である請求項７乃至１０のいずれか１項に記載のノ
ード。
【請求項１２】
　前記ノードは、更に、
　－前記一意の内線アイデンティティが前記サブネットワークに属する場合、前記一意の
内線が前記ノードに既に登録されているかを判定し、
　－前記一意の前記内線アイデンティティが前記ノードに既に登録されている場合、前記
一意の前記内線アイデンティティの登録／ログイン状態をチェックし、
　－前記一意の内線上でアクティブなコールがある場合に当該アクティブなコールを切断
し、
　－前記端末にログインするために、前記一意の内線アイデンティティに登録されている
端末に対して登録解除要求を送出し、
　－前記登録要求を処理し且つ前記ゲートキーパにおいて前記端末を登録することにより
前記端末にログインするように構成される請求項７、８及び１０のいずれか１項に記載の
ノード。
【請求項１３】
　前記ノードは、更に、
　－前記端末が前記サブネットワークに属するかを判定し、
　－前記端末が別のサブネットワークに属する場合、前記ノードから前記端末に、前記端
末がリモートログインされたこと、及び通常は前記端末が配置され且つ登録される前記別
のサブネットワークのノードに対して前記端末が緊急通話要求を出す必要があることを前
記端末に通知するメッセージを送信するように構成される請求項１２に記載のノード。
【請求項１４】
　前記主ネットワークは企業内ネットワークであり、サブネットワークは企業内ローカル
ネットワークであり、主ルーティングサーバは企業内ルーティングサーバであり、前記一
意の内線アイデンティティは一意の企業内内線アイデンティティである請求項７乃至１３
のいずれか１項に記載のノード。
【請求項１５】
　ＩＰを用いた主ネットワーク内のサブネットワークにログインする端末であって、加入
者が前記主ネットワークにおいて一意の内線アイデンティティ及び一意のログインパスワ
ードを有し、
　－別のサブネットワークに属する一意の内線アイデンティティを含む登録要求を前記サ
ブネットワーク内のゲートキーパに送信するように構成された端末であって、
　－前記一意の内線アイデンティティと関連付けられるホームゲートキーパのＩＰアドレ
スを前記ゲートキーパから受信し、
　－前記ＩＰアドレスを使用して前記ホームゲートキーパに前記登録要求を送信するよう
に更に構成されることを特徴とする端末。
【請求項１６】
　前記端末は、
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　－前記一意の内線アイデンティティが登録されたゲートキーパＩＰを有さないために前
記登録要求が拒否され、それにより前記ログインの手順が停止することを示すメッセージ
を受信するように更に構成された請求項１５に記載の端末。
【請求項１７】
　前記端末は、
　－前記端末がリモートログインされ、且つ前記端末が前記サブネットワークにおいてノ
ードに緊急通話要求を出す必要があることを通知するメッセージを受信するように更に構
成された請求項１６に記載の端末。
【請求項１８】
　前記端末は、
　－ダイヤルされた番号を解析し、且つ前記番号が緊急の番号である場合に前記サブネッ
トワークにおいてノードに緊急通話要求を出すように更に構成されている請求項１５に記
載の端末。
【請求項１９】
　前記主ネットワークは企業内ネットワークであり、サブネットワークは企業内ローカル
ネットワークであり、前記一意の内線アイデンティティは一意の企業内内線アイデンティ
ティである請求項１５乃至１８のいずれか１項に記載の端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はネットワークローミングに関する。本発明は、特に、ＩＰを用いた企業内ネッ
トワークにおいてローミングする方法、ＩＰを用いた企業内ネットワーク内の企業内ロー
カルネットワークにおけるノード、ＩＰを用いた企業内ネットワークの企業内ローカルネ
ットワークにおいてゲートキーパを含むノードにおける方法及び企業内ローカルネットワ
ークにログインする端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日のグローバルな企業世界において、多くの企業は世界中に広範に分布し、多くの場
所にローカルオフィスを有する。これらの企業のうちの一部は、企業内の通信を保証する
企業内通信ネットワークを有する。これらの企業内通信ネットワークはＩＰを用いてもよ
く、企業内ネットワーク内の端末間の音声通信はＶｏＩＰ（voice over IP）である。企
業内ネットワークは少なくとも１つのローカルエリアネットワークから構成され得る。多
くの離間したローカルエリアネットワーク、例えばローカルオフィス毎に１つのローカル
エリアネットワークは、ＩＰバックボーンネットワークにより相互接続可能である。企業
の従業員には、企業内ネットワークにログインするための一意の内線を提供される。
【０００３】
　多くの場合、企業内の従業員は、種々の活動のために異なるローカルオフィスに出向い
ている。ローカルオフィスを訪問する間、従業員は、特に、ホームオフィスと通信し且つ
外線通話する必要がある。これらの目的のために、従業員は訪問先ローカルオフィスにお
いて企業内ネットワーク内の端末を使用する。更に従業員は、ホームオフィス以外の別の
ローカルオフィスに訪問している時にホームオフィスの内線にかかってきた通話に応じる
ことができる必要がある。これを達成するための１つの方法は、従業員が現在位置する訪
問先ローカルオフィスの特定の端末に内線を転送することである。しかし、従業員が別の
ローカルオフィスを訪問する場合、従業員の内線は前記訪問先ローカルオフィスの別の端
末に転送される必要がある。従って、内線をホームオフィスから特定の端末に予め転送す
る必要なく、従業員が内線にかかってきた通話に企業内ネットワークの任意の端末で着呼
できれば便利である。
【０００４】
　転送は、ホームオフィスの端末及び構内交換機ＰＢＸから内線に対して取り扱われ、管
理される必要があり、そのような内線は従業員が自身のホームオフィスを離れる際に周知
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される必要がある。従って、従業員の内線を転送することは、従業員が多くの異なるロー
カルオフィスを訪問する場合には柔軟な解決策とはならない。
【０００５】
　更に、ＩＰを用いたネットワークにおいて内線アイデンティティ（識別情報）は個人用
であるため、訪問中の従業員はしばらくの間別の従業員の内線を借りる必要がある。従っ
て、従業員が企業内のどこで働いている場合でも内線アイデンティティを使用できれば好
都合である。
【０００６】
　従業員が企業内ネットワークにおいて任意の端末で自身の電話番号への通話に応じるこ
とができるように、従業員のホームオフィスは、従業員が現在位置する企業内ネットワー
クにおける端末を認識する必要がある。更に企業内ネットワークは、従業員の電話番号を
使用して企業内ネットワークにアクセスしようとしている者が無許可のユーザではないこ
とを認証する必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、ＩＰを用いた主ネットワーク、例えば企業内ネットワークの企業内ロ
ーカルネットワーク等の任意のＩＰを用いたサブネットワークからユーザ、加入者及び／
又は従業員のホームサブネットワークにログインするために、ＩＰ電話等のＩＰ端末を介
してユーザ、例えば加入者及び／又は従業員に自動ネットワークローミング及びログイン
手順を提供することである。
【０００８】
　解決すべき課題は、ユーザの一意の内線アイデンティティが属するホームサブネットワ
ークの正当なＩＰアドレスをいかにして識別するかである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題は、本発明に従ってネットワークローミング方法を実行するようにサブネッ
トワークのゲートキーパを含むノードをサブネットワークにおいて構成することにより解
決される。
【００１０】
　本発明の第１の態様は、ＩＰを用いた主ネットワークにおいてローミングする方法であ
る。ユーザは、前記主ネットワークにおいて一意の内線アイデンティティ及び一意のログ
インパスワードを有する。ゲートキーパを含むノードは、前記主ネットワークのサブネッ
トワークにおいて、前記サブネットワークに属するユーザ端末から一意の内線アイデンテ
ィティを含む登録要求を受信する。ノードは、前記一意の内線アイデンティティが、それ
を要求するユーザ端末のサブネットワークに属するかを判定するように構成される。前記
内線アイデンティティがノードのサブネットワーク以外の別のサブネットワークに属する
場合、ノードは、前記一意の内線アイデンティティのホームサブネットワークのＩＰアド
レスに対してサブネットワークのルーティングサーバを要求する。ルーティングサーバは
、要求されるホームゲートキーパのＩＰアドレスで応答するように構成される。ノードは
、ＩＰアドレスを使用して前記ユーザ端末から前記一意の内線アイデンティティのホーム
サブネットワークに登録要求を送信できるように、その登録要求を行ったユーザ端末にＩ
Ｐアドレスを送信する。
【００１１】
　本発明の更なる１つの態様は、前記主ネットワークにおいてネットワークローミングす
るためのＩＰを用いた主ネットワーク内のサブネットワークにおけるノードである。ユー
ザは、前記主ネットワークにおいて一意の内線アイデンティティ及び一意のログインパス
ワードを有する。ゲートキーパを含むノードは、前記主ネットワークのサブネットワーク
において、前記サブネットワークに属するユーザ端末から一意の内線アイデンティティを
含む登録要求を受信するように構成される。ノードは、前記一意の内線アイデンティティ
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が、その登録要求を行ったユーザ端末のサブネットワークに属するかを判定するように構
成される。前記内線アイデンティティがノードのサブネットワーク以外の別のサブネット
ワークに属する場合、ノードは、前記一意の内線アイデンティティのホームサブネットワ
ークのＩＰアドレスに対してサブネットワークのルーティングサーバを要求するように構
成される。ルーティングサーバは、要求されるホームゲートキーパのＩＰアドレスで応答
するように構成される。ノードは、ＩＰアドレスを使用して前記ユーザ端末から前記一意
の内線アイデンティティのホームサブネットワークに登録要求を送信できるように、当該
登録要求を行ったユーザ端末にＩＰアドレスを送信するように更に構成される。
【００１２】
　本発明の更なる１つの態様は、前記主ネットワークにおいてネットワークローミングす
るためのＩＰを用いた主ネットワーク内のサブネットワークにおいてゲートキーパを含む
ノードにおける方法である。ユーザは、前記主ネットワークにおいて一意の内線アイデン
ティティ及び一意のログインパスワードを有する。ノードは、一意の内線アイデンティテ
ィを含む登録要求を受信するように構成される。サブネットワークが、受信される内線ア
イデンティティに対するホームサブネットワークである場合、前記方法は：
　－前記一意の企業内内線がノードに既に登録されているかを判定するステップと；
　－前記一意の内線アイデンティティがノードに既に登録されている場合に一意の内線ア
イデンティティの登録／ログイン状態をチェックするステップと；
　－一意の企業内内線上でアクティブなコールがある場合にアクティブなコールを切断す
るステップと；
　－前記端末をログオフするために、一意の企業内内線に登録されるユーザ端末に対して
非登録要求を送出するステップと；
　－ホームゲートキーパに端末を登録することにより前記ユーザ端末にログインするステ
ップとを更に含む。
【００１３】
　本発明の種々の他の実施形態は、以下の詳細な説明及び明細書に添付される従属請求項
、並びに図面において説明される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の１つの利点は、ユーザがＩＰ電話で通話する際に一般に使用するサブネットワ
ークのＩＰアドレス又は主ネットワークの全てのサブネットワークのＩＰアドレスをユー
ザが認識又は記憶する必要がないことである。ＩＰアドレスは、サブネットワーク又は主
ネットワークのユーザに通知及び更新されることなく変更されてもよい。新しいサブネッ
トワークのＩＰアドレス又は古いサブネットワークの新しいＩＰアドレスは、サブネット
ワーク及び主ネットワークにおいて、特定の記録における主ネットワークの所有者又はオ
ペレータ、例えばルーティングサーバにより容易に更新される。
【００１５】
　図面と併せて以下の詳細な説明を読むことにより、本発明の実施形態の更なる利点及び
特徴が明らかになるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の例示的な一実施形態に係るＩＰを用いた企業内ネットワークを示す簡略
化されたブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に従って、第１の企業内ローカルネットワーク及び第２の企
業内ローカルネットワークを示す概略ブロック図である。
【図３】本発明に従って、企業内ネットワークにおいてネットワークローミングする方法
を示すフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態に従って、ＩＰを用いた企業内ネットワークにおいてネット
ワークローミングする企業内ローカルネットワークにおけるノードを示すブロック図であ
る。
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【図５】本発明に従って、企業内ネットワークにおいてネットワークローミングする企業
内ローカルネットワークにおける方法の一実施形態を示すフローチャートである。
【図６】本発明の一実施形態に係る端末、例えばＩＰ電話、ＰＣ（パーソナルコンピュー
タ）等を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　次に、本発明の好適な実施形態が示される添付の図面を参照して、本発明を以下に更に
詳細に説明する。しかし、本発明は多くの異なる形態で具体化されてもよく、本明細書で
説明する実施形態に限定されるものとして解釈されるべきではない。これらの実施形態は
、その開示内容が完璧で完全なものとなり、本発明の範囲が当業者に完全に理解されるよ
うに提供される。図中、同一の図中符号は同一又は同等の要素を示す。
【００１８】
　本発明は、本明細書において主ネットワークと呼ばれるネットワークに関する。ネット
ワークは、各々が主ネットワークの一部分であるか又は他の方法で主ネットワークに密接
に関連する複数のサブネットワークを含む。以下において、複数の企業内ローカルネット
ワークを含む企業内ネットワークを使用して本発明を説明する。企業内ネットワーク及び
サブネットワークは、主ネットワーク及びそのサブネットワークの一例として考えられる
べきであり、これに限定されるものではない。
【００１９】
　図１を参照すると、本発明の例示的な一実施形態に係るＩＰを用いた企業内ネットワー
クを示す簡略化されたブロック図が示される。図１に示すように、企業内ネットワーク１
００は、ＩＰバックボーンネットワーク７により相互接続される２つの企業内ローカルネ
ットワーク５、６から構成される。例えば、第１の企業内ローカルネットワーク５はスウ
ェーデンにおける企業内ローカルネットワークであってもよく、第２の企業内ローカルネ
ットワーク６はオーストラリアにおける企業内ローカルネットワークであってもよい。Ｉ
Ｐを用いた（インターネットプロトコルを用いた）ネットワーク７は、２つの企業内ロー
カルネットワーク５，６を相互接続する。前記ＩＰネットワークはインターネット又はＩ
Ｐバックボーンネットワーク７であってもよく、ローカルオフィス間でのデータ通信のた
めに企業により使用される。１つ又は複数のユーザ端末１、２、３、４、．．．の各々は
、企業内ネットワーク１００に対して１つの通信アクセスを有する。ユーザ端末１、２は
第１の企業内ローカルネットワーク５を介して通信し、ユーザ端末３、４は第２の企業内
ローカルネットワーク６を介して通信する。図１に示すように、各企業内ローカルネット
ワーク５、６は構内交換機（ＰＢＸ）２２、２３を含む。第１のＰＢＸ２２は第１の企業
内ローカルネットワーク５に対応し、第２のＰＢＸ２３は第２の企業内ローカルネットワ
ーク６に対応する。企業内ローカルネットワーク内の端末間及び２つの離間した企業内ロ
ーカルネットワークの端末間でＶｏＩＰ通話が行なわれる場合、各ＰＢＸはこれを支援す
る。各企業内ローカルネットワークにおけるＰＢＸの別の機能は、ＩＰネットワーク７に
対する企業内ローカルネットワークのためのアクセスノードとして動作することである。
企業内ネットワーク１００はユーザと呼ばれる複数の加入者１０～１３を有し、それらは
企業の従業員であることが好ましい。図１に従う本発明の好適な実施形態において、各加
入者／ユーザ１０～１３は、特定のユーザ／加入者に発呼するために使用される一意の企
業内線１４～１７を有する。一意の企業内内線は、例えば電話番号又はネットワーク番号
である。図１において、全ての従業員１０～１３は、勤務時間中に電話により連絡が取れ
るホームオフィスを有する。一部の従業員１０、１１に対するホームオフィスは第１の企
業内ローカルネットワーク５であり、他の従業員１２、１３に対するホームオフィスは第
２のローカルオフィス６である。従業員／加入者／ユーザに対する全ての一意の企業内内
線は、種々の企業内ローカルネットワークに対してグループ化され、一覧表示され且つ関
連付けられる。すなわち、例えば１４、１５のような一部の一意の企業内内線は第１の企
業内ネットワーク５に属し、例えば１６、１７のような他の一意の企業内内線は第２の企
業内ローカルネットワーク６に属する。
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【００２０】
　ゲートキーパは、Ｈ．３２３プロトコル規格に基づく企業内ネットワークにおけるエン
ティティであり、特に、企業内ネットワークの従業員の電話番号とＩＰアドレスとの間の
アドレス変換を実行する。Ｈ．３２３規格は、ＩＰを使用した企業内ネットワークにおい
て通信サービスを提供するために使用される１組のプロトコルを提供する。ゲートキーパ
は、企業内ネットワークにおいて加入者の認証を実行するように更に構成されてもよい。
図１に従う企業内ネットワークの例示的な実施形態において、いくつかのゲートキーパの
うち、２つのゲートキーパ８、９のみを示す。第１のゲートキーパ８はＰＢＸ２２と関連
付けられ、ゲートキーパ及びＰＢＸは第１の企業内ローカルネットワーク５のノードを論
理的に形成すると考えられる。第２のゲートキーパ９はＰＢＸ２３と関連付けられ、これ
らのゲートキーパ及びＰＢＸは第２の企業内ローカルネットワーク６のノードを論理的に
形成すると考えられる。図１に従う本発明の例示的な実施形態において、ゲートキーパが
配置される企業内ローカルネットワークに属する一意の企業内内線を常時監視するように
構成されるのはゲートキーパエンティティである。ゲートキーパ８は、企業内ローカルネ
ットワーク５に属する一意の企業内内線の集合を常時監視するように構成される。同様に
、ゲートキーパ９は、企業内ローカルネットワーク６に属する一意の企業内内線の集合を
常時監視するように構成される。
【００２１】
　従業員１０、１１に対するローカルオフィス、例えば企業の本社は、企業内ローカルホ
ームネットワーク５で提供されるローカルホームオフィスであるとみなされる。従業員及
び加入者の各々は、特定のローカルホームオフィス、すなわち第１のローカルオフィスに
属すると仮定され、他のローカルオフィスの各々は、従業員の第２のローカルオフィス、
すなわちそのような第２のローカルオフィスを訪問している際の訪問先ローカルオフィス
であると考えられる。
【００２２】
　企業内ネットワーク１００における一意の企業内内線１４～１７の各々は、特に、従業
員が企業内ネットワーク１００にログインしている場合に従業員を認証するために使用さ
れるパスワード１８～２１と更に関連付けられる。各ＰＢＸ２２、２３はルーティングサ
ーバ２４、２５と更に関連付けられ、要求される宛先に通話を転送するために、ＩＰルー
ティング情報及び別のルーティング情報を格納する機能をネットワークに提供する。加入
者がシステムにログインし且つ企業内ネットワークにおいて別の内線に発呼したい場合、
加入者が連絡を取ろうとしている内線にルーティング情報を提供するのはルーティングサ
ーバである。
【００２３】
　ユーザ又は加入者／従業員が発呼するためにＩＰ電話等の端末を使用したい場合、端末
は、企業内ローカルネットワークのゲートキーパにログインされる必要がある。端末は、
次に説明するような自動ログイン処理を起動するログイン／ログオフキーを備えてもよい
。ユーザがログインキーを押下すると、端末は、ＩＰアドレス及び端末に関連する他の格
納された情報に対する要求をＤＨＣＰ（動的ホスト構成プロトコル）サーバに送出するよ
うに設定される。ＤＨＣＰは、ネットワーク接続されたデバイス（クライアント）がイン
ターネットプロトコル（ＩＰ）ネットワークにおいて動作するのに必要な種々のパラメー
タを取得するために、クライアントにより使用されるプロトコルである。このプロトコル
を使用することにより、システム管理の作業負荷が大幅に減少し、最小構成又は非手動構
成を含むデバイスがネットワークに追加される。ＤＨＣＰサーバは、端末の一時的な端末
ＩＰアドレス及びインストールサーバ（ＩＳ）のＩＰアドレスで端末に応答する。次に、
端末はゲートキーパにログインするための要求を送出する。インストールサーバは端末Ｉ
Ｐアドレスを識別するように構成され、インストールサーバに事前定義された第１の選択
（デフォルト）ゲートキーパＩＰアドレスで応答する。更にＩＳは、端末に対して更新情
報及び／又は新しいソフトウェアを自動的に転送してもよい。
【００２４】
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　ゲートキーパＩＰアドレスを受信した後、端末は、識別問合せで端末に返答する指示ゲ
ートキーパに登録要求を送出できる。当該識別問合せは端末表示装置上に提示される。こ
の例ではローカルオフィスの従業員であるユーザは、一意の企業内内線アイデンティティ
であると考えられる従業員の電話番号を入力する。ゲートキーパは、ゲートキーパが電話
番号を認識しているかをチェックするように構成され、オプションとして認証手順を実行
してもよい。電話番号が受け入れられると、端末は更なる使用のためにゲートキーパにロ
グインされる。
【００２５】
　尚、企業内ネットワークを実現するいくつかの異なる方法が存在し、図１及び上記説明
は一例にすぎない。次に、図１の企業内ネットワークに基づいて本発明の更なる実施形態
を更に詳細に説明する。
【００２６】
　図２は、第１の企業内ローカルネットワーク５及び企業の従業員１０（図１参照）が訪
問する第２の企業内ローカルネットワーク６を示す概略ブロック図である。従業員１０の
企業内ローカルホームネットワークは第１のネットワーク５である。企業内ローカルホー
ムネットワーク５及び訪問先企業内ローカルネットワーク６の双方は、企業内ネットワー
ク１００の部分である。企業内ローカルホームネットワーク５は、ゲートキーパ８を有す
るＰＢＸ２２を含む。電話端末１のようなローカルホームオフィスの端末は、ログイン手
順によりＰＢＸ及びゲートキーパに接続されるように構成される。訪問先企業内ローカル
ネットワーク６は、ゲートキーパ９を有するＰＢＸ２３を含む。電話端末３のような訪問
先ローカルオフィスの端末は、同様に、従業員／加入者がログインすることによりＰＢＸ
及びゲートキーパに接続されるように構成される。ゲートキーパ９は、適切なプロトコル
インタフェースを介してルーティングサーバ２５と通信するように更に構成される。ルー
ティングサーバ２５は、プロトコルインタフェースを介して企業内ルーティングサーバ２
５と通信するように構成される。
【００２７】
　図２を参照すると、メッセージ通信は、ＩＰを用いた企業内ネットワークにおいてネッ
トワークローミングするために本発明の例示的な一実施形態に従って示される。本明細書
において、例えばスウェーデンにホームオフィス５を有する加入者１０が、例えばオース
トラリアにある企業の別のローカルオフィス６を訪問していると仮定する。次に、加入者
１０は、本発明に従って、自身の一意の企業内内線への通話に対してオーストラリアにあ
るローカルオフィス６の端末３から応答したい。加入者１０は、最初に、端末３から訪問
先企業内ローカルネットワーク６にログインする必要がある。
【００２８】
　端末３から企業内ネットワークにログインするために、加入者は自身の一意の企業内内
線１４（図１参照）を端末３に入力する。端末は、加入者１０により企業内ローカルネッ
トワーク６のゲートキーパ９に入力される一意の企業内内線１４を含む登録要求２６を送
信する。ゲートキーパ９は、登録要求２６を受信した後、一意の企業内内線アイデンティ
ティが企業内ローカルネットワーク６に属するかを判定する。図２に従う本発明の例示的
な実施形態において、ゲートキーパ９は、一意の企業内内線アイデンティティを格納／一
覧表示されたアイデンティティの集合と比較し、且つ一意の企業内内線１４が企業の企業
内ネットワーク内の別の企業内ローカルネットワークに属するかを判定するように構成さ
れる。認証が有効である場合、ゲートキーパは企業内ローカルネットワーク６にアクセス
する許可を要求するように構成され、従業員はネットワークにログインできるように自身
のパスワードを入力しなければならない。本発明のこの例示的な実施形態において、認証
は有効である。しかし、比較の結果、一意の企業内内線１４が企業内ネットワーク内の別
のネットワークに属するとゲートキーパ９が判定するため、内線に対するパスワード要求
は無効になり、加入者は、この時点では一意の企業内内線１４と関連付けられるパスワー
ド１８を入力しなくてもよい。一意の企業内内線１４が別のネットワークに属するため、
加入者１０は企業内ネットワークにログインできない。従って、ゲートキーパ９は、一意
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の企業内内線１４に対するホームネットワークを見つけなければならない。ゲートキーパ
９は、加入者／従業員を訪問するために、前記一意の企業内内線アイデンティティ１４と
関連付けられるホームゲートキーパ（ＨＧＫ）８のＩＰアドレスに対する要求２７’をル
ーティングサーバ２５に送出する。ゲートキーパ９は、応答メッセージ２９’においてホ
ームゲートキーパ８のＩＰアドレスで応答する。
【００２９】
　一意の企業内内線１４と関連付けられるホームゲートキーパ（ＨＫＧ）のＩＰアドレス
がルーティングサーバ２５で見つからない場合、一意の企業内内線１４と関連付けられる
ホームゲートキーパのＩＰアドレスに対する要求２７”は、ルーティングサーバ２５から
企業内ルーティングサーバ２８に送出される。一意の企業内内線１４と関連付けられるホ
ームゲートキーパ８のＩＰアドレスが企業内ルーティングサーバ２８で見つからない場合
、企業内ルーティングサーバ２８からローカルルーティングサーバ２５にメッセージ２９
”が送信され、一意の企業内内線１４と関連付けられるホームゲートキーパ８のＩＰアド
レスが見つからないことを示す。ローカルルーティングサーバが否定応答メッセージ２９
’を生成してゲートキーパ９に送信することにより、登録要求２６が拒否されたことを示
すメッセージ３０を生成して端末３に送信する。
【００３０】
　ホームゲートキーパ８のＩＰアドレスが企業内ルーティングサーバ２８で見つかった場
合、ローカルルーティングサーバ２５に送信されるメッセージ２９”はＩＰアドレスを含
む。ローカルルーティングサーバ２５が肯定応答メッセージ２９’を生成してゲートキー
パ９に送信することにより、要求されたＩＰアドレスを含むメッセージ３０を生成して端
末３に送信する。
【００３１】
　ゲートキーパ９が端末３に対してメッセージ３０中のＩＰアドレスで応答した場合、端
末は、ＩＰアドレスを使用してホームゲートキーパ８に登録要求３１を送信する。一意の
企業内内線１４がホームゲートキーパ８に既に登録されている場合、一意の企業内内線の
登録／ログイン状態がチェックされる。一意の企業内内線１４上にアクティブなコールが
ある場合、当該アクティブなコールは切断され、端末に対して非登録要求３４が送出され
る。次に、ホームゲートキーパはパスワード要求３２を端末３に送信する。ホームゲート
キーパ８は、端末３からパスワード１８を受信した後、ログインパスワードを認証し、ホ
ームゲートキーパ８に端末３を登録することにより端末３にログインする。
【００３２】
　本発明の一実施形態によると、ホームゲートキーパ８は、ホームゲートキーパ８と関連
付けられる企業内ローカルネットワーク５の端末１及び２からの緊急通話要求とは異なる
様式で、リモートログインされる端末３及び４からの緊急通話要求を処理するように更に
構成される。ゲートキーパ８において端末３から緊急通話要求３５が受信されると、ホー
ムゲートキーパ８から端末３にメッセージ３６が送信され、端末３が配置される企業内ロ
ーカルネットワーク６においてゲートキーパ９に緊急通話要求３７を出すよう端末３に指
示する。リモートログインされた端末から緊急通話要求が受信されると、ホームゲートキ
ーパ８は一意の企業内内線１４への全ての着呼を更に拒否する。端末３及び４がリモート
ログインされている場合にそれらの端末からの緊急通話を処理する別の方法は、メッセー
ジ３８を端末３に送信することであり、端末３がリモートログインされ且つ企業内ローカ
ルネットワーク６においてゲートキーパ９に緊急通話要求３７を出す必要があることを端
末３に通知する。
【００３３】
　図３は、本発明に従って、企業内ネットワークにおいてネットワークローミングする方
法を示すフローチャートである。ステップ３０１において、一意の企業内内線を含む登録
要求は、企業内ローカルネットワークのゲートキーパにおいて受信される。一意の企業内
内線は、例えば電話番号又はネットワーク番号であってもよい。企業内ローカルネットワ
ークは、例えばオーストラリアにおける企業内ローカルネットワークであってもよい。登
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録要求は、企業内ローカルネットワークに属する端末から受信される。次のステップ３０
２において、ノードは、一意の企業内内線アイデンティティが企業内ローカルネットワー
クに登録されるか又は別の企業内ローカルネットワークに登録されるかを判定する。企業
内ローカルネットワークに属する一意の企業内アイデンティティは、ローカルオフィスで
雇用されている従業員を識別することができる。一意の企業内内線が従業員の企業内ホー
ムローカルネットワークとは異なる別のローカルネットワークに属する場合、ステップ３
０３において、ローカルネットワークのルーティングサーバは、一意の企業内内線に対す
るホームゲートキーパのＩＰアドレスを要求される。企業内ローカルネットワークにログ
インするのにパスワードが必要な場合、内線がローカルネットワーク以外の別のネットワ
ークに属する場合には、ステップ３０３において端末に対するパスワード要求はゲートキ
ーパで更に無効にされる。
【００３４】
　ＩＰアドレスがルーティングサーバで見つかる場合、ステップ３０５において、要求さ
れたホームゲートキーパのＩＰアドレスがゲートキーパに対して応答されることにより、
端末がホームゲートキーパのＩＰアドレスを使用して一意の企業内内線と関連付けられる
ホームゲートキーパに登録を送信できるように、端末にＩＰアドレスを送信する。ＩＰア
ドレスがルーティングサーバで見つからない場合、ステップ３０４において、要求された
ホームゲートキーパのＩＰアドレス、ＩＰアドレスに対する要求は企業内ルーティングサ
ーバに送信される。ＩＰアドレスが企業内ルーティングサーバで見つかる場合、ステップ
３０５においてゲートキーパに対してＩＰアドレスが応答されることにより、端末がホー
ムゲートキーパのＩＰアドレスを使用して一意の企業内内線と関連付けられるホームゲー
トキーパに登録要求を送信できるように、端末にＩＰアドレスを送信する。ステップ３０
４で一意の企業内内線と関連付けられるホームゲートキーパのＩＰアドレスが企業内ルー
ティングサーバで見つからない場合、ステップ３０６において、ホームゲートキーパへの
ＩＰアドレスが見つからないことを示すメッセージがルーティングサーバで受信される。
次に、ステップ３０６において、登録要求が拒否されたことを示すメッセージが端末に送
信される。ステップ３０２において内線がローカルネットワークに属すると判定される場
合、図５のステップ５０３に継続する。
【００３５】
　図４は、本発明の一実施形態に従って、ＩＰを用いた企業内ネットワークにおいてネッ
トワークローミングする企業内ローカルネットワークにおけるノード４４を示すブロック
図である。ノードは、例えば構内交換機ＰＢＸであってもよい。ゲートキーパ４０は、企
業内ネットワーク内の端末４３から一意の企業内内線を含む登録要求４１を受信する手段
５０を有する。ゲートキーパは、手段５１を使用して、一意の企業内内線が企業内ローカ
ルネットワークに属するか又は企業内ローカルネットワークとは異なる企業内ネットワー
ク内の別のローカルネットワークに属するかを判定するように更に構成される。一意の企
業内内線が企業内ローカルネットワークとは異なる別の企業内ローカルネットワークに属
する場合、ゲートキーパ４０は、メッセージ４１’においてノードのルーティングサーバ
４２からの一意の企業内内線と関連付けられるホームゲートキーパのＩＰアドレスを要求
するための手段５２を有する。ＩＰアドレスがルーティングサーバ４２で見つかる場合、
ルーティングサーバ４２は、メッセージ５９においてＩＰアドレスをゲートキーパ４０に
送信するための手段５３を有し、ゲートキーパ４０はメッセージ６７においてＩＰアドレ
スを端末４３に送信する。一意の企業内内線と関連付けられるホームゲートキーパへのＩ
Ｐアドレスがルーティングサーバ４２で見つからない場合、ルーティングサーバ４２は、
企業内ルーティングサーバ４６から一意の企業内内線と関連付けられるＩＰアドレスをメ
ッセージ４７において要求するための手段５４を有する。一意の企業内内線と関連付けら
れるＩＰアドレスが企業内ルーティングサーバ４６で見つけられる場合、ルーティングサ
ーバ４２は、一意の企業内内線と関連付けられるホームゲートキーパのＩＰアドレスをメ
ッセージ４８においてルーティングサーバから受信するための手段５７を有する。次にル
ーティングサーバ４２は、メッセージ５９において手段５３を使用してＩＰアドレスをゲ
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ートキーパ４０に送信し、ゲートキーパ４０はメッセージ６７においてＩＰアドレスを端
末４３に送信する。一意の企業内内線と関連付けられるＩＰアドレスが企業内ルーティン
グサーバ４６で見つからない場合、ルーティングサーバ４２は、一意の企業内内線と関連
付けられるホームゲートキーパへのＩＰアドレスが見つからないことを示すメッセージ４
８を企業内ルーティングサーバから受信するための手段５５を有する。その後、ルーティ
ングサーバ４２は、手段５６を使用して、一意の企業内内線と関連付けられるホームゲー
トキーパのＩＰアドレスが見つからないことを示すメッセージ４５をゲートキーパに送信
する。ゲートキーパは、メッセージ４５に応答して登録要求が拒否されたことを示すメッ
セージ６８を送信する。企業内ローカルネットワークにログインするのにパスワードが必
要な場合、ゲートキーパ４０は、内線がローカルネットワークとは異なる別のネットワー
クに属する場合に端末４３に対するパスワード要求を無効にするための手段６０を更に有
する。
【００３６】
　一意の企業内内線が企業内ローカルネットワークに属することをゲートキーパ４０が手
段５１を使用して判定する場合、ゲートキーパ４０は、手段６１を使用して、一意の企業
内内線がノードに既に登録されているかを判定する。一意の企業内内線がノードに既に登
録されている場合、それは一意の企業内内線の登録／ログイン状態をチェックする手段６
２を有する。一意の企業内内線上にアクティブなコールが存在する場合、ノードは、手段
６５を使用してアクティブなコールを切断し、且つ一意の企業内内線を使用して端末にロ
グインするために一意の企業内内線に登録される端末に対して手段６３を使用して非登録
要求を送出するように更に構成される。
【００３７】
　ゲートキーパは登録要求４１を処理し、ゲートキーパ４０に端末を登録することにより
端末４３にログインする。端末４３がノードにおいて手段６６により判定される企業内ロ
ーカルネットワークとは異なる別のネットワークに属する端末である場合、ノードは端末
４３にメッセージ６４を送出して、それがリモートログインされ、且つ端末は端末が配置
される別の企業内ローカルネットワークにおいてノードに緊急通話要求を出す必要がある
ことを端末４３に通知する。
【００３８】
　図５は、本発明に従って、企業内ネットワークにおいてネットワークローミングする企
業内ローカルネットワークにおける方法の一実施形態を示すフローチャートである。ステ
ップ５０１において、一意の企業内内線を含む登録要求は、企業内ローカルネットワーク
のゲートキーパにおいて受信される。一意の企業内内線は、例えば電話番号又はネットワ
ーク番号であってもよい。企業内ローカルネットワークは、例えばオーストラリアにおけ
る企業内ローカルネットワークであってもよい。次のステップ５０２において、ノードは
、一意の企業内内線がローカルネットワークに属するか又は別のネットワークに属するか
を判定する。一意の企業内内線が企業内ローカルネットワークに属する場合、ステップ５
０３において、ノードは、一意の企業内内線がノードに既に登録されているかをチェック
する。一意の企業内内線がノードに登録されていない場合、ステップ５０７に継続する。
一意の企業内内線がノードに既に登録されている場合、内線上にアクティブなコールがあ
るかを判定するために一意の企業内内線の登録／ログイン状態がステップ５０４において
チェックされる。任意のアクティブなコールがある場合、当該アクティブなコールはステ
ップ５０５において切断される。既に登録されている端末は、ステップ５０６において一
意の企業内内線に登録される端末に対して端末をログオフするための登録解除要求を送出
することにより登録解除される。ステップ５０１において受信された登録要求を送出した
端末は、ホームゲートキーパに端末を登録することによりステップ５０７においてログイ
ンされる。端末がログインされた後、ノードは、ステップ５０１において受信された登録
要求が企業内ネットワーク内の別のローカルネットワークに属する端末から送信された場
合に端末がローカルネットワークに属するかをステップ５０８において判定する。端末が
別のネットワークに属する場合、ステップ５０８においてノードからメッセージが送信さ
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トワークにおいてノードに緊急通話要求を出す必要があることを端末に通知する。内線が
ローカルネットワークに属さないことがステップ５０２において判定される場合、図３の
ステップ３０３に継続する。
【００３９】
　図６は、本発明の一実施形態に従って、ＩＰを用いた企業内ネットワークにおいてネッ
トワークローミングするために使用される企業内ローカルネットワークにおける端末６０
、例えばＩＰ電話、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）等を示すブロック図である。
【００４０】
　端末は、本発明を実現する手段に加えて、端末及びその正規機能を制御するコントロー
ラ動作及び機能に対するコンピュータソフトウェア及びデータを格納する格納手段を含む
コントローラ７４を有する。入力部７５は、例えばマイク及び／又は押しボタンにより生
成される入力信号及びデジタル情報を処理するために、入力インタフェース回路を含む。
端末は、例えばスピーカ及び／又は表示装置により提示される端末の異なるブロック及び
回路により生成される出力信号及びデジタル情報を処理するために、出力インタフェース
回路を含む出力手段７６を更に有する。インタフェース７７は端末を企業内ローカルネッ
トワークに接続する。インタフェースは有線接続又は無線接続であってもよい。端末は、
別の企業内ローカルネットワークに属する一意の企業内内線を含む企業内ローカルネット
ワークにおいてゲートキーパに登録要求を送信する手段６９を有する。一意の企業内内線
が別のゲートキーパと関連付けられている場合、端末は登録要求が送出されたゲートキー
パに登録できない。従って、端末は、登録要求において端末から送信された前記一意の企
業内内線と関連付けられるホームゲートキーパに対して、手段７０を使用してＩＰアドレ
スを受信するように構成される。ＩＰアドレスが受信された後、端末６０は、ゲートキー
パから受信されるＩＰアドレスを使用して、一意の企業内内線と関連付けられるホームゲ
ートキーパに登録要求を送信できる。一意の企業内内線と関連付けられるホームゲートキ
ーパに対するＩＰアドレスが見つからない場合、端末は、手段７１を使用して、ホームゲ
ートキーパに対するＩＰアドレスが見つからないために前記登録要求が拒否されることを
示すメッセージを受信できるように構成される。端末６０は、本発明に従って緊急通話を
処理する手段７２及び７３を更に有する。端末がリモートログインされる場合、端末は手
段７２を使用してホームゲートキーパからメッセージを受信するように構成され、それが
リモートログインされ、且つ端末が企業内ローカルネットワークにおいてノードに緊急通
話要求を出す必要があることを端末に通知する。緊急通話を他の電話番号とは異なって処
理できるように、端末はダイヤルされた番号を解析する手段７３を有し、その番号が緊急
の番号であるかを判定する。ダイヤルされた番号が緊急の番号である場合、端末は企業内
ローカルネットワークにおいてノードに緊急通話要求を出す。
【００４１】
　いくつかの好適な実施形態に関して本発明を説明したが、本明細書を読み且つ図面を検
討することにより本発明の代替物、変形、変更及び等価物が当業者には明らかとなること
が考えられる。従って、以下の添付の請求の範囲は、本発明の範囲内の代替物、変形、変
更及び等価物を含むことが意図される。
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