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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）網に接続される回線交換中継装置に、複
数個のＩＰ電話端末が、内線端末として接続されるＩＰ電話システムにおいて、
　前記回線交換中継装置は、
　前記ＩＰ網を通じて、前記複数個のＩＰ電話端末のすべてに対して一斉に着信通知をす
る一斉着信を検出したときに、前記複数個のＩＰ電話端末に前記一斉着信の通知をする一
斉着信通知手段と、
 前記一斉着信の通知を停止する事象として、
 少なくとも、前記発信元が前記一斉着信の呼を放棄したか、または、前記複数個のＩＰ
電話端末のいずれも前記一斉着信に応答しなかったかを検出する、
 あるいは、
 少なくとも、前記発信元が前記一斉着信の呼を放棄したか、前記複数個のＩＰ電話端末
のいずれも前記一斉着信に応答しなかったか、または、前記複数個のＩＰ電話端末のいず
れも前記一斉着信に応答しなかったときに前記回線交換中継装置が備える留守電機能また
は転送機能に基づく処理を実行したかを検出する検出手段と、
　前記検出手段で、前記一斉着信の通知を停止する事象を検出したときに、前記一斉着信
の通知の停止を知らせて呼放棄をさせるための通知データを前記複数個のＩＰ電話端末に
送出する送出手段と、
　前記検出手段で検出した事象を前記ＩＰ電話端末に通知するための事象通知情報を生成
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する生成手段と、
　前記生成手段で生成した前記事象通知情報を、前記通知データに含める手段と、
　を備え、
　前記複数個のＩＰ電話端末のそれぞれは、
　前記通知データから前記事象通知情報を抽出して記憶する手段と、
　前記事象通知情報を使用者に報知するための表示手段と、
　を備えることを特徴とするＩＰ電話システム。
【請求項２】
　ＩＰ網に接続される回線交換中継装置に、複数個のＩＰ電話端末が、内線端末として接
続されるＩＰ電話システムにおいて、
　前記回線交換中継装置は、
　前記ＩＰ網を通じて、前記複数個のＩＰ電話端末のすべてに対して一斉に着信通知をす
る一斉着信を検出したときに、前記複数個のＩＰ電話端末に前記一斉着信の通知をする一
斉着信通知手段と、
 前記一斉着信の通知を停止する事象として、
 少なくとも、前記発信元が前記一斉着信の呼を放棄したか、または、前記複数個のＩＰ
電話端末のいずれも前記一斉着信に応答しなかったかを検出する、
 あるいは、
 少なくとも、前記発信元が前記一斉着信の呼を放棄したか、前記複数個のＩＰ電話端末
のいずれも前記一斉着信に応答しなかったか、または、前記複数個のＩＰ電話端末のいず
れも前記一斉着信に応答しなかったときに前記回線交換中継装置が備える留守電機能また
は転送機能に基づく処理を実行したかを検出する検出手段と、
　前記検出手段で、前記一斉着信の通知を停止する事象を検出したときに、前記一斉着信
の通知の停止を知らせて呼放棄させるための第１の通知データを前記複数個のＩＰ電話端
末に送出する第１の送出手段と、
　前記検出手段で検出した事象を前記ＩＰ電話端末に通知するための事象通知情報を生成
する生成手段と、
　前記第１の通知データを送出した後に、所定の第２の通知データに、前記生成手段で生
成した前記事象通知情報を含めて前記複数個のＩＰ電話端末に送出する第２の送出手段と
、
　を備え、
　前記複数個のＩＰ電話端末のそれぞれは、
　前記第２の通知データから前記事象通知情報を抽出して記憶する手段と、
　前記事象通知情報を使用者に報知するための表示手段と、
　を備えることを特徴とするＩＰ電話システム。
【請求項３】
　請求項１に記載のＩＰ電話システムにおいて、
　前記検出手段で、前記一斉着信の通知を停止する事象として、前記複数のＩＰ電話端末
のいずれかが前記一斉着信に応答したことを検出したときには、前記送出手段は、前記一
斉着信に応答した前記ＩＰ電話端末を除く、他のＩＰ電話端末に、前記事象通知情報を含
めた前記通知データを送出し、
　前記複数のＩＰ電話端末のそれぞれは、
　自端末が前記一斉着信に応答したときには、当該応答の履歴を保持する手段を備える
　ことを特徴とするＩＰ電話システム。
【請求項４】
　請求項２に記載のＩＰ電話システムにおいて、
　前記検出手段で、前記一斉着信の通知を停止する事象として、前記複数のＩＰ電話端末
のいずれかが前記一斉着信に応答したことを検出したときには、前記第１の送出手段およ
び前記第２の送出手段は、前記一斉着信に応答した前記ＩＰ電話端末を除く、他のＩＰ電
話端末に、前記第１の通知データおよび前記第２の通知データをそれぞれ送出し、
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　前記複数のＩＰ電話端末のそれぞれは、
　自端末が前記一斉着信に応答したときには、当該応答の履歴を保持する手段を備える
　ことを特徴とするＩＰ電話システム。
【請求項５】
　請求項３または請求項４に記載のＩＰ電話システムにおいて、
　前記事象通知情報には、前記一斉着信に応答した前記ＩＰ電話端末を識別する情報が含
まれていることを特徴とするＩＰ電話システム。
【請求項６】
　請求項１または請求項２に記載のＩＰ電話システムにおいて、
　前記事象通知情報は、テキスト情報で構成される
　ことを特徴とするＩＰ電話システム。
【請求項７】
　ＩＰ網に接続される回線交換中継装置に、複数個のＩＰ電話端末が、内線端末として接
続されるとともに、前記回線交換中継装置に履歴管理装置が接続されるＩＰ電話システム
であって、
　前記回線交換中継装置は、
　前記ＩＰ網を通じて、前記複数個のＩＰ電話端末のすべてに対して一斉に着信通知をす
る一斉着信を検出したときに、通信中ではない前記複数個のＩＰ電話端末に前記一斉着信
の通知をする一斉着信通知手段と、
 前記一斉着信の通知を停止する事象として、
 少なくとも、前記発信元が前記一斉着信の呼を放棄したか、または、前記複数個のＩＰ
電話端末のいずれも前記一斉着信に応答しなかったかを検出する、
 あるいは、
 少なくとも、前記発信元が前記一斉着信の呼を放棄したか、前記複数個のＩＰ電話端末
のいずれも前記一斉着信に応答しなかったか、または、前記複数個のＩＰ電話端末のいず
れも前記一斉着信に応答しなかったときに前記回線交換中継装置が備える留守電機能また
は転送機能に基づく処理を実行したかを検出する検出手段と、
　前記検出手段で、前記一斉着信の通知を停止する事象を検出したときに、前記一斉着信
の通知の停止を知らせて呼放棄させるための第１の通知データを前記複数個のＩＰ電話端
末に送出する第１の送出手段と、
　前記検出手段で検出した事象を前記ＩＰ電話端末に通知するための事象通知情報を生成
する生成手段と、
　前記第１の通知データを送出した後に、所定の第２の通知データに、前記生成手段で生
成した前記事象通知情報を含めて前記履歴管理装置に送出する第２の送出手段と、
　を備え、
　前記履歴管理装置は、受信した前記事象通知情報を記憶する記憶部を備える
　ことを特徴とするＩＰ電話システム。
【請求項８】
　ＩＰ網に接続される回線交換中継装置に、複数個のＩＰ電話端末が、内線端末として接
続されるＩＰ電話システムにおける着信応答結果通知方法であって、
　前記回線交換中継装置は、
　前記ＩＰ網を通じて、前記複数個のＩＰ電話端末のすべてに対して一斉に着信通知をす
る一斉着信を検出したときに、前記複数個のＩＰ電話端末に前記一斉着信の通知をする一
斉着信通知工程と、
 前記一斉着信の通知を停止する事象として、
 少なくとも、前記発信元が前記一斉着信の呼を放棄したか、または、前記複数個のＩＰ
電話端末のいずれも前記一斉着信に応答しなかったかを検出する、
 あるいは、
 少なくとも、前記発信元が前記一斉着信の呼を放棄したか、前記複数個のＩＰ電話端末
のいずれも前記一斉着信に応答しなかったか、または、前記複数個のＩＰ電話端末のいず
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れも前記一斉着信に応答しなかったときに前記回線交換中継装置が備える留守電機能また
は転送機能に基づく処理を実行したかを検出する検出工程と、
　前記検出工程で、前記一斉着信の通知を停止する事象を検出したときに、前記一斉着信
の通知の停止を知らせて呼放棄をさせるための通知データを前記複数個のＩＰ電話端末に
送出する送出工程と、
　前記検出工程で検出した事象を前記ＩＰ電話端末に通知するための事象通知情報を生成
する生成工程と、
　前記生成工程で生成した前記事象通知情報を、前記通知データに含める工程と、
　を備え、
　前記複数個のＩＰ電話端末のそれぞれは、
　前記通知データから前記事象通知情報を抽出して記憶する工程と、
　前記事象通知情報を使用者に報知するために表示画面に表示する表示工程と、
　を備えることを特徴とするＩＰ電話システムにおける着信応答結果通知方法。
【請求項９】
　ＩＰ網に接続される回線交換中継装置に、複数個のＩＰ電話端末が、内線端末として接
続されるＩＰ電話システムにおける着信応答結果通知方法であって、
　前記回線交換中継装置は、
　前記ＩＰ網を通じて、前記複数個のＩＰ電話端末のすべてに対して一斉に着信通知をす
る一斉着信を検出したときに、前記複数個のＩＰ電話端末に前記一斉着信の通知をする一
斉着信通知工程と、
 前記一斉着信の通知を停止する事象として、
 少なくとも、前記発信元が前記一斉着信の呼を放棄したか、または、前記複数個のＩＰ
電話端末のいずれも前記一斉着信に応答しなかったかを検出する、
 あるいは、
 少なくとも、前記発信元が前記一斉着信の呼を放棄したか、前記複数個のＩＰ電話端末
のいずれも前記一斉着信に応答しなかったか、または、前記複数個のＩＰ電話端末のいず
れも前記一斉着信に応答しなかったときに前記回線交換中継装置が備える留守電機能また
は転送機能に基づく処理を実行したかを検出する検出工程と、
　前記検出工程で、前記一斉着信の通知を停止する事象を検出したときに、前記一斉着信
の通知の停止を知らせて呼放棄をさせるための第１の通知データを前記複数個のＩＰ電話
端末に送出する第１の送出工程と、
　前記検出工程で検出した事象を前記ＩＰ電話端末に通知するための事象通知情報を生成
する生成工程と、
　前記第１の通知データを送出した後に、所定の第２の通知データに、前記生成工程で生
成した前記事象通知情報を含めて前記複数個のＩＰ電話端末に送出する第２の送出工程と
、
　を備え、
　前記複数個のＩＰ電話端末のそれぞれは、
　前記第２の通知データから前記事象通知情報を抽出して記憶する工程と、
　前記事象通知情報を使用者に報知するために表示画面に表示する表示工程と、
　を備えることを特徴とするＩＰ電話システムにおける着信応答結果通知方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）電話システムに関し、特に
、ＩＰ電話端末において、ＩＰ網を通じた外線からの一斉着信についての応答結果を検知
するための発明に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットやイントラネットのようなＩＰ網を利用して音声信号を送る技術である
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ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を用いて中継
交換を行ない、電話通信サービスを行なうようにするＩＰ電話が提供されている。
【０００３】
　このＩＰ電話においては、発信側と受信側とはそれぞれに割り当てられたＩＰアドレス
を用いて、電話音声をＩＰパケットにより伝送することにより、通話が可能となるもので
あり、安価な通話料で通話が可能となるため、普及が拡大している。
【０００４】
　そして、従来のボタン電話システムの場合と同様に、このＩＰ電話においても、例えば
、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；ローカルエリアネットワーク）に接
続した複数個のＶｏＩＰ電話端末と、それら複数のＶｏＩＰ電話端末についての交換中継
を制御管理する回線交換中継装置としての主装置とを備えるＩＰ電話システムが提供され
ている（例えば、特許文献１（特開２００４－３２０２８９号公報）参照）。
【０００５】
　このＩＰ電話システムにおいては、従来のボタン電話システムの場合と同様に、外線か
ら着信があったときに、複数の内線ＩＰ電話端末のすべてに当該着信の通知を行なう一斉
着信が可能とされている。そして、当該一斉着信の通知に対しては、複数のＩＰ電話端末
の何れによっても着信応答をすることができる。そして、着信応答をしたＩＰ電話端末に
は、自端末が着信応答をしたことを履歴として残すことができるように構成されている。
【０００６】
　また、特許文献２（特開２００７－２２８３６３号公報）に開示されているように、回
線交換中継装置としての主装置に接続される複数のＩＰ電話端末がグループ分けされ、グ
ループ毎に一斉着信の通知を受けることができる（グループを特定する電話番号（グルー
プ電話番号）への着信は、同じグループに属するＩＰ電話端末のいずれによっても着信応
答できる）ＩＰ電話システムも知られている。
【０００７】
　そして、一斉着信の通知に対して応答しなかった着信呼については、各ＩＰ電話端末に
は、未応答の履歴が残る。特許文献１では、各個別のＩＰ電話端末宛の着信に対する未応
答のみならず、グループ電話番号への着信に対する未応答も、使用者の設定に応じて履歴
として残すことができるようにすることが記載されている。
【０００８】
　上記の特許文献は、次の通りである。
【特許文献１】特開２００４－３２０２８９号公報
【特許文献１】特開２００７－２２８３６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述したように、従来のＩＰ電話システムにおいては、一斉着信の通知に対して応答し
たＩＰ電話端末には、その応答履歴が残る。また、一斉着信の通知に対して応答しなかっ
たＩＰ電話端末には、未応答という履歴が残る。ここで、一斉着信の通知に対して応答し
なかったＩＰ電話端末は、着信応答していないのに一斉着信の通知が停止されたことによ
り、履歴として未応答を記録する。
【００１０】
　ところで、一斉着信の場合において、自端末が当該一斉着信の通知に対して応答しなか
ったが、一斉着信通知が停止される事象としては、相手方が着信呼を放棄した場合、他の
ＩＰ電話端末が着信応答した場合、ＩＰ電話システムが留守応答機能を備え当該留守応答
を実行した場合、ＩＰ電話システムが着信転送機能を備え、当該着信転送を行った場合、
などがある。
【００１１】
　しかし、従来のＩＰ電話システムでは、ＩＰ電話端末は、着信応答していないのに一斉
着信の通知が停止されたときには、履歴は全て未応答となる。このため、当該履歴からは
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、一斉着信の通知に対する応答結果が、実際には、上記の何れの事象であったかを知るこ
とができないという問題がある。
【００１２】
　この問題について、例えば、図３６に示すように、回線交換中継装置としての主装置１
に対して、ＩＰ電話端末２ＡおよびＩＰ電話端末２Ｂが接続されたＩＰ電話システムを例
に説明する。
【００１３】
　図３６（Ａ）は、ＩＰ網を通じて外線着信（一斉着信）があり、主装置１は、２個のＩ
Ｐ電話端末２Ａ，２Ｂに、一斉着信の通知を送信した状態を示している。この一斉着信の
通知に対しては、例えば、ＩＰ電話端末２Ａ，２Ｂは、着信があったことを着信鳴動によ
り使用者に報知する。
【００１４】
　これに対して、図３６（Ｂ）の状態は、ＩＰ電話端末２Ｂの使用者が着信応答操作をし
たときを示している。すなわち、ＩＰ電話端末２Ｂは、使用者の着信応答操作を検知する
と着信応答の通知を主装置１に送ると共に、着信鳴動を停止する。そして、ＩＰ電話端末
２Ｂは、自端末が応答したことを履歴として記録する。
【００１５】
　主装置１は、ＩＰ電話端末２Ｂからの着信応答通知を受けると、当該着信応答をＩＰ網
（外線）を通じて相手方に伝えると共に、他のＩＰ電話端末２Ａに対して、一斉着信の通
知の停止を知らせて、呼放棄をさせるための通知データ（以下、呼放棄通知データという
）を送る。なお、ＩＰ電話システムで用いられる代表的な呼制御プロトコルであるＳＩＰ
（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）においては、この呼放棄
通知データはＣＡＮＣＥＬメッセージと呼ばれるものが用いられる。
【００１６】
　主装置１から呼放棄通知データを受信したＩＰ電話端末２Ａは、当該呼放棄通知データ
を、一斉着信の通知を停止するための通知データとして認識し、着信鳴動を停止すると共
に、履歴として「未応答」を記録する。すなわち、ＩＰ電話端末２Ｂで着信応答したにも
拘らず、ＩＰ電話端末２Ａの履歴では、未応答となる。このため、ＩＰ電話端末２Ａの履
歴からでは、ＩＰ電話端末２Ｂが応答したことにより、着信通知が停止されたことを知る
ことはできない。
【００１７】
　次に、図３６（Ａ）における、外線着信に基づいて、主装置１から２個のＩＰ電話端末
２Ａ，２Ｂに、一斉着信の通知が送信された状態において、相手方がオンフック操作をし
て、呼放棄をした場合を図３６（Ｃ）に示す。
【００１８】
　この場合には、図３６（Ｃ）に示すように、外線（ＩＰ網）から呼放棄の通知を受けた
主装置１は、ＩＰ電話端末２Ａおよび２Ｂに、共に、呼放棄通知データを送信する。主装
置１から呼放棄通知データを受信したＩＰ電話端末２Ａおよび２Ｂは、共に、当該呼放棄
通知データを、一斉着信の通知を停止するための通知データとして認識し、着信鳴動を停
止すると共に、履歴として「未応答」を記録する。
【００１９】
　次に、ＩＰ電話システムが留守応答した場合および着信転送した場合について、図３７
を参照して説明する。
【００２０】
　図３７（Ａ）は、図３６（Ａ）と同様に、ＩＰ網を通じて外線着信（一斉着信）があり
、主装置１は、２個のＩＰ電話端末２Ａ，２Ｂに、一斉着信の通知を送信した状態を示し
ている。そして、この図３７（Ａ）の場合のＩＰ電話システムにおいては、主装置１に対
して留守システム３が設けられており、着信通知が留守システム３に対しても送られる。
【００２１】
　この状態において、図３７（Ｂ）に示すように、例えば、何れのＩＰ電話端末２Ａ，２
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Ｂも応答せずに所定時間経過すると、留守システム３が留守応答をする。そこで、主装置
１は、着信に対する応答を外線（ＩＰ網）を通じて相手方に送り、留守システム３と相手
方とを接続するようにする。
【００２２】
　そして、主装置１は、留守システム３からの留守応答に基づいて、ＩＰ電話端末２Ａ，
２Ｂには、共に、呼放棄通知データを送信する。主装置１から呼放棄通知データを受信し
たＩＰ電話端末２Ａおよび２Ｂは、共に、当該呼放棄通知データを一斉着信の通知を停止
するための通知データとして認識し、着信鳴動を停止すると共に、履歴として「未応答」
を記録する。
【００２３】
　また、図３８（Ａ）は、図３６（Ａ）と全く同様に、ＩＰ網を通じて外線着信（一斉着
信）があり、主装置１は、２個のＩＰ電話端末２Ａ，２Ｂに、一斉着信の通知を送信した
状態を示している。
【００２４】
　そして、図３８（Ｂ）の例では、主装置１が着信転送機能を備えており、例えば、何れ
のＩＰ電話端末２Ａ，２Ｂも応答せずに所定時間経過したとき、主装置１は、予め設定さ
れている転送先に、着信の呼の外線とは、別の外線を通じて、発信をして、着信転送の処
理をする。
【００２５】
　そして、図３８（Ｂ）の例では、着信転送の発信を終了すると、主装置１は、ＩＰ電話
端末２Ａ，２Ｂには、共に、呼放棄通知データを送信する。主装置１から呼放棄通知デー
タを受信したＩＰ電話端末２Ａおよび２Ｂは、共に、当該呼放棄通知データを、一斉着信
の通知を停止するための通知データとして認識し、着信鳴動を停止すると共に、履歴とし
て「未応答」を記録する。
【００２６】
　以上のように、従来のＩＰ電話システムにおいては、着信時に相手端末が呼を放棄した
ときと、一斉着信に対して、他のＩＰ電話端末が着信に応答したときの着信履歴は、同じ
未応答になってしまう。また、ＩＰ電話システムが留守応答機能や、着信転送機能を備え
ている場合に、一斉着信に対して何れのＩＰ電話端末も応答しなかったが、ＩＰ電話シス
テムが留守応答または着信転送したときにも、ＩＰ電話端末の着信履歴は未応答の状態に
なる。
【００２７】
　このため、着信履歴が「未応答」であることから、上記の４種のいずれの着信応答結果
であることは判別することができず、一斉着信をしてきた相手方に、未応答のため電話を
かけるべきか、判断することができないという問題がある。
【００２８】
　以上のことにかんがみ、この発明は、一斉着信の通知に対する応答結果を、応答操作を
しなかったＩＰ電話端末においても、容易に判断することができるようにしたＩＰ電話シ
ステ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】
【００２９】
　上記の課題を解決するために、請求項１の発明は、
　ＩＰ網に接続される回線交換中継装置に、複数個のＩＰ電話端末が、内線端末として接
続されるＩＰ電話システムにおいて、
　前記回線交換中継装置は、
　前記ＩＰ網を通じて、前記複数個のＩＰ電話端末のすべてに対して一斉に着信通知をす
る一斉着信を検出したときに、前記複数個のＩＰ電話端末に前記一斉着信の通知をする一
斉着信通知手段と、
 前記一斉着信の通知を停止する事象として、
 少なくとも、前記発信元が前記一斉着信の呼を放棄したか、または、前記複数個のＩＰ
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電話端末のいずれも前記一斉着信に応答しなかったかを検出する、
 あるいは、
 少なくとも、前記発信元が前記一斉着信の呼を放棄したか、前記複数個のＩＰ電話端末
のいずれも前記一斉着信に応答しなかったか、または、前記複数個のＩＰ電話端末のいず
れも前記一斉着信に応答しなかったときに前記回線交換中継装置が備える留守電機能また
は転送機能に基づく処理を実行したかを検出する検出手段と、
　前記検出手段で、前記一斉着信の通知を停止する事象を検出したときに、前記一斉着信
の通知の停止を知らせて呼放棄をさせるための通知データを前記複数個のＩＰ電話端末に
送出する送出手段と、
　前記検出手段で検出した事象を前記ＩＰ電話端末に通知するための事象通知情報を生成
する生成手段と、
　前記生成手段で生成した前記事象通知情報を、前記通知データに含める手段と、
　を備え、
　前記複数個のＩＰ電話端末のそれぞれは、
　前記通知データから前記事象通知情報を抽出して記憶する手段と、
　前記事象通知情報を使用者に報知するための表示手段と、
　を備えることを特徴とするＩＰ電話システムを提供する。
【００３０】
　また、請求項２の発明は、
　ＩＰ網に接続される回線交換中継装置に、複数個のＩＰ電話端末が、内線端末として接
続されるＩＰ電話システムにおいて、
　前記回線交換中継装置は、
　前記ＩＰ網を通じて、前記複数個のＩＰ電話端末のすべてに対して一斉に着信通知をす
る一斉着信を検出したときに、前記複数個のＩＰ電話端末に前記一斉着信の通知をする一
斉着信通知手段と、
 前記一斉着信の通知を停止する事象として、
 少なくとも、前記発信元が前記一斉着信の呼を放棄したか、または、前記複数個のＩＰ
電話端末のいずれも前記一斉着信に応答しなかったかを検出する、
 あるいは、
 少なくとも、前記発信元が前記一斉着信の呼を放棄したか、前記複数個のＩＰ電話端末
のいずれも前記一斉着信に応答しなかったか、または、前記複数個のＩＰ電話端末のいず
れも前記一斉着信に応答しなかったときに前記回線交換中継装置が備える留守電機能また
は転送機能に基づく処理を実行したかを検出する検出手段と、
　前記検出手段で、前記一斉着信の通知を停止する事象を検出したときに、前記一斉着信
の通知の停止を知らせて呼放棄させるための第１の通知データを前記複数個のＩＰ電話端
末に送出する第１の送出手段と、
　前記検出手段で検出した事象を前記ＩＰ電話端末に通知するための事象通知情報を生成
する生成手段と、
　前記第１の通知データを送出した後に、所定の第２の通知データに、前記生成手段で生
成した前記事象通知情報を含めて前記複数個のＩＰ電話端末に送出する第２の送出手段と
、
　を備え、
　前記複数個のＩＰ電話端末のそれぞれは、
　前記第２の通知データから前記事象通知情報を抽出して記憶する手段と、
　前記事象通知情報を使用者に報知するための表示手段と、
　を備えることを特徴とするＩＰ電話システムを提供する。
【００３１】
　上述の構成の請求項１の発明によれば、検出手段で一斉着信の通知を停止する事象が検
出されると、生成手段で、検出された一斉着信の通知を停止する事象を通知するための事
象通知情報が生成される。そして、生成された事象通知情報が、一斉着信の通知を停止す
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るための通知データに含められて、ＩＰ電話端末に送られる。
【００３２】
　ＩＰ電話端末では、送られてきた通知データから事象通知情報を抽出して、履歴として
保存する。そして、使用者は、事象通知情報を、表示画面に表示して見ることにより、一
斉着信に対する着信応答結果が、相手放棄、未応答、留守応答、着信転送などのいずれか
であるかを知ることができる。
【００３３】
　また、上述の構成の請求項２の発明においては、生成手段で生成された事象通知情報は
、一斉着信の通知を停止するための第１の通知データを送出した後に、第２の通知データ
に含めてＩＰ電話端末に送出される。
【００３４】
　そして、ＩＰ電話端末では、送られてきた第２の通知データから事象通知情報を抽出し
て、履歴として保存する。そして、使用者は、抽出した事象通知情報を、表示画面に表示
して見ることにより、一斉着信に対する着信応答結果が、相手放棄、未応答、留守応答、
着信転送などのいずれかであるかを知ることができる。
【発明の効果】
【００３５】
　この発明によれば、回線交換中継装置が一斉着信の通知を停止する事象を検出したとき
に、その検出した事象を通知するための事象通知情報を生成し、通知データに含めてＩＰ
電話端末に通知するようにするので、ＩＰ電話端末では、前記通知により受信した事象通
知情報により、一斉着信に対する着信応答結果が、相手放棄、未応答、留守応答、着信転
送などのいずれかであるかを使用者に報知することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、この発明によるＩＰ電話システムの実施形態を、図を参照しながら説明する。
【００３７】
　図２は、この発明によるＩＰ電話システムの実施形態の全体構成の概要を説明するため
のブロック図である。
【００３８】
　図２に示すように、この実施形態のＩＰ電話システム１０は、ＩＰ網５０に接続される
回線交換中継装置の例としての主装置２０と、この主装置２０に接続される内線端末とし
ての複数個のＩＰ電話端末３１，３２，・・・，３ｎと、留守応答装置４０とからなる。
【００３９】
　主装置２０は、ＩＰ電話システム１０のＩＰ電話端末３１，３２，・・・，３ｎからの
発呼や他のネットワークからのＩＰ電話端末３１，３２，・・・，３ｎに対する着呼など
の呼制御、および着呼時の複数個のＩＰ電話端末３１，３２，・・・，３ｎに対する一斉
呼び出し制御などを行うもので、前記制御を含む種々の制御をソフトウエア処理として実
行するためのマイクロコンピュータを搭載して構成されている。
【００４０】
　複数個のＩＰ電話端末３１，３２，・・・，３ｎは、ＬＡＮにより互いに接続されてお
り、当該ＬＡＮが主装置２０に接続されている。
【００４１】
　また、この実施形態では、留守応答装置４０が主装置２０に接続されている。主装置２
０は、ＬＡＮに接続されているＩＰ電話端末３１，３２，・・・，３ｎのそれぞれのＬＡ
Ｎ上のアドレス（ＩＰアドレス）を記憶して管理すると共に、留守応答装置４０のＩＰア
ドレスも記憶して管理している。
【００４２】
　主装置２０は、留守応答を行うという設定がなされていると、着信があったときに、当
該着信検出から一定時間以上、ＩＰ電話端末３１，３２，・・・，３ｎのいずれもが着信
応答しなかったときには、留守応答装置４０に自動着信させるようにする。留守応答装置
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４０は、着信をうけると自動応答して、留守番メッセージを送出し、相手端末から送られ
てくる伝言メッセージを記録しておくようにする。
【００４３】
　また、この実施形態のＩＰ電話システム１０の主装置は、着信転送の機能を備え、予め
、転送先の電話番号の設定を受け付けて、記憶保持するようにしている。そして、着信転
送の機能を働かせるという設定にされたときには、主装置２０は、着信があったときに、
当該着信検出から一定時間以上経過したとき、当該着信を転送先に転送するようにする処
理を実行するように構成されている。
【００４４】
　そして、後述するように、この実施形態のＩＰ電話システムにおける主装置２０は、Ｉ
Ｐ網５０を通じた相手端末からの一斉着信があった場合において、いずれかのＩＰ電話端
末が応答、相手放棄、未応答、留守応答、着信転送などの一斉着信の通知を停止する事象
を検出する検出機能と、当該検出機能で検出した事象をＩＰ電話端末３１，３２，・・・
，３ｎに通知するための事象通知情報を生成する生成機能を備える。
【００４５】
　そして、主装置２０は、さらに、上記生成機能で生成した事象通知情報を、呼制御用の
通知データに含めてＩＰ電話端末３１，３２，・・・，３ｎに送る機能を備える。
【００４６】
　そして、図２に示すように、ＩＰ網５０には、相手ＩＰ電話端末６０や、相手ＩＰ電話
システム７０などが接続されるものであって、ＩＰ電話システム１０のＩＰ電話端末と、
相手ＩＰ電話端末６０や、相手ＩＰ電話システム７０のＩＰ電話端末との間で電話通信が
なされるものである。
【００４７】
　なお、以下の説明においては、相手ＩＰ電話端末６０や、相手ＩＰ電話システム７０の
ＩＰ電話端末は、便宜上、相手端末と呼ぶことにする。
【００４８】
　［主装置２０のハードウエア構成例］
　主装置２０の構成例のブロック図を図３に示す。この図３に示すように、この実施形態
の主装置２０は、マイクロコンピュータを備えており、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１０１に対して、システムバス１００を通じて、ＲＯＭ（Ｒ
ｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０２、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）１０３、外線インターフェース１０４、パケット処理部１０５、内線インター
フェース１０６、留守応答装置用のインターフェース１０７、呼制御用メモリ部１０８、
転送先メモリ部１０９、設定メモリ部１１０、事象検出手段１１１と、事象通知情報生成
部１１２、が接続されて構成されている。
【００４９】
　ＲＯＭ１０２には、この主装置２０で実行する種々の処理用プログラムが格納されてお
り、ＣＰＵ１０１が、その処理プログラムに従って、ＲＡＭ１０３をワークエリアとして
用いて、種々のソフトウエア処理を実行する。
【００５０】
　外線インターフェース１０４は、ＩＰ網４０に接続されている。内線インターフェース
１０６は、例えば給電ハブなどからなり、複数のＩＰ電話端末３１，３２，・・・，３ｎ
が接続されるＬＡＮに接続されている。
【００５１】
　外線インターフェース１０４は、ＩＰ網５０を通じて送られてくる受信パケットを受信
して、システムバス１００を通じてパケット処理部１０５に渡すと共に、パケット処理部
１０５からシステムバス１００を通じて転送されてくる送信パケットを、ＩＰ網５０に送
り出すようにする。
【００５２】
　内線インターフェース１０６は、ＩＰ電話端末３１，３２，・・・，３ｎからＬＡＮを
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通じて送られてくるパケットを受信して、システムバス１００を通じてパケット処理部１
０５に渡すと共に、パケット処理部１０５からシステムバス１００を通じて転送されてく
る受信パケットを、ＬＡＮを通じてＩＰ電話端末３１，３２，・・・，３ｎに送るように
する。
【００５３】
　パケット処理部１０５は、外線インターフェース１０４からの受信パケットを分解して
、着信の呼制御をするための情報をシステムバス１００に送出する機能と、音声の受信パ
ケットを、ＩＰ電話端末３１，３２，・・・，３ｎに送るパケットに変換する機能と、Ｉ
Ｐ電話端末３１，３２，・・・，３ｎからの音声の送信パケットを、外線インターフェー
ス１０４を通じてＩＰ網４０に送出するパケットに変換する機能とを備える。パケット処
理部１０５は、ＣＰＵ１０１がＲＯＭ１０２のプログラムにより実行するソフトウエア処
理としても実現できる。
【００５４】
　留守応答装置のインターフェース１０７は、例えばハブからなるもので、これには、留
守応答装置４０が接続される。
【００５５】
　呼制御用メモリ部１０８には、ＩＰ電話端末３１，３２，・・・，３ｎのそれぞれのＬ
ＡＮ上のアドレス（ＩＰアドレス）と、電話番号との対応関係などの呼制御用の情報が記
憶されている。
【００５６】
　転送先メモリ１０９には、予め、使用者により設定入力された転送先電話番号が記憶さ
れる。
【００５７】
　設定メモリ１１０には、留守応答するか否か、着信転送機能を働かせるか否かなどの設
定情報が、予め使用者により設定入力されて記憶されている。
【００５８】
　事象検出部１１１は、パケット処理部１０５でパケット分解されて送出された呼制御用
の情報や、留守応答の実行、着信転送の実行などに基づいて、いずれかのＩＰ電話端末が
応答、相手放棄、未応答、留守応答、着信転送などの一斉着信の通知を停止する事象を検
出する。この事象検出部１１１は、ＣＰＵ１０１がＲＯＭ１０２のプログラムにより実行
するソフトウエア処理として実現される機能手段として構成される。
【００５９】
　事象通知情報生成部１１２は、いずれかのＩＰ電話端末が応答、相手放棄、未応答、留
守応答、着信転送などの一斉着信の通知を停止する事象に応じた通知情報を記憶するメモ
リ部を備える。そして、事象検出部１１１で検出された一斉着信の通知を停止する事象に
応じて、メモリ部から通知情報を読み出して、事象通知情報を生成し、パケット処理部１
０５に送出する。
【００６０】
　パケット処理部１０５は、事象通知情報生成部１１２から受け取った事象通知情報を、
後述する通知データのパケットに含めて、ＩＰ電話端末３１，３２，・・・，３ｎに送る
パケットを生成するようにする。
【００６１】
　なお、事象通知情報生成部１１２は、前記メモリ部を除き、ＣＰＵ１０１がＲＯＭ１０
２のプログラムにより実行するソフトウエア処理として実現される機能手段として構成さ
れる。
【００６２】
　［ＩＰ電話端末のハードウエア構成例］
　図４に、この実施の形態のＩＰ電話システムにおけるＩＰ電話端末３１～３ｎのハード
ウエア構成例を示す。ＩＰ電話端末３１～３ｎは、同じハードウエア構成を備えるので、
図４では、ＩＰ電話端末３１の場合として説明する。この実施の形態のＩＰ電話端末３１
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は、図４に示すように、ＩＰ電話端末本体ＴＥと、ハンドセットＨＳとからなる。ハンド
セットＨＳは、図示を省略したが、送話器を構成するマイクロホンと、送話アンプと、受
話器を構成するスピーカと、受話アンプとを備えている。
【００６３】
　ＩＰ電話端末本体ＴＥは、マイクロコンピュータにより構成されており、ＣＰＵ２０１
に対して、システムバス２００を介して、ＲＯＭ２０２と、ＲＡＭ２０３と、ディスプレ
イコントローラ２０４と、ＬＥＤドライブ部２０５と、操作入力インターフェース（図で
はインターフェースはＩ／Ｆと記載する。以下同じ）２０６と、ＬＡＮインターフェース
２０７と、パケット処理部２０８と、音声データ入出力インターフェース２０９と、電話
帳メモリ２１０と、履歴情報記憶部２１１と、事象通知表示情報生成部２１２とが接続さ
れている。
【００６４】
　ＲＯＭ２０２には、ＩＰ電話端末としての発信時や着信時の処理シーケンスを実行する
プログラム、事象通知情報を含む通知データを受信したときに、事象通知情報を抽出して
履歴情報として記憶したり、事象通知情報からその表示情報を生成してディスプレイ２１
３に表示する処理を実行するためのプログラムなどが記憶されている。
【００６５】
　ＲＡＭ２０３は、主としてＲＯＭ２０２のプログラムがＣＰＵ２０１によって実行され
る際にワークエリアとして使用される。
【００６６】
　ディスプレイコントローラ２０４には、ディスプレイ２１３が接続されており、このデ
ィスプレイ２１３の表示画面には、ＣＰＵ２０１の制御にしたがった表示が行われる。
【００６７】
　また、操作入力インターフェース２０６には、テンキー、回線ボタンキー、カーソルキ
ー、履歴表示キー、その他の操作キーやフックスイッチなどを含む操作入力部２１５が接
続されている。ＣＰＵ２０１は、操作入力インターフェース２０６を介して操作入力部２
１５を通じて使用者がいずれの入力キーを操作したかを認識し、その認識結果に基づいて
、キー入力操作に応じた処理をＲＯＭ２０２のプログラムに従って実行する。
【００６８】
　ＬＥＤドライブ部２０５には、回線キーやその他のボタンキー、フックスイッチの状態
などに関連した表示を行うための複数個のＬＥＤからなるＬＥＤ群２１４が接続されてい
る。
【００６９】
　ＬＡＮインターフェース２０７は、ＩＰネットワークを構成するＬＡＮを通じて送られ
てくるパケット化データを取り込み、また、ＬＡＮにパケット化データを送出するための
機能を備える。
【００７０】
　パケット処理部２０８は、ＬＡＮインターフェース２０７により取り込んだパケット化
データを分解して、制御データや音声データを得る機能と、送信する制御データや音声デ
ータをパケット化して送出するパケット化データを生成する機能を有する。このパケット
処理部２０８は、パケット化データを分解したり、生成したりするためのバッファメモリ
を備える。
【００７１】
　なお、このパケット処理部２０８のパケット分解処理機能や生成処理機能は、ＣＰＵ２
０１が、ＲＯＭ２０２に記憶されているプログラムに従って、ＲＡＭ２０３をワークエリ
アとして用いて実行するソフトウエア処理として実現することもできる。
【００７２】
　音声データ入出力インターフェース２０９は、パケット分解されて得られた音声データ
をアナログ音声信号に変換してハンドセットＨＳに供給し、また、ハンドセットＨＳから
入力されるアナログ音声信号をデジタル信号に変換して取り込む機能を備える。
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【００７３】
　電話帳メモリ２１０には、この実施形態では、相手先の電話番号と、その電話機番号（
内線番号など）や氏名などが登録されて記憶保持される。
【００７４】
　履歴情報記憶部２１１は、自端末が一斉着信に対して応答したときに、その自端末応答
履歴情報を記憶すると共に、この実施形態では、所定の通知データに含められて送られて
くる一斉着信についての事象通知情報を、履歴情報として保存する。
【００７５】
　事象通知表示情報生成部２１２は、履歴情報記憶部２１１に記憶されている少なくとも
事象通知情報から、ディスプレイ２１３に表示する表示情報を生成する。なお、事象通知
表示情報生成部２１２は、事象通知情報のみではなく、自端末応答履歴情報などの他の履
歴情報から、ディスプレイ２１３に表示する表示情報を生成する機能を備えている。
【００７６】
　［一斉着信の着信応答結果の通知方法の例の説明］
　以上のハードウエア構成の説明においても述べたように、この実施形態のＩＰ電話シス
テムでは、主装置２０は、相手端末からの一斉着信があった場合において、いずれかのＩ
Ｐ電話端末が応答、相手放棄、未応答、留守応答、着信転送などの一斉着信の通知を停止
する事象を検出すると、その検出した事象を通知するための事象通知情報を、ＩＰ電話端
末３１，３２，・・・，３ｎに、所定の通知データに含めて送るようにする。
【００７７】
　なお、一斉着信に対していずれかのＩＰ電話端末が応答した場合には、当該着信応答し
たＩＰ電話端末には、主装置２０は、一斉着信の通知を停止する通知データを送らない。
そして、前述したように、着信応答したＩＰ電話端末では、当該着信応答の履歴を保持す
るので、そのＩＰ電話端末には、事象通知情報を含む通知データを送る必要はない。
【００７８】
　ここでは、事象通知情報を含ませてＩＰ電話端末に送る通知データとして、以下のよう
に、２通りの場合を提案する。
【００７９】
　その第１は、ＩＰ電話端末に対して一斉着信の通知の停止を知らせ、呼放棄を行なうた
めの呼放棄通知データそのものに、事象通知データを含めるようにするものである。ＳＩ
Ｐでは、呼放棄通知データは、前述したように、ＣＡＮＣＥＬメッセージであるので、こ
のＣＡＮＣＥＬメッセージに、事象通知情報を含めるようにする。この第１の場合を、事
象通知情報を通知する方法の第１の実施形態とする。
【００８０】
　次に、第２は、呼放棄通知データにより通知される呼とは、別の呼識別子（Ｃａｌｌ－
ＩＤ）を使用した履歴通知用のメッセージに、事象通知情報を含めてＩＰ電話端末に送る
ようにする方法である。ＳＩＰでは、履歴通知のための通知データとしては、ＮＯＴＩＦ
Ｙメッセージや、ＭＥＳＳＡＧＥメッセージがあるので、それらの通知データを用いる。
この第２の場合を、事象通知情報を通知する方法の第２の実施形態とする。
【００８１】
　［事象通知情報を通知する方法の第１の実施形態］
　＜他端末が一斉着信に応答した場合＞
　図１は、外線からの一斉着信の呼を受信した場合に、あるＩＰ電話端末が応答したとき
の第１の実施形態のシーケンスを示す図である。この例では、便宜上、ＩＰ電話端末３２
を「内線２番」とし、当該「内線２番」のＩＰ電話端末３２が一斉着信に応答した場合で
ある。なお、説明の簡単のため、シーケンス図においては、ＩＰ電話端末３１および３２
のみを示したが、その他のＩＰ電話端末３３～３ｎにおける処理動作は、ＩＰ電話端末３
１と同様である。後述する他の応答結果の例の図の場合も同様である。
【００８２】
　図１に示すように、ＩＰ網を通じて外線からの一斉着信（ＩＮＶＩＴＥ）が到来したこ
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とを検知すると、主装置２０は、その処理中の応答（ｔｒｙｉｎｇ）を外線の相手端末に
返すと共に、当該一斉着信（ＩＮＶＩＴＥ）を、ＩＰ電話端末３１～３ｎのすべてに通知
する。なお、他の外線を用いて通話中であるＩＰ電話端末には、当該一斉着信の通知が送
られないのは言うまでもない。
【００８３】
　一斉着信の通知を受け取ったＩＰ電話端末３１～３ｎのそれぞれは、この例では、着信
鳴動により、当該着信を使用者に報知する。そして、ＩＰ電話端末３１～３ｎのそれぞれ
は、その処理中の応答（ｔｒｙｉｎｇ）と、鳴動中を知らせるメッセージ（Ｒｉｎｇｉｎ
ｇ）を主装置２０に返す。なお、この例では、着信通知を受け取った全てのＩＰ電話端末
が着信鳴動をするようにしたが、ＩＰ電話システム１０の複数のＩＰ電話端末３１～３ｎ
のうちの、特定のＩＰ電話端末のみを着信鳴動させるように設定することもできる。
【００８４】
　主装置２０は、ＩＰ電話端末３１～３ｎからの鳴動中を知らせるメッセージ（Ｒｉｎｇ
ｉｎｇ）を受け取ると、それをＩＰ網５０（外線）を通じて相手端末に送る。
【００８５】
　そして、この一斉着信に対して、ＩＰ電話端末３２の使用者が、着信応答操作をしたと
きには、ＩＰ電話端末３２は、その着信応答操作に基づく応答メッセージ（ＯＫ）を主装
置２０に送る。
【００８６】
　この応答メッセージ（ＯＫ）を受信した主装置２０は、当該応答メッセージ（ＯＫ）を
ＩＰ網５０（外線）を通じて相手端末に送ると共に、ＩＰ電話端末３２には、その応答メ
ッセージ（ＯＫ）を受け取ったことの確認メッセージＡＣＫを送る。
【００８７】
　そして、主装置２０は、ＩＰ網５０（外線）を通じて相手端末からの確認メッセージＡ
ＣＫを受け取ると、ＩＰ電話端末３２と相手端末との間での通話状態にする。そして、主
装置２０は、着信応答したＩＰ電話端末３２以外の他のＩＰ電話端末３１、３３～３ｎに
対して、一斉着信の通知の停止を知らせて呼放棄させるための通知データであるＣＡＮＣ
ＥＬメッセージを送る。
【００８８】
　ここで、主装置２０は、ＣＡＮＣＥＬメッセージの送出の前に、一斉着信の通知を停止
する事象としてＩＰ電話端末３２、つまり、内線２番が着信応答したことを事象検出部１
１１で検出している。そして、主装置２０は、その検出結果に基づいて、事象通知情報生
成部１１２で、「内線２番が着信応答した事象」を通知するための事象通知情報を生成す
る。さらに、生成した事象通知情報を、ＣＡＮＣＥＬメッセージのヘッダ部に含めるよう
にする。
【００８９】
　ここで、送出されるＣＡＮＣＥＬメッセージのパケットのヘッダ部の例を、図５に示す
。すなわち、図５の１行目は、当該パケットがＣＡＮＣＥＬメッセージであることを示し
ている。２行目は、パケットの相手先のＩＰアドレスであり、３行目は、パケットの送信
元のＩＰアドレスである。４行目のＣａｌｌ－ＩＤは、呼識別情報であり、５行目のＣｓ
ｅｑは、シーケンス番号である。
【００９０】
　そして、この例では、ＣＡＮＣＥＬメッセージのパケットのヘッダ部の最後の行に、追
加のデータ「Ｘ－ＳＡＸＡ」として、事象通知情報を含める。ヘッダ部の最後の行に、事
象通知情報を含められることが従来のＣＡＮＣＥＬメッセージのパケットと異なるもので
ある。以下に説明するその他の着信応答結果のシーケンス例の説明においても同様である
。
【００９１】
　この例では、事象通知情報は、応答したＩＰ電話端末の内線番号「ｎｕｍ」と、相手方
電話番号「ｓｒｃ－ｎｕｍ」と、状態「ｓｔａｔｕｓ」とからなる。なお、後述するよう
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に、着信転送の場合には、状態「ｓｔａｔｕｓ」の次に、転送先の電話番号「ｃａｌｌ－
ｎｕｍ」が追加される。
【００９２】
　図５の例において、「ｓｔａｔｕｓ＝Ａｎｓｗｅｒ」は、「着信応答した状態」を示し
ている。そして、「ｎｕｍ＝２」は、着信応答したのは、「内線２番」であることを示し
ている。さらに、「ｓｒｃ－ｎｕｍ＝０３１２３４５６７８」は、発信者電話番号が「０
３１２３４５６７８」であることを示している。
【００９３】
　このＣＡＮＣＥＬメッセージを受けたＩＰ電話端末３１、３３～３ｎでは、着信鳴動を
停止し、ＣＡＮＣＥＬメッセージのヘッダ部から事象通知情報を抽出して、「内線２応答
」を内容とする事象通知情報を履歴情報として履歴情報記憶部２１１に記憶する。
【００９４】
　そして、この例では、ＩＰ電話端末３１、３３～３ｎでは、事象通知表示情報生成部２
１２が受け取った事象通知情報からその表示情報を生成して、ディスプレイ２１３の表示
画面に表示する。この例の他者着信応答の場合には、事象通知表示情報生成部２１２は、
「外線０３１２３４５６７８からの着信を内線２が応答しました」という事象通知表示情
報を生成し、これが表示画面に表示される。
【００９５】
　この実施形態では、この表示画面に表示された着信応答表示は、一定時間経過すると消
去されるようにされている。
【００９６】
　なお、この実施形態では、ＩＰ電話端末３１～３ｎのそれぞれの操作入力部２１５には
、履歴表示キーが設けられており、この履歴表示キーが使用者により押下されると、履歴
情報記憶部２１１に記憶されていた履歴情報が読み出されて、その表示情報が生成され、
ディスプレイ２１３の表示画面に表示される。したがって、使用者は、履歴表示キーを押
下操作することにより、いつでも一斉着信などの応答履歴を確認することができる。
【００９７】
　そして、ＩＰ電話端末３１、３３～３ｎのそれぞれは、ＣＡＮＣＥＬメッセージを受信
したことに対する応答メッセージ（ＯＫ）と、一斉着信（ＩＮＶＩＴＥ）に対する呼放棄
の応答（４８７）を主装置２０に返す。そして、主装置２０は、その確認メッセージ（Ａ
ＣＫ）をＩＰ電話端末３１、３３～３ｎのそれぞれに送る。
【００９８】
　このときの様子を、前述の従来例での説明に対比させると、図６のようなものとなる。
なお、説明の簡単のため、図６においては、ＩＰ電話端末は、ＩＰ電話端末３１および３
２のみを示したが、その他のＩＰ電話端末３３～３ｎにおける処理動作は、ＩＰ電話端末
３１と同様である。後述する他の応答結果の例の図の場合も同様である。
【００９９】
　図６（Ａ）は、ＩＰ網を通じて外線着信（一斉着信）があり、主装置２０は、２個のＩ
Ｐ電話端末３１，３２に、一斉着信の通知を送信した状態を示している。この一斉着信の
通知に対しては、この例では、ＩＰ電話端末３１，３２は、着信があったことを着信鳴動
により使用者に報知する。
【０１００】
　そして、この図６（Ａ）の状態から、ＩＰ電話端末３２の使用者が着信応答操作をする
と、図６（Ｂ）に示すような状態になる。すなわち、ＩＰ電話端末３２は、使用者の着信
応答操作を検知すると着信応答の通知を主装置２０に送ると共に、着信鳴動を停止し、自
端末が応答したことを履歴として記録する。
【０１０１】
　主装置２０は、ＩＰ電話端末３２からの着信応答通知を受けると、当該着信応答をＩＰ
網（外線）を通じて相手方に伝えると共に、他のＩＰ電話端末３１，３３～３ｎのすべて
に対して、呼放棄をさせるための通知データであるＣＡＮＣＥＬメッセージを送る。この
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ＣＡＮＣＥＬメッセージのパケットには、前述したように、内線２が応答したことを含む
事象通知情報が含められている。
【０１０２】
　主装置２０からＣＡＮＣＥＬメッセージを受信したＩＰ電話端末３１、３３～３ｎは、
当該ＣＡＮＣＥＬメッセージを、一斉着信の通知を停止するための通知データとして認識
し、着信鳴動を停止する。そして、ＩＰ電話端末３１、３３～３ｎは、受信したＣＡＮＣ
ＥＬメッセージのパケットのヘッダから、事象通知情報を抽出して履歴情報記憶部２１１
に記憶すると共に、「外線０３１２３４５６７８からの着信を内線２が応答しました」と
いう事象通知表示情報を生成して、ディスプレイ２１３の表示画面に表示する。
【０１０３】
　したがって、一斉着信に応答しなかったＩＰ電話端末３１、３３～３ｎの使用者は、こ
のディスプレイ２１３の応答表示情報を見て、内線２が着信応答したことを知ることがで
きる。この表示は、一定時間経過すると消えるが、前述したように、この実施形態では、
操作入力部２１５の履歴表示キーを押下することにより、当該着信応答の履歴情報を読み
出して、ディスプレイ２１３の表示画面に表示させて確認することができる。
【０１０４】
　なお、ＣＡＮＣＥＬメッセージのヘッダ部に含められた事象通知情報は、上述した事象
通知情報を抽出する機能を備えないＩＰ電話端末では、無視されて処理されずに廃棄され
るが、何等、処理および機能上で支障となることはない。
【０１０５】
　＜相手端末が一斉着信の呼を放棄した場合＞
　図７は、外線からの一斉着信の呼を受信したが、相手端末が当該着信呼を放棄したとき
の第１の実施形態のシーケンスを示す図である。
【０１０６】
　この図７においては、一斉着信（ＩＮＶＩＴＥ）の呼を主装置２０が受信してから、一
斉着信の通知を受け取ったＩＰ電話端末３１～３ｎのそれぞれが、鳴動中を知らせるメッ
セージ（Ｒｉｎｇｉｎｇ）を主装置２０に返し、主装置２０が、それをＩＰ網５０（外線
）を通じて相手端末に送るまでの処理動作は、図１の場合と同様である。
【０１０７】
　この状態から、この図７の例では、ＩＰ電話端末３１～３ｎのいずれもが着信応答する
前に、相手端末が呼を放棄する。すると、相手端末からは、当該呼放棄を示すＣＡＮＣＥ
ＬメッセージがＩＰ網５０を通じて送られてくるので、主装置２０は、それを受け取り、
その応答メッセージ（ＯＫ）を相手端末に返す。さらに、主装置２０は、一斉着信（ＩＮ
ＶＩＴＥ）に対する呼放棄の応答（４８７）を相手端末に送る。
【０１０８】
　相手端末からは、呼放棄の応答を受け取ったことの確認メッセージＡＣＫを送って来る
ので、主装置２０をそれを受け取って、相手端末の呼放棄を確認する。ここで、主装置２
０は、相手端末に一斉着信（ＩＮＶＩＴＥ）に対する呼放棄の応答（４８７）を相手端末
に送ることにより、一斉着信の通知を停止する事象として相手端末の呼放棄を検出してい
る。
【０１０９】
　そして、主装置２０は、その検出結果に基づいて、事象通知情報生成部１１２で、「相
手端末が呼放棄した事象」を通知するための事象通知情報を生成する。そして、生成した
事象通知情報を、ＣＡＮＣＥＬメッセージのヘッダ部に含めて、通話状態で使用中のＩＰ
電話端末を除く全てのＩＰ電話端末３１～３ｎに対して送信する。
【０１１０】
　ここで、送出されるＣＡＮＣＥＬメッセージのパケットのヘッダ部の例を、図８に示す
。前述したように、ＣＡＮＣＥＬメッセージのパケットのヘッダ部の最後の行に、追加の
データ「Ｘ－ＳＡＸＡ」として、事象通知情報が含められているが、その内容は、図示の
通りとなる。
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【０１１１】
　すなわち、この例の場合の事象通知情報は、応答したＩＰ電話端末の内線番号「ｎｕｍ
＝ｎｕｌｌ」であって、誰も応答していないことを示している。そして、「ｓｔａｔｕｓ
＝ｃａｎｃｅｌ」は、「相手端末が呼放棄した状態」を示している。さらに、「ｓｒｃ－
ｎｕｍ＝０３１２３４５６７８」は、発信者電話番号が「０３１２３４５６７８」である
ことを示している。
【０１１２】
　このＣＡＮＣＥＬメッセージを受けたＩＰ電話端末３１～３ｎでは、着信鳴動を停止し
、ＣＡＮＣＥＬメッセージから事象通知情報を抽出して、「呼放棄」を内容とする事象通
知情報を履歴情報として履歴情報記憶部２１１に記憶する。
【０１１３】
　そして、この例では、ＩＰ電話端末３１～３ｎでは、事象通知表示情報生成部２１２が
受け取った事象通知情報からその表示情報を生成して、ディスプレイ２１３の表示画面に
表示する。この例の相手端末の呼放棄の場合には、事象通知表示情報生成部２１２は、「
外線０３１２３４５６７８からの着信がありました」という事象通知表示情報を生成し、
これが表示画面に表示される。
【０１１４】
　そして、ＩＰ電話端末３１～３ｎのそれぞれは、ＣＡＮＣＥＬメッセージを受信したこ
とに対する応答メッセージ（ＯＫ）と、一斉着信（ＩＮＶＩＴＥ）に対する呼放棄の応答
（４８７）を主装置２０に返す。そして、主装置２０は、その確認メッセージ（ＡＣＫ）
をＩＰ電話端末３１～３ｎのそれぞれに送る。
【０１１５】
　このときの様子を、前述の従来例での説明に対比させると、図９のようなものとなる。
図９（Ａ）は、図６（Ａ）と全く同じ状態で、ＩＰ網を通じて外線着信（一斉着信）があ
り、主装置２０が、２個のＩＰ電話端末３１，３２に、一斉着信の通知を送信した状態を
示している。
【０１１６】
　そして、この図９（Ａ）の状態から、図９（Ｂ）に示すように、外線（ＩＰ網）を通じ
て相手端末から呼放棄の通知を受けると、主装置２０は、ＩＰ電話端末３１～３ｎに、呼
放棄をさせるための通知データであるＣＡＮＣＥＬメッセージを送る。このＣＡＮＣＥＬ
メッセージのパケットには、この例の場合には、相手端末が呼放棄したことを含む事象通
知情報が含められている。
【０１１７】
　主装置２０からＣＡＮＣＥＬメッセージを受信したＩＰ電話端末３１～３ｎは、当該Ｃ
ＡＮＣＥＬメッセージを、一斉着信の通知を停止するための通知データとして認識し、着
信鳴動を停止する。そして、ＩＰ電話端末３１～３ｎは、受信したＣＡＮＣＥＬメッセー
ジのパケットのヘッダから、事象通知情報を抽出して、「未応答」を内容とする事象通知
情報を履歴情報として履歴情報記憶部２１１に記憶すると共に、「外線０３１２３４５６
７８からの着信がありました」という事象通知表示情報を生成して、ディスプレイ２１３
の表示画面に表示する。
【０１１８】
　したがって、一斉着信に応答しなかったＩＰ電話端末３１～３ｎの使用者は、このディ
スプレイ２１３の応答表示情報を見て、相手端末が呼放棄したことにより、未応答である
ことを知ることができる。
【０１１９】
　この表示は、一定時間経過すると消えるが、前述したように、この実施形態では、操作
入力部２１５の履歴表示キーを押下することにより、当該着信応答の履歴情報を読み出し
て、ディスプレイ２１３の表示画面に表示させて確認することができる。
【０１２０】
　＜留守応答装置が留守応答した場合＞
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　図１０は、外線からの一斉着信の呼を受信し、ＩＰ電話端末３１～３ｎは着信応答しな
かったが、この例の場合には、主装置２０においては、留守応答設定がなされており、留
守応答装置４０が留守応答したときの第１の実施形態のシーケンスを示す図である。
【０１２１】
　この図１０においては、一斉着信（ＩＮＶＩＴＥ）の呼を主装置２０が受信してから、
一斉着信の通知を受け取ったＩＰ電話端末３１～３ｎのそれぞれが、鳴動中を知らせるメ
ッセージ（Ｒｉｎｇｉｎｇ）を主装置２０に返し、主装置２０が、それをＩＰ網５０（外
線）を通じて相手端末に送るまでの処理動作は、図１の場合と同様である。
【０１２２】
　この状態から、この図１０の例では、ＩＰ電話端末３１～３ｎのいずれもが着信応答せ
ずに、予め定められた一定時間経過すると、主装置２０は、留守応答装置４０に着信を送
って、当該留守応答装置４０により留守応答処理を行なわせる。
【０１２３】
　図１０の例では、主装置２０は、留守応答装置４０からの応答メッセージ（ＯＫ）を相
手端末に返す。これに対して、相手端末からは、ＩＰ網５０（外線）を通じて確認メッセ
ージＡＣＫが送られてくるので、主装置２０は、これを受け、留守応答装置４０と相手端
末との間に通信路を生成して、留守応答装置４０による留守応答処理が可能とする。
【０１２４】
　ここで、主装置２０は、ＣＡＮＣＥＬメッセージの送出の前に、一斉着信の通知を停止
する事象として、留守応答を検出する。そして、主装置２０は、その検出結果に基づいて
、事象通知情報生成部１１２で、「留守応答した事象」を通知するための事象通知情報を
生成する。そして、生成した事象通知情報を、ＣＡＮＣＥＬメッセージのヘッダ部に含め
て、通話状態で使用中のＩＰ電話端末を除く全てのＩＰ電話端末３１～３ｎに対して送信
する。
【０１２５】
　ここで、送出されるＣＡＮＣＥＬメッセージのパケットのヘッダ部の例を、図１１に示
す。前述したように、ＣＡＮＣＥＬメッセージのパケットのヘッダ部の最後の行に、追加
のデータ「Ｘ－ＳＡＸＡ」として、事象通知情報が含められているが、その内容は、図示
の通りとなる。
【０１２６】
　すなわち、この例の場合の事象通知情報は、応答したＩＰ電話端末の内線番号「ｎｕｍ
＝ｎｕｌｌ」であって、誰も応答していないことを示している。そして、「ｓｔａｔｕｓ
＝ｍｅｓａｇｅ」は、「留守応答した状態」を示している。さらに、「ｓｒｃ－ｎｕｍ＝
０３１２３４５６７８」は、発信者電話番号が「０３１２３４５６７８」であることを示
している。
【０１２７】
　このＣＡＮＣＥＬメッセージを受けたＩＰ電話端末３１～３ｎでは、着信鳴動を停止し
、ＣＡＮＣＥＬメッセージから事象通知情報を抽出して、「留守応答」を内容とする事象
通知情報を履歴情報として履歴情報記憶部２１１に記憶する。
【０１２８】
　そして、この例では、ＩＰ電話端末３１～３ｎでは、事象通知表示情報生成部２１２が
受け取った事象通知情報からその表示情報を生成して、ディスプレイ２１３の表示画面に
表示する。この例の留守応答の場合には、事象通知表示情報生成部２１２は、「外線０３
１２３４５６７８からの着信を留守応答しました」という事象通知表示情報を生成し、こ
れが表示画面に表示される。
【０１２９】
　そして、ＩＰ電話端末３１～３ｎのそれぞれは、ＣＡＮＣＥＬメッセージを受信したこ
とに対する応答メッセージ（ＯＫ）と、一斉着信（ＩＮＶＩＴＥ）に対する呼放棄の応答
（４８７）を主装置２０に返す。そして、主装置２０は、その確認メッセージ（ＡＣＫ）
をＩＰ電話端末３１～３ｎのそれぞれに送る。
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【０１３０】
　このときの様子を、前述の従来例での説明に対比させると、図１２のようなものとなる
。図１２（Ａ）は、図６（Ａ）と全く同じ状態で、ＩＰ網を通じて外線着信（一斉着信）
があり、主装置２０が、２個のＩＰ電話端末３１，３２に、一斉着信の通知を送信した状
態を示している。
【０１３１】
　そして、この図１２（Ａ）の状態から、図１２（Ｂ）に示すように、留守応答装置４０
からの留守応答を確認すると、主装置２０は、相手端末に留守応答を通知すると共に、Ｉ
Ｐ電話端末３１～３ｎに、呼放棄をさせるための通知データであるＣＡＮＣＥＬメッセー
ジを送る。このＣＡＮＣＥＬメッセージのパケットには、この例の場合には、留守応答し
たことを含む事象通知情報が含められている。
【０１３２】
　主装置２０からＣＡＮＣＥＬメッセージを受信したＩＰ電話端末３１～３ｎは、当該Ｃ
ＡＮＣＥＬメッセージを、一斉着信の通知を停止するための通知データとして認識し、着
信鳴動を停止する。そして、ＩＰ電話端末３１～３ｎは、受信したＣＡＣＥＬメッセージ
のパケットのヘッダから、事象通知情報を抽出して、「留守応答」を履歴情報記憶部２１
１に記憶すると共に、「外線０３１２３４５６７８からの着信を留守応答しました」とい
う事象通知表示情報を生成して、ディスプレイ２１３の表示画面に表示する。
【０１３３】
　したがって、一斉着信に応答しなかったＩＰ電話端末３１～３ｎの使用者は、このディ
スプレイ２１３の応答表示情報を見て、留守応答がなされたことを知ることができる。
【０１３４】
　この表示は、一定時間経過すると消えるが、前述したように、この実施形態では、操作
入力部２１５の履歴表示キーを押下することにより、当該着信応答の履歴情報を読み出し
て、ディスプレイ２１３の表示画面に表示させて確認することができる。
【０１３５】
　＜着信転送した場合＞
　図１３は、外線からの一斉着信の呼を受信し、ＩＰ電話端末３１～３ｎは着信応答しな
かったが、この例の場合には、主装置２０においては、着信転送の設定がなされており、
留守応答装置４０が当該着信転送を実行したときの第１の実施形態のシーケンスを示す図
である。
【０１３６】
　この図１３においては、一斉着信（ＩＮＶＩＴＥ）の呼を主装置２０が受信してから、
一斉着信の通知を受け取ったＩＰ電話端末３１～３ｎのそれぞれが、鳴動中を知らせるメ
ッセージ（Ｒｉｎｇｉｎｇ）を主装置２０に返し、主装置２０が、それをＩＰ網５０（外
線）を通じて相手端末に送るまでの処理動作は、図１の場合と同様である。
【０１３７】
　この状態から、この図１３の例では、ＩＰ電話端末３１～３ｎのいずれもが着信応答せ
ずに、予め定められた一定時間経過すると、主装置２０は、予め記憶されている転送先に
、着信呼を転送する処理を実行する。
【０１３８】
　すなわち、図１３の例では、主装置２０は、着信した呼を転送するため、ＩＰ網５０を
通じて着信を受けた外線とは別の外線を通じて、転送先に発信（ＩＮＶＩＴＥ）を行なう
。
【０１３９】
　ここで、主装置２０は、この着信転送処理により、一斉着信の通知を停止する事象とし
て、着信転送を検出する。そして、主装置２０は、その検出結果に基づいて、事象通知情
報生成部１１２で、「着信転送した事象」を通知するための事象通知情報を生成する。そ
して、生成した事象通知情報を、ＣＡＮＣＥＬメッセージのヘッダ部に含めて、通話状態
で使用中のＩＰ電話端末を除く全てのＩＰ電話端末３１～３ｎに対して送信する。
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【０１４０】
　ここで、送出されるＣＡＮＣＥＬメッセージのパケットのヘッダ部の例を、図１４に示
す。前述したように、ＣＡＮＣＥＬメッセージのパケットのヘッダ部の最後の行に、追加
のデータ「Ｘ－ＳＡＸＡ」として、事象通知情報が含められているが、その内容は、図示
の通りとなる。
【０１４１】
　すなわち、この例の場合の事象通知情報は、応答したＩＰ電話端末の内線番号「ｎｕｍ
＝ｎｕｌｌ」であって、誰も応答していないことを示している。そして、「ｓｔａｔｕｓ
＝Ｆｏｒｗａｒｄ」は、「着信転送した状態」を示している。さらに、「ｓｒｃ－ｎｕｍ
＝０３１２３４５６７８」は、発信者電話番号が「０３１２３４５６７８」であることを
示し、また、「Ｃａｌｌ－ｎｕｍ＝０６１１１１２２２２」は、転送先電話番号が「０６
１１１１２２２２」であることを示している。
【０１４２】
　このＣＡＮＣＥＬメッセージを受けたＩＰ電話端末３１～３ｎでは、着信鳴動を停止し
、ＣＡＮＣＥＬメッセージから事象通知情報を抽出して、「着信転送」を内容とする事象
通知情報を履歴情報として履歴情報記憶部２１１に記憶する。
【０１４３】
　そして、この例では、ＩＰ電話端末３１～３ｎでは、事象通知表示情報生成部２１２が
受け取った事象通知情報からその表示情報を生成して、ディスプレイ２１３の表示画面に
表示する。この例の留守応答の場合には、事象通知表示情報生成部２１２は、「外線０３
１２３４５６７８からの着信を０６１１１１２２２２に転送動作しました」という事象通
知表示情報を生成し、これが表示画面に表示される。
【０１４４】
　そして、ＩＰ電話端末３１～３ｎのそれぞれは、ＣＡＮＣＥＬメッセージを受信したこ
とに対する応答メッセージ（ＯＫ）と、一斉着信（ＩＮＶＩＴＥ）に対する呼放棄の応答
（４８７）を主装置２０に返す。そして、主装置２０は、その確認メッセージ（ＡＣＫ）
をＩＰ電話端末３１～３ｎのそれぞれに送る。
【０１４５】
　このときの様子を、前述の従来例での説明に対比させると、図１５のようなものとなる
。図１５（Ａ）は、図６（Ａ）と全く同じ状態で、ＩＰ網を通じて外線着信（一斉着信）
があり、主装置２０が、２個のＩＰ電話端末３１，３２に、一斉着信の通知を送信した状
態を示している。
【０１４６】
　そして、この図１５（Ａ）の状態から、主装置２０は、着信を受けた外線１とは別の外
線２を用いて転送先への発信を行って、着信転送を実行する。そして、主装置２０は、Ｉ
Ｐ電話端末３１～３ｎに、呼放棄をさせるための通知データであるＣＡＮＣＥＬメッセー
ジを送る。このＣＡＮＣＥＬメッセージのパケットには、この例の場合には、着信転送し
たことを含む事象通知情報が含められている。
【０１４７】
　主装置２０からＣＡＮＣＥＬメッセージを受信したＩＰ電話端末３１～３ｎは、当該Ｃ
ＡＮＣＥＬメッセージを、一斉着信の通知を停止するための通知データとして認識し、着
信鳴動を停止する。そして、ＩＰ電話端末３１～３ｎは、受信したＣＡＣＥＬメッセージ
のパケットのヘッダから、事象通知情報を抽出して、「着信転送」を履歴情報記憶部２１
１に記憶すると共に、「外線０３１２３４５６７８からの着信を０６１１１１２２２２に
転送動作しました」という事象通知表示情報を生成して、ディスプレイ２１３の表示画面
に表示する。
【０１４８】
　したがって、一斉着信に応答しなかったＩＰ電話端末３１～３ｎの使用者は、このディ
スプレイ２１３の応答表示情報を見て、着信転送がなされたことを知ることができる。
【０１４９】
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　この表示は、一定時間経過すると消えるが、前述したように、この実施形態では、操作
入力部２１５の履歴表示キーを押下することにより、当該着信応答の履歴情報を読み出し
て、ディスプレイ２１３の表示画面に表示させて確認することができる。
【０１５０】
　＜第１の実施形態の主装置２０の処理動作＞
　以上のような第１の実施形態のシーケンス例の処理動作を行なう主装置２０の処理動作
例を示すフローチャートを、図１６および図１７に示す。この図１６および図１７の各ス
テップの処理動作は、図３に示したＣＰＵ１０１が、ＲＯＭ１０２に記憶されているプロ
グラムにしたがって、ＲＡＭ１０３をワークエリアとして使用して実行されるものである
。
【０１５１】
　ＣＰＵ１０１は、先ず、外線（ＩＰ網５０）を通じた着信の受信を待ち（ステップＳ１
０１）、着信を検出したら、当該着信が個別のＩＰ電話端末を指定する個別着信であるか
、一斉着信であるかを判別する（ステップＳ１０２）。このステップＳ１０２で、個別着
信であると判別したときには、ＣＰＵ１０１は、当該個別着信の処理ルーチンを実行する
（ステップＳ１０３）。個別着信は、この発明では対象外であるので、その詳細な説明は
省略する。
【０１５２】
　ステップＳ１０２で、一斉着信であると判別したときには、ＣＰＵ１０１は、通話中で
使用中のものをのぞき、ＩＰ電話端末３１～３ｎの全てに対して着信通知を送る（ステッ
プＳ１０４）。
【０１５３】
　次に、ＣＰＵ１０１は、ＩＰ電話端末３１～３ｎのいずれかが着信応答したか否か判別
する（ステップＳ１０５）。このステップＳ１０５で、いずれかのＩＰ電話端末が着信応
答したと判別したときには、ＣＰＵ１０１は、着信応答したＩＰ電話端末を認識し、当該
認識したＩＰ電話端末と相手端末との間に通話路を生成して、通話を開始させるようにす
る（ステップＳ１０６）。
【０１５４】
　次に、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ１０６で認識したＩＰ電話端末（内線番号）が着信
応答した旨の情報を含む事象通知情報を生成し（ステップＳ１０７）、着信応答したＩＰ
電話端末以外の他のＩＰ電話端末で通話中でないＩＰ電話端末に対して、生成した事象通
知情報をＣＡＮＣＥＬメッセージに含めて送信する（ステップＳ１０８）。
【０１５５】
　そして、ＣＰＵ１０１は、着信に対する通話が終話されたか否かを判別し（ステップＳ
１０９）、終話されたと判別したときには、この着信の処理ルーチンを終了する。
【０１５６】
　また、ステップＳ１０５で、ＩＰ電話端末３１～３ｎのいずれも着信応答していないと
判別したときには、ＣＰＵ１０１は、相手端末が呼放棄したか否か判別する（ステップＳ
１１０）。
【０１５７】
　このステップＳ１１０で、相手端末が呼放棄したと判別したときには、ＣＰＵ１０１は
、相手端末からの着信呼の切断処理を実行する（ステップＳ１１１）。そして、ＣＰＵ１
０１は、相手端末が呼放棄をした旨の情報を含む事象通知情報を生成し（ステップＳ１１
２）、一斉着信通知した全てのＩＰ電話端末に対して、生成した事象通知情報をＣＡＮＣ
ＥＬメッセージに含めて送信する（ステップＳ１１３）。そして、この処理ルーチンを終
了する。
【０１５８】
　また、ステップＳ１１０で、相手端末は呼放棄してはいないと判別したときには、ＣＰ
Ｕ１０１は、設定メモリ部１１０の設定情報を参照して、留守応答の設定はなされている
か否か判別し（ステップＳ１２１）、留守応答設定がなされていると判別したときには、
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着信を受けてから一定時間経過したか否か判別する（ステップＳ１２２）。ステップＳ１
２２で、一定時間経過していないと判別したときには、ステップＳ１０５に戻る。
【０１５９】
　そして、ステップＳ１２２で、一定時間経過したと判別したときには、ＣＰＵ１０１は
、留守応答装置４０に着信を送り、自動応答させて、留守応答処理を実行させる（ステッ
プＳ１２３）。
【０１６０】
　次に、ＣＰＵ１０１は、留守応答した旨の情報を含む事象通知情報を生成し（ステップ
Ｓ１２４）、一斉着信通知した全てのＩＰ電話端末に対して、生成した事象通知情報をＣ
ＡＮＣＥＬメッセージに含めて送信する（ステップＳ１２５）。
【０１６１】
　そして、ＣＰＵ１０１は、留守応答が終了して、終話されたか否かを判別し（ステップ
Ｓ１２６）、終話されたと判別したときには、この着信の処理ルーチンを終了する。
【０１６２】
　また、ステップＳ１２１で、留守応答設定がなされていないと判別したときには、設定
メモリ部１１０の設定情報を参照して、着信転送の設定がなされているか否か判別する（
ステップＳ１２７）。このステップＳ１２７で、着信転送の設定がなされていないと判別
したときには、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ１０５に戻る。
【０１６３】
　ステップＳ１２７で、着信転送の設定がなされていると判別したときには、着信を受け
てから一定時間経過したか否か判別する（ステップＳ１２８）。ステップＳ１２８で、一
定時間経過していないと判別したときには、ステップＳ１０５に戻る。
【０１６４】
　そして、ステップＳ１２８で、一定時間経過したと判別したときには、ＣＰＵ１０１は
、転送先メモリ部１１０に記憶されている転送先に対して発信を行って、着信転送を実行
する（ステップＳ１２９）。
【０１６５】
　次に、ＣＰＵ１０１は、着信転送した旨の情報を含む事象通知情報を生成し（ステップ
Ｓ１３０）、一斉着信通知した全てのＩＰ電話端末に対して、生成した事象通知情報をＣ
ＡＮＣＥＬメッセージに含めて送信する（ステップＳ１３１）。
【０１６６】
　そして、ＣＰＵ１０１は、着信転送処理が終了したか否かを判別し（ステップＳ１３２
）、終了したと判別したときには、この着信の処理ルーチンを終了する。
【０１６７】
　＜第１の実施形態のＩＰ電話端末の処理動作＞
　上述した第１の実施形態における主装置２０の処理動作に対応する、ＩＰ電話端末３１
～３ｎのそれぞれの処理動作例を、図１８のフローチャートに示す。この図１８の各ステ
ップの処理動作は、図４に示したＣＰＵ２０１が、ＲＯＭ２０２に記憶されているプログ
ラムにしたがって、ＲＡＭ２０３をワークエリアとして使用して実行されるものである。
【０１６８】
　ＣＰＵ２０１は、先ず、主装置２０から着信通知を受信したか否かを判別し（ステップ
Ｓ１４１）、着信通知を受信していなければ、その他の処理を実行する（ステップＳ１４
２）。
【０１６９】
　ステップＳ１４１で、着信通知を受信したと判別したときには、ＣＰＵ２０１は、着鳴
動を行なって、着信を使用者に報知する（ステップＳ１４３）。そして、ＣＰＵ２０１は
、使用者による着信応答操作があるか否か判別し（ステップＳ１４４）、着信応答操作が
あったと判別したときには、主装置２０に着信応答を通知し（ステップＳ１４５）、着信
応答を履歴情報として記憶する（ステップＳ１４６）。そして、相手端末との通話の処理
ルーチンに移行する。
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【０１７０】
　また、ステップＳ１４４で、着信応答操作がなかったと判別したときには、ＣＰＵ２０
１は、主装置２０からＣＡＮＣＥＬメッセージを受信したか否か判別し（ステップＳ１４
７）、受信してはいないと判別したときには、ステップＳ１４４に戻る。
【０１７１】
　ステップＳ１４７で、ＣＡＮＣＥＬメッセージを受信したと判別したときには、ＣＰＵ
２０１は、着信鳴動を停止し、呼放棄処理を実行する（ステップＳ１４８）。そして、Ｃ
ＰＵ２０１は、ＣＡＮＣＥＬメッセージのパケットヘッダ部に、事象通知情報が含まれて
いるか否か判別し（ステップＳ１４９）、事象通知情報が含まれていれば、当該事象通知
情報をパケットヘッダ部から抽出する（ステップＳ１５０）。
【０１７２】
　そして、ＣＰＵ２０１は、抽出した事象通知情報を、履歴情報として履歴情報記憶部２
１１に記憶すると共に、抽出した事象通知情報から事象通知表示情報を生成して、ディス
プレイ２１３の表示画面に表示する（ステップＳ１５１）。そして、この処理ルーチンを
終了する。
【０１７３】
　また、ステップＳ１４９で、ＣＡＮＣＥＬメッセージのパケットヘッダ部に、事象通知
情報が含まれていないと判別したときには、ＣＰＵ２０１は、従来と同様に、呼放棄を履
歴情報として記憶し（ステップＳ１５２）、この処理ルーチンを終了する。
【０１７４】
　［事象通知情報を通知する方法の第２の実施形態］
　＜他端末が一斉着信に応答した場合＞
　図１９は、外線からの一斉着信の呼を受信した場合に、あるＩＰ電話端末が応答したと
きの第２の実施形態のシーケンスを示す図である。この図１９のシーケンス図は、図１の
第１の実施形態のシーケンス図において、主装置２０がＣＡＮＣＥＬメッセージを、着信
応答したＩＰ電話端末３２以外に送出するまでの処理動作は全く同一である。
【０１７５】
　ただし、この第２の実施形態においては、主装置２０は、ＣＡＮＣＥＬメッセージは、
事象通知情報を含めずに、従来と同様の形態のまま送出する。
【０１７６】
　そして、ＣＡＮＣＥＬメッセージを送出して、呼放棄の処理を終了した後、この第２の
実施形態においては、履歴通知のための通知データとして、ＮＯＴＩＦＹメッセージ、ま
たは、ＭＥＳＳＡＧＥメッセージのパケットを、着信応答したＩＰ電話端末以外の全ての
ＩＰ電話端末（通話中のＩＰ電話端末を除く）に送信する。
【０１７７】
　ここで、主装置２０は、ＣＡＮＣＥＬメッセージの送出の前に、一斉着信の通知を停止
する事象としてＩＰ電話端末３２、つまり、内線２番が着信応答したことを事象検出部１
１１で検出している。そして、主装置２０は、その検出結果に基づいて、事象通知情報生
成部１１２で、「内線２番が着信応答した事象」を通知するための事象通知情報を生成す
る。そして、生成した事象通知情報を、送出するＮＯＴＩＦＹメッセージ、または、ＭＥ
ＳＳＡＧＥメッセージのパケットのボディ部に含めるようにする。
【０１７８】
　送出されるＮＯＴＩＦＹメッセージのパケットの例を図２０に示す。図２０の例では、
ＮＯＴＩＦＹメッセージのパケットのボディ部に、「内線２番が着信応答した事象」を通
知するための事象通知情報が含まれる場合を示している。ＮＯＴＩＦＹメッセージの代わ
りにＭＥＳＳＡＧＥメッセージのパケットが送出される場合も、ほぼ同様の構成である。
【０１７９】
　この事象通知情報としては、図５においてヘッダ部の最終行に示した事象通知情報と同
様のものでよい。図２０には、ＩＰ電話端末の事象通知表示情報生成部２１２で事象通知
表示情報を生成した場合に、その表示内容が「外線０３１２３４５６７８からの着信を内
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線２が応答しました」であることを示している。
【０１８０】
　なお、この事象通知情報として、「外線０３１２３４５６７８からの着信を内線２が応
答しました」という表示用のテキスト情報を含めるようにしてもよい。この表示用テキス
ト情報は、図５に示した事象通知情報に加えて、含めても良いし、当該表示用テキスト情
報のみを事象通知情報としても良い。
【０１８１】
　上述の例の様子を、第１の実施形態の図６（Ａ），（Ｂ）に対比させると、図２１（Ａ
），（Ｂ）のようなものとなる。図２１（Ａ）は、図６（Ａ）と全く同一である。図２１
（Ｂ）においては、図６（Ｂ）とは、呼放棄のＣＡＮＣＥＬメッセージ以外に、ＮＯＴＩ
ＦＹメッセージ、または、ＭＥＳＳＡＧＥメッセージに事象通知情報が含められて、応答
しなかったＩＰ電話端末に送信される点が異なるのみである。
【０１８２】
　すなわち、図２１（Ｂ）では、ＩＰ電話端末３２は、使用者の着信応答操作を検知する
と着信応答の通知を主装置２０に送ると共に、着信鳴動を停止し、自端末が応答したこと
を履歴として記録する。
【０１８３】
　主装置２０は、ＩＰ電話端末３２からの着信応答通知を受けると、当該着信応答をＩＰ
網（外線）を通じて相手方に伝えると共に、他のＩＰ電話端末３１，３３～３ｎのすべて
に対して、呼放棄をさせるための通知データであるＣＡＮＣＥＬメッセージを送る。そし
て、このＣＡＮＣＥＬメッセージを送出した後、主装置２０は、さらに、前述したように
、内線２が応答したことを含む事象通知情報が含められているＮＯＴＩＦＹメッセージ、
または、ＭＥＳＳＡＧＥメッセージを、ＩＰ電話端末３１，３３～３ｎに送出する。
【０１８４】
　主装置２０からＣＡＮＣＥＬメッセージを受信したＩＰ電話端末３１、３３～３ｎは、
当該ＣＡＮＣＥＬメッセージを、一斉着信の通知を停止するための通知データとして認識
し、着信鳴動を停止する。そして、ＩＰ電話端末３１、３３～３ｎは、受信したＮＯＴＩ
ＦＹメッセージまたはＭＥＳＳＡＧＥメッセージのパケットのボディ部から、事象通知情
報を抽出して履歴情報記憶部２１１に記憶すると共に、「外線０３１２３４５６７８から
の着信を内線２が応答しました」という事象通知表示情報を生成して、ディスプレイ２１
３の表示画面に表示する。
【０１８５】
　したがって、一斉着信に応答しなかったＩＰ電話端末３１、３３～３ｎの使用者は、こ
のディスプレイ２１３の応答表示情報を見て、内線２が着信応答したことを知ることがで
きる。この表示は、一定時間経過すると消えるが、前述したように、この実施形態では、
操作入力部２１５の履歴表示キーを押下することにより、当該着信応答の履歴情報を読み
出して、ディスプレイ２１３の表示画面に表示させて確認することができる。
【０１８６】
　なお、ＮＯＴＩＦＹメッセージまたはＭＥＳＳＡＧＥメッセージは、上述した機能を備
えないＩＰ電話端末では、無視されて処理されずに廃棄されるが、何等、処理および機能
上で支障となることはない。
【０１８７】
　＜相手端末が一斉着信の呼を放棄した場合＞
　図２２は、外線からの一斉着信の呼を受信したが、相手端末が当該着信呼を放棄したと
きの第２の実施形態のシーケンスを示す図である。この図２２のシーケンス図は、図７の
第１の実施形態の場合の例のシーケンス図において、主装置２０がＣＡＮＣＥＬメッセー
ジを、未応答の全てのＩＰ電話端末に送出するまでの処理動作は全く同一である。
【０１８８】
　ただし、この第２の実施形態においては、主装置２０は、ＣＡＮＣＥＬメッセージは、
事象通知情報を含めずに、従来と同様の形態のまま送出する。
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【０１８９】
　そして、ＣＡＮＣＥＬメッセージを送出して、呼放棄の処理を終了した後、この第２の
実施形態においては、履歴通知のための通知データとして、ＮＯＴＩＦＹメッセージ、ま
たは、ＭＥＳＳＡＧＥメッセージのパケットを、一斉着信に対して未応答の全てのＩＰ電
話端末に送信する。
【０１９０】
　ここで、主装置２０は、ＣＡＮＣＥＬメッセージの送出の前に、一斉着信の通知を停止
する事象として、相手端末が呼放棄したことを事象検出部１１１で検出している。そして
、主装置２０は、その検出結果に基づいて、事象通知情報生成部１１２で、「相手端末が
呼放棄した事象」を通知するための事象通知情報を生成する。そして、生成した事象通知
情報を、送出するＮＯＴＩＦＹメッセージまたはＭＥＳＳＡＧＥメッセージのパケットの
ボディ部に含めるようにする。
【０１９１】
　図２３は、この第２の実施形態の例におけるＮＯＴＩＦＹメッセージのパケットの例を
示している。また、図２４（Ａ），（Ｂ）は、第１の実施形態の図９（Ａ），（Ｂ）に対
比させた図である。これらは、上述した「内線２応答」の例の場合における第１の実施形
態と第２の実施形態との違いの説明と全く同様の関係であるので、その詳細な説明は省略
する。
【０１９２】
　この例の場合、ＩＰ電話端末３１～３ｎは、受信したＮＯＴＩＦＹメッセージまたはＭ
ＥＳＳＡＧＥメッセージのパケットのボディ部から、事象通知情報を抽出して、「未応答
」を内容とする事象通知情報を履歴情報として履歴情報記憶部２１１に記憶すると共に、
「外線０３１２３４５６７８からの着信がありました」という事象通知表示情報を生成し
て、ディスプレイ２１３の表示画面に表示する。
【０１９３】
　したがって、一斉着信に応答しなかったＩＰ電話端末３１～３ｎの使用者は、このディ
スプレイ２１３の応答表示情報を見て、相手端末が呼放棄したことにより、未応答である
ことを知ることができる。
【０１９４】
　＜留守応答装置が留守応答した場合＞
　図２５は、外線からの一斉着信の呼を受信し、ＩＰ電話端末３１～３ｎは着信応答しな
かったが、この例の場合には、主装置２０においては、留守応答設定がなされており、留
守応答装置４０が留守応答したときの第２の実施形態のシーケンスを示す図である。
【０１９５】
　この図２５のシーケンス図は、図１０の第１の実施形態の場合の例のシーケンス図にお
いて、主装置２０がＣＡＮＣＥＬメッセージを、未応答の全てのＩＰ電話端末に送出する
までの処理動作は全く同一である。
【０１９６】
　ただし、この第２の実施形態においては、主装置２０は、ＣＡＮＣＥＬメッセージは、
事象通知情報を含めずに、従来と同様の形態のまま送出する。
【０１９７】
　そして、ＣＡＮＣＥＬメッセージを送出して、呼放棄の処理を終了した後、この第２の
実施形態においては、履歴通知のための通知データとして、ＮＯＴＩＦＹメッセージ、ま
たは、ＭＥＳＳＡＧＥメッセージのパケットを、一斉着信に対して未応答の全てのＩＰ電
話端末に送信する。
【０１９８】
　ここで、主装置２０は、ＣＡＮＣＥＬメッセージの送出の前に、一斉着信の通知を停止
する事象として、留守応答を検出する。そして、主装置２０は、その検出結果に基づいて
、事象通知情報生成部１１２で、「留守応答した事象」を通知するための事象通知情報を
生成する。そして、生成した事象通知情報を、送出するＮＯＴＩＦＹメッセージまたはＭ
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ＥＳＳＡＧＥメッセージのパケットのボディ部に含めるようにする。
【０１９９】
　図２６は、この第２の実施形態の例におけるＮＯＴＩＦＹメッセージのパケットの例を
示している。また、図２７（Ａ），（Ｂ）は、第１の実施形態の図１２（Ａ），（Ｂ）に
対比させた図である。これらは、上述した「内線２応答」の例の場合における第１の実施
形態と第２の実施形態との違いの説明と全く同様の関係であるので、その詳細な説明は省
略する。
【０２００】
　この例の場合、ＩＰ電話端末３１～３ｎは、受信したＮＯＴＩＦＹメッセージまたはＭ
ＥＳＳＡＧＥメッセージのパケットのボディ部から、事象通知情報を抽出して、「留守応
答」を内容とする事象通知情報を履歴情報として履歴情報記憶部２１１に記憶すると共に
、「外線０３１２３４５６７８からの着信を留守応答しました」という事象通知表示情報
を生成して、ディスプレイ２１３の表示画面に表示する。
【０２０１】
　したがって、一斉着信に応答しなかったＩＰ電話端末３１～３ｎの使用者は、このディ
スプレイ２１３の応答表示情報を見て、留守応答がなされたことを知ることができる。
【０２０２】
　＜着信転送した場合＞
　図２８は、外線からの一斉着信の呼を受信し、ＩＰ電話端末３１～３ｎは着信応答しな
かったが、この例の場合には、主装置２０においては、着信転送の設定がなされており、
留守応答装置４０が当該着信転送を実行したときの第２の実施形態のシーケンスを示す図
である。
【０２０３】
　この図２８のシーケンス図は、図１３の第１の実施形態の場合の例のシーケンス図にお
いて、主装置２０がＣＡＮＣＥＬメッセージを、未応答の全てのＩＰ電話端末に送出する
までの処理動作は全く同一である。
【０２０４】
　ただし、この第２の実施形態においては、主装置２０は、ＣＡＮＣＥＬメッセージは、
事象通知情報を含めずに、従来と同様の形態のまま送出する。
【０２０５】
　そして、ＣＡＮＣＥＬメッセージを送出して、呼放棄の処理を終了した後、この第２の
実施形態においては、履歴通知のための通知データとして、ＮＯＴＩＦＹメッセージ、ま
たは、ＭＥＳＳＡＧＥメッセージのパケットを、一斉着信に対して未応答の全てのＩＰ電
話端末に送信する。
【０２０６】
　ここで、主装置２０は、ＣＡＮＣＥＬメッセージの送出の前に、一斉着信の通知を停止
する事象として、着信転送を検出する。そして、主装置２０は、その検出結果に基づいて
、事象通知情報生成部１１２で、「着信転送した事象」を通知するための事象通知情報を
生成する。そして、生成した事象通知情報を、送出するＮＯＴＩＦＹメッセージまたはＭ
ＥＳＳＡＧＥメッセージのパケットのボディ部に含めるようにする。
【０２０７】
　図２９は、この第２の実施形態の例におけるＮＯＴＩＦＹメッセージのパケットの例を
示している。また、図３０（Ａ），（Ｂ）は、第１の実施形態の図１５（Ａ），（Ｂ）に
対比させた図である。これらは、上述した「内線２応答」の例の場合における第１の実施
形態と第２の実施形態との違いの説明と全く同様の関係であるので、その詳細な説明は省
略する。
【０２０８】
　この例の場合、ＩＰ電話端末３１～３ｎは、受信したＮＯＴＩＦＹメッセージまたはＭ
ＥＳＳＡＧＥメッセージのパケットのボディ部から、事象通知情報を抽出して、「着信転
送」を内容とする事象通知情報を履歴情報として履歴情報記憶部２１１に記憶すると共に
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、「外線０３１２３４５６７８からの着信を０６１１１１２２２２に転送動作しました」
という事象通知表示情報を生成して、ディスプレイ２１３の表示画面に表示する。
【０２０９】
　したがって、一斉着信に応答しなかったＩＰ電話端末３１～３ｎの使用者は、このディ
スプレイ２１３の応答表示情報を見て、着信転送がなされたことを知ることができる。
【０２１０】
　＜第２の実施形態の主装置２０の処理動作＞
　以上のような第２の実施形態のシーケンス例の処理動作を行なう主装置２０の処理動作
例を示すフローチャートを、図３１および図３２に示す。この図３１および図３２の各ス
テップの処理動作は、図３に示したＣＰＵ１０１が、ＲＯＭ１０２に記憶されているプロ
グラムにしたがって、ＲＡＭ１０３をワークエリアとして使用して実行されるものである
。
【０２１１】
　ＣＰＵ１０１は、先ず、外線（ＩＰ網５０）を通じた着信の受信を待ち（ステップＳ２
０１）、着信を検出したら、当該着信が個別のＩＰ電話端末を指定する個別着信であるか
、一斉着信であるかを判別する（ステップＳ２０２）。このステップＳ２０２で、個別着
信であると判別したときには、ＣＰＵ１０１は、当該個別着信の処理ルーチンを実行する
（ステップＳ２０３）。個別着信は、この発明では対象外であるので、その詳細な説明は
省略する。
【０２１２】
　ステップＳ２０２で、一斉着信であると判別したときには、ＣＰＵ１０１は、通話中で
使用中のものをのぞき、ＩＰ電話端末３１～３ｎの全てに対して着信通知を送る（ステッ
プＳ２０４）。
【０２１３】
　次に、ＣＰＵ１０１は、ＩＰ電話端末３１～３ｎのいずれかが着信応答したか否か判別
する（ステップＳ２０５）。このステップＳ２０５で、いずれかのＩＰ電話端末が着信応
答したと判別したときには、ＣＰＵ１０１は、着信応答したＩＰ電話端末を認識し、当該
認識したＩＰ電話端末と相手端末との間に通話路を生成して、通話を開始させるようにす
る（ステップＳ２０６）。
【０２１４】
　次に、ＣＰＵ１０１は、着信応答したＩＰ電話端末以外の他のＩＰ電話端末で通話中で
ないＩＰ電話端末に対して、ＣＡＮＣＥＬメッセージを送信する（ステップＳ２０７）。
【０２１５】
　次に、ステップＳ２０６で認識したＩＰ電話端末（内線番号）が着信応答した旨の情報
を含む事象通知情報を生成し（ステップＳ２０８）、着信応答したＩＰ電話端末以外の他
のＩＰ電話端末で通話中でないＩＰ電話端末に対して、生成した事象通知情報をＮＯＴＩ
ＦＹメッセージ（またはＭＥＳＳＡＧＥメッセージ）に含めて送信する（ステップＳ２０
９）。
【０２１６】
　そして、ＣＰＵ１０１は、着信に対する通話が終話されたか否かを判別し（ステップＳ
２１０）、終話されたと判別したときには、この着信の処理ルーチンを終了する。
【０２１７】
　また、ステップＳ２０５で、ＩＰ電話端末３１～３ｎのいずれも着信応答していないと
判別したときには、ＣＰＵ１０１は、相手端末が呼放棄したか否か判別する（ステップＳ
２１１）。
【０２１８】
　このステップＳ２１１で、相手端末が呼放棄したと判別したときには、ＣＰＵ１０１は
、相手端末からの着信呼の切断処理を実行する（ステップＳ２１２）。そして、ＣＰＵ１
０１は、一斉着信通知した全てのＩＰ電話端末に対して、ＣＡＮＣＥＬメッセージを送信
する（ステップＳ２１３）。
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【０２１９】
　そして、ＣＰＵ１０１は、相手端末が呼放棄をした旨の情報を含む事象通知情報を生成
し（ステップＳ２１４）、一斉着信通知した全てのＩＰ電話端末に対して、生成した事象
通知情報をＮＯＴＩＦＹメッセージ（またはＭＥＳＳＡＧＥメッセージ）に含めて送信す
る（ステップＳ２１５）。そして、この処理ルーチンを終了する。
【０２２０】
　また、ステップＳ２１１で、相手端末は呼放棄してはいないと判別したときには、ＣＰ
Ｕ１０１は、設定メモリ部１１０の設定情報を参照して、留守応答の設定はなされている
か否か判別し（ステップＳ２２１）、留守応答設定がなされていると判別したときには、
着信を受けてから一定時間経過したか否か判別する（ステップＳ２２２）。ステップＳ２
２２で、一定時間経過していないと判別したときには、ステップＳ２０５に戻る。
【０２２１】
　そして、ステップＳ２２２で、一定時間経過したと判別したときには、ＣＰＵ１０１は
、留守応答装置４０に着信を送り、自動応答させて、留守応答処理を実行させる（ステッ
プＳ２２３）。
【０２２２】
　次に、ＣＰＵ１０１は、一斉着信通知した全てのＩＰ電話端末に対して、ＣＡＮＣＥＬ
メッセージを送信する（ステップＳ２２４）。次に、ＣＰＵ１０１は、留守応答した旨の
情報を含む事象通知情報を生成し（ステップＳ２２５）、一斉着信通知した全てのＩＰ電
話端末に対して、生成した事象通知情報をＮＯＴＩＦＹメッセージ（またはＭＥＳＳＡＧ
Ｅメッセージ）に含めて送信する（ステップＳ２２６）。
【０２２３】
　そして、ＣＰＵ１０１は、留守応答が終了して、終話されたか否かを判別し（ステップ
Ｓ２２７）、終話されたと判別したときには、この着信の処理ルーチンを終了する。
【０２２４】
　また、ステップＳ２２１で、留守応答設定がなされていないと判別したときには、設定
メモリ部１１０の設定情報を参照して、着信転送の設定がなされているか否か判別する（
ステップＳ２２８）。このステップＳ２２８で、着信転送の設定がなされていないと判別
したときには、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ２０５に戻る。
【０２２５】
　ステップＳ２２８で、着信転送の設定がなされていると判別したときには、着信を受け
てから一定時間経過したか否か判別する（ステップＳ２２９）。ステップＳ２２９で、一
定時間経過していないと判別したときには、ステップＳ２０５に戻る。
【０２２６】
　そして、ステップＳ２２９で、一定時間経過したと判別したときには、ＣＰＵ１０１は
、転送先メモリ部１１０に記憶されている転送先に対して発信を行って、着信転送を実行
する（ステップＳ２３０）。
【０２２７】
　次に、ＣＰＵ１０１は、一斉着信通知した全てのＩＰ電話端末に対して、ＣＡＮＣＥＬ
メッセージを送信する（ステップＳ２３１）。次に、ＣＰＵ１０１は、着信転送した旨の
情報を含む事象通知情報を生成し（ステップＳ２３２）、一斉着信通知した全てのＩＰ電
話端末に対して、生成した事象通知情報をＮＯＴＩＦＹメッセージ（またはＭＥＳＳＡＧ
Ｅメッセージ）に含めて送信する（ステップＳ２３３）。
【０２２８】
　そして、ＣＰＵ１０１は、着信転送処理が終了したか否かを判別し（ステップＳ２３４
）、終了したと判別したときには、この着信の処理ルーチンを終了する。
【０２２９】
　＜第２の実施形態のＩＰ電話端末の処理動作＞
　上述した第２の実施形態における主装置２０の処理動作に対応する、ＩＰ電話端末３１
～３ｎのそれぞれの処理動作例を、図３３のフローチャートに示す。この図３３の各ステ
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ップの処理動作は、図４に示したＣＰＵ２０１が、ＲＯＭ２０２に記憶されているプログ
ラムにしたがって、ＲＡＭ２０３をワークエリアとして使用して実行されるものである。
【０２３０】
　この図３３のフローチャートのステップＳ２４１～ステップＳ２４８までの処理動作は
、図１８に示した第１の実施形態の場合におけるＩＰ電話端末における処理動作と同様で
あるので、ここでは説明は省略する。
【０２３１】
　この第２の実施形態では、ＩＰ電話端末のＣＰＵ２０１は、ステップＳ２４７で、ＣＡ
ＮＣＥＬメッセージを受信したと判別したときに、着信鳴動を停止し、呼放棄処理を実行
した後、ＮＯＴＩＦＹメッセージ（またはＭＥＳＳＡＧＥメッセージ）を受信したか否か
判別する（ステップＳ２４９）。
【０２３２】
　ＮＯＴＩＦＹメッセージ（またはＭＥＳＳＡＧＥメッセージ）を受信したと判別したと
きには、当該ＮＯＴＩＦＹメッセージ（またはＭＥＳＳＡＧＥメッセージ）のボディ部か
ら事象通知情報を抽出する（ステップＳ２５０）。
【０２３３】
　そして、ＣＰＵ２０１は、抽出した事象通知情報を、履歴情報として履歴情報記憶部２
１１に記憶すると共に、抽出した事象通知情報から事象通知表示情報を生成して、ディス
プレイ２１３の表示画面に表示する（ステップＳ２５１）。そして、この処理ルーチンを
終了する。
【０２３４】
　また、ステップＳ２４９で、ＮＯＴＩＦＹメッセージ（またはＭＥＳＳＡＧＥメッセー
ジ）を受信しなかったと判別したときには、ＣＰＵ２０１は、従来と同様に、呼放棄を履
歴情報として記憶し（ステップＳ２５２）、この処理ルーチンを終了する。
【０２３５】
　［第２の実施形態の変形実施形態］
　上述した第１および第２の実施形態では、履歴情報は、ＩＰ電話端末に蓄積するように
した。しかし、第２の実施形態では、着信呼とは、別の呼識別子を持つ履歴情報を通知す
るためのＮＯＴＩＦＹメッセージまたはＭＥＳＳＡＧＥメッセージを用いて、一斉着信に
対する応答結果情報を伝送するようにした。
【０２３６】
　この第２の実施形態の場合であれば、ＮＯＴＩＦＹメッセージまたはＭＥＳＳＡＧＥメ
ッセージを用いて、履歴情報を、別個に設けた履歴管理装置に、ＩＰ電話端末だけではな
く、あるいは、ＩＰ電話端末に代えて、送信して蓄積することができる。
【０２３７】
　この変形実施形態の場合におけるＩＰ電話システム１１は、図３４に示すような構成を
備える。すなわち、この変形実施形態の場合におけるＩＰ電話システム１１は、図２のＩ
Ｐ電話システム１０と比較すると、履歴管理装置８０が主装置２０に接続されて設けられ
ている点が異なる。その他は、ＩＰ電話システム１０と同様である。
【０２３８】
　この変形実施形態の場合における一斉着信が主装置２０で検出されたときのシーケンス
例を図３５に示す。この図３５のシーケンス例は、複数のＩＰ電話端末３１～３ｎのうち
のＩＰ電話端末３２が着信応答した場合の例であり、上述した第２の実施形態の説明にお
いて、図１９に示したシーケンス例に対応するものである。
【０２３９】
　図３５に示すように、この変形実施形態においては、ＩＰ電話端末３２が着信応答した
とき、主装置２０は、当該ＩＰ電話端末３２が着信応答したことを内容とする事象通知情
報を生成し、ＮＯＴＩＦＹメッセージまたはＭＥＳＳＡＧＥメッセージのボディ部に、生
成した事象通知情報を含めて、履歴管理装置８０に送るようにする。
【０２４０】
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　履歴管理装置８０は、ＮＯＴＩＦＹメッセージまたはＭＥＳＳＡＧＥメッセージのボデ
ィ部から、事象通知情報を抽出して、内蔵するメモリ部に履歴情報として蓄積する。ここ
で、内蔵するメモリ部は、比較的大きな容量のメモリ部とすることができ、ＩＰ電話シス
テムにおける過去の全ての履歴情報を保持して管理することも可能となる。
【０２４１】
　なお、この変形実施形態では、事象通知情報をボディ部に含めたＮＯＴＩＦＹメッセー
ジまたはＭＥＳＳＡＧＥメッセージは、上述した第２の実施形態と同様にＩＰ電話端末に
送るようにしても良いし、履歴管理装置８０にのみ送信して、ＩＰ電話端末には送らない
ようにしても良い。
【０２４２】
　この変形実施形態においては、主装置２０やＩＰ電話端末とは別個に、履歴管理装置８
０で履歴を蓄積して管理することができるので、主装置２０やＩＰ電話端末からなるシス
テムを運用したまま、履歴管理装置８０を交換することが容易である。
【０２４３】
　また、複数のＩＰ電話システムについての、履歴情報を、１つの履歴管理装置８０で蓄
積して一括管理することも可能である。
【０２４４】
　なお、この変形実施形態においては、ＩＰ電話端末にも、第２の実施形態と全く同様に
履歴情報記憶部２１１を設けても良い。その場合に、その履歴情報記憶部２１１の容量を
少なくすることができる。また、履歴情報記憶部２１１を設けなくても良い。ただし、一
斉着信時に、ディスプレイに応答結果を表示する機能は、その場合にも設けておいた方が
よい。
【０２４５】
　履歴情報記憶部２１１を設けない場合には、履歴表示キーを押下したときには、履歴管
理装置８０に主装置２０を介してアクセスし、履歴情報を履歴管理装置８０から取得して
、履歴表示情報を生成して、ディスプレイ２１３の画面に表示するようにする機能を設け
ると良い。
【０２４６】
　また、主装置２０は、履歴管理装置８０には、第１の実施形態および第２の実施形態で
説明したようなフォーマットの事象通知情報を、ＮＯＴＩＦＹメッセージやＭＥＳＳＡＧ
Ｅメッセージのパケットのボディ部に含めて送信し、ＩＰ電話端末には、上述の例におけ
る事象通知表示情報のような内容のテキスト情報を事象通知情報としてＮＯＴＩＦＹメッ
セージやＭＥＳＳＡＧＥメッセージのパケットのボディ部に含めて送信するようにしても
よい。その場合には、ＩＰ電話端末では、抽出した事象通知情報を、そのまま表示に用い
ることができて便利である。
【０２４７】
　［他の実施形態および変形例］
　上述の実施形態では、回線交換中継装置は、主装置としたが、ＳＩＰサーバやゲートキ
ーパーなどとしても良い。その場合には、複数のＩＰ電話端末が接続されるＬＡＮは、ル
ーターを通じて、ＳＩＰサーバやゲートキーパーなどと接続する構成とすることができる
。
【０２４８】
　なお、上述した事象通知情報のパラメータフォーマットは、一例であり、任意のフォー
マットをシステム毎に決定することができることは勿論である。また、前述もしたように
、事象通知情報は、テキスト情報であっても良い。テキスト情報による伝送は、ＮＯＴＩ
ＦＹメッセージやＭＥＳＳＡＧＥメッセージのパケットのボディ部のみではなく、ＣＡＮ
ＣＥＬメッセージのパケットのヘッダ部においても可能である。
【０２４９】
　上述の実施形態では、着信履歴の表示については説明しなかったが、この実施形態のＩ
Ｐ電話システムのＩＰ電話端末においては、抽出した事象通知情報を解析することにより
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、次のような未応答ランプの点灯制御をすることもできる。すなわち、ＩＰ電話端末は、
他のＩＰ電話端末が応答したり、留守応答したり、また、着信転送した一斉着信に対して
は、未応答ランプは、点々しないが、一斉着信に対しては応答がなかった場合、つまり、
相手呼放棄の場合の未応答に対しては、未応答ランプを点灯するように構成することがで
きる。
【０２５０】
　使用者は、この未応答のランプの点灯により、相手呼放棄を認識することができ、事象
通知情報に含まれる相手電話番号を用いて、当該相手に電話を掛けることができる。
【図面の簡単な説明】
【０２５１】
【図１】この発明によるＩＰ電話システムの実施形態における一斉着信に対する処理動作
例を説明するためのシーケンス図である。
【図２】この発明によるＩＰ電話システムの実施形態の構成例を示すブロック図である。
【図３】この発明によるＩＰ電話システムの実施形態における主装置の構成例を示すブロ
ック図である。
【図４】この発明によるＩＰ電話システムの実施形態におけるＩＰ電話端末の構成例を示
すブロック図である。
【図５】図１のシーケンス例の場合に用いる通知データの例を示す図である。
【図６】図１のシーケンス例の場合における一斉着信に対する処理動作例を説明するため
の図である。
【図７】この発明によるＩＰ電話システムの実施形態における一斉着信に対する処理動作
例を説明するためのシーケンス図である。
【図８】図７のシーケンス例の場合に用いる通知データの例を示す図である。
【図９】図７のシーケンス例の場合における一斉着信に対する処理動作例を説明するため
の図である。
【図１０】この発明によるＩＰ電話システムの実施形態における一斉着信に対する処理動
作例を説明するためのシーケンス図である。
【図１１】図１０のシーケンス例の場合に用いる通知データの例を示す図である。
【図１２】図１０のシーケンス例の場合における一斉着信に対する処理動作例を説明する
ための図である。
【図１３】この発明によるＩＰ電話システムの実施形態における一斉着信に対する処理動
作例を説明するためのシーケンス図である。
【図１４】図１３のシーケンス例の場合に用いる通知データの例を示す図である。
【図１５】図１３のシーケンス例の場合における一斉着信に対する処理動作例を説明する
ための図である。
【図１６】この発明によるＩＰ電話システムの実施形態における主装置の動作説明のため
のフローチャートの一部を示す図である。
【図１７】この発明によるＩＰ電話システムの実施形態における主装置の動作説明のため
のフローチャートの一部を示す図である。
【図１８】この発明によるＩＰ電話システムの実施形態におけるＩＰ電話端末の動作説明
のためのフローチャートを示す図である。
【図１９】この発明によるＩＰ電話システムの実施形態における一斉着信に対する処理動
作の他の例を説明するためのシーケンス図である。
【図２０】図１９のシーケンス例の場合に用いる通知データの例を示す図である。
【図２１】図１９のシーケンス例の場合における一斉着信に対する処理動作例を説明する
ための図である。
【図２２】この発明によるＩＰ電話システムの実施形態における一斉着信に対する処理動
作の他の例を説明するためのシーケンス図である。
【図２３】図２２のシーケンス例の場合に用いる通知データの例を示す図である。
【図２４】図２２のシーケンス例の場合における一斉着信に対する処理動作例を説明する
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ための図である。
【図２５】この発明によるＩＰ電話システムの実施形態における一斉着信に対する処理動
作の他の例を説明するためのシーケンス図である。
【図２６】図２５のシーケンス例の場合に用いる通知データの例を示す図である。
【図２７】図２５のシーケンス例の場合における一斉着信に対する処理動作例を説明する
ための図である。
【図２８】この発明によるＩＰ電話システムの実施形態における一斉着信に対する処理動
作の他の例を説明するためのシーケンス図である。
【図２９】図２８のシーケンス例の場合に用いる通知データの例を示す図である。
【図３０】図２８のシーケンス例の場合における一斉着信に対する処理動作例を説明する
ための図である。
【図３１】この発明によるＩＰ電話システムの実施形態における主装置の動作説明のため
のフローチャートの一部を示す図である。
【図３２】この発明によるＩＰ電話システムの実施形態における主装置の動作説明のため
のフローチャートの一部を示す図である。
【図３３】この発明によるＩＰ電話システムの実施形態におけるＩＰ電話端末の動作説明
のためのフローチャートを示す図である。
【図３４】この発明によるＩＰ電話システムの他の実施形態の構成例を示すブロック図で
ある。
【図３５】この発明によるＩＰ電話システムの他の実施形態における一斉着信に対する処
理動作の例を説明するためのシーケンス図である。
【図３６】従来のＩＰ電話システムにおける一斉着信に対する処理動作の例を説明するた
めの図である。
【図３７】従来のＩＰ電話システムにおける一斉着信に対する処理動作の例を説明するた
めの図である。
【図３８】従来のＩＰ電話システムにおける一斉着信に対する処理動作の例を説明するた
めの図である。
【符号の説明】
【０２５２】
　１０…ＩＰ電話システム、２０…主装置（回線交換中継装置）、３１～３ｎ…ＩＰ電話
端末、４０…留守応答装置、１１１…事象検出部、１１２…事象通知情報生成部、２１１
…履歴情報記憶部、２１２…事象通知表示情報生成部
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