
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線電話機と、該無線電話機に無線ＬＡＮを介して接続される複数の無線ＬＡＮ基地局
と、前記複数の無線ＬＡＮ基地局に接続されて前記無線電話機の呼制御を行う主装置とを
有する電話システムにおいて、
　前記無線電話機は、
　前記主装置にログインする際、予め定められたユーザー名を記憶する手段と、
　ログイン毎にユーザー名を入力する入力手段と、
　ＩＰアドレス、ＭＡＣアドレス、前記記憶手段に記憶されたユーザー名あるいは前記入
力手段から入力したユーザー名、接続している無線ＬＡＮ基地局のＳＳＩＤを前記主装置
にログイン通知を行う手段を有し、
　前記主装置は、
　ユーザー名毎に無線電話機から通知されるログイン情報を記憶するログインテーブルと
、
　ユーザー名毎に予め登録したユーザーの内線番号とニックネームを記憶するユーザー情
報テーブルと、
　該ユーザー情報テーブルを比較して、該ユーザー情報テーブル内のユーザー名と前記ロ
グイン通知されたユーザー名とが一致した場合、前記無線電話機に前記内線番号および前
記ニックネームを通知すると共に、無線電話機から通知されたログイン情報をロングイン
テーブルに記憶する手段を
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有し、



　
　

　

　
　

　

　

特徴とする電話システム。
【請求項２】
　前記主装置は、
　一定時間おきにログインした前記無線電話機に対して接続確認通知を行う手段と、
　前記ログインテーブルにログイン状態を記録する手段と、
　前記無線電話機からＡＣＫを受信した場合に前記ログインテーブルに接続済みを入力す
る手段と、
　予め定めた時間ＡＣＫが無い場合に前記ログインテーブルに未ログイン状態を入力する
手段を有する、請求項１に記載の電話システム。
【請求項３】
　前記主装置は、
　前記無線電話機がニックネームによる発信に対して、前記ユーザー情報テーブルを参照
し、ニックネームに対応するユーザー名を検索する手段と、
　検索したユーザー名を前記ログインテーブルから検索し、送信先ＩＰアドレスを取得す
る手段と、
　前記ユーザー情報テーブル内のＳＳＩＤ情報で予め定めたアカウント に無線ＬＡＮ
基地局をログインさせない手段とを更に有することを特徴とする請求項１に記載の電話シ
ステム。
【請求項４】
　前記主装置は、
　受信したトラフィック情報を無線ＬＡＮ基地局毎に記したトラフィックテーブルを一定
時間おきにモニターする手段と、
　前記受信したトラフィック情報が予め定めたトラフィック値を越えた場合に、過負荷の
無線ＬＡＮ基地局に接続している無線電話機に対して、過負荷通知を行う手段と、
　通話で使用する音声コーデックの変更を要求する手段とを更に有することを特徴とする
請求項１に記載の電話システム。
【請求項５】
　前記主装置は、
　公衆網へダイヤルする手段と、
　ＩＰ網の通話と公衆網をゲートウェイする手段と、
　前記公衆網に加え構内アナログ電話網、構内ＰＨＳ網にダイヤルする手段と、
　未ログインの無線電話機に着信があった場合、前記ユーザー情報テーブルを参照する手
段と、
　前記着信を予め定めた転送先公衆電話網の電話番号へ転送する手段とを更に有すること
を特徴とする請求項１に記載の電話システム。
【請求項６】
　前記主装置は、
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前記無線ＬＡＮ基地局は、
自身のネットワーク内のＳＳＩＤ、無線チャンネル、送受信量、および前記無線ＬＡＮ

基地局に接続している無線電話機端末数を記したトラフィック情報を、一定時間おきに前
記主装置に送信する手段を有し、

前記主装置は、受信したトラフィック情報を前記無線ＬＡＮ基地局毎に記したトラフィ
ックテーブルを一定時間おきにモニターする手段を有し、

前記ログイン通知を受信した主装置は、
前記ログイン通知に含まれるＳＳＩＤに一致する、前記トラフィックテーブルの前記ト

ラフィック情報を参照する手段と、
該参照したトラフィック情報が予め定めたトラフィック値を越えている場合に、前記無

線電話機に基地局過負荷によるログイン不許可を通知する手段とを有し、
前記無線電話機は、前記ログイン不許可に対して、近隣の無線ＬＡＮ基地局へＩＥＥＥ

８０２．１１ｆで規定される手順でローミングを行い再ログインする手段を有することを

以外



　着信先の無線電話機を登録している無線ＬＡＮ基地局の、前記トラフィックテーブルの
トラフィック情報を参照する手段と、
　該参照したトラフィック情報が予め定めた送受信量及び端末数を越える場合に、前記ユ
ーザー情報テーブルを参照して、前記着信を予め定めた転送先構内網の構内無線電話機へ
転送する手段とを更に有することを特徴とする に記載の電話システム。
【請求項７】
　前記主装置は、
　未ログインの無線電話機に着信があった場合、呼を一定時間保留する手段と、
　前記ユーザー情報テーブルに E-Mailアドレスを記録する手段と、
　予め定めた内容の E-Mailを送信する手段と、
　前記ユーザー情報テーブルを参照して、予め定めた E-Mailアドレスで着信とログインを
促す通知をする手段と、
　前記保留中に無線電話機がログインした場合、保留を解除し通話可能にする手段とを更
に有することを特徴とする請求項１に記載の電話システム。
【請求項８】
　前記主装置は、
　ユーザー毎に予め定めた時間帯に対する転送先を記したスケジュールテーブルと、
　着信時の時間から前記スケジュールテーブルに対応した転送先を検出する手段と、
　対応先へ前記着信を転送する手段とを更に有することを特徴とする に記載の電
話システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、無線ＬＡＮを用いた電話システムに関し、特に、番号ローミング制御に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
コンピュータネットワークは、計算機を互いにネットワーク化したものである。異機種の
計算機を互いに接続するコンピュータネットワークとしてインターネットがある。インタ
ーネットでは、ネットワークプロトコルとしてＴＣＰ／ＩＰ（ transmission control pro
tocol/internet protocol）が使われている。ＴＣＰ／ＩＰは５層からなる階層形プロト
コルである。ネットワーク層としてＩＰ、トランスポート層としてＴＣＰが代表的なプロ
トコルとして使われていることから、ＴＣＰ／ＩＰという呼び名が広く使われている。
【０００３】
ＩＰはインターネットに接続される各計算機に対するアドレス付けと経路接続を担う。Ｉ
Ｐでは、アドレスは３２ビットの整数で表現されるＩＰアドレスが用いられており、各計
算機が有するネットワークインタフェースに対して割り当てられる。ＩＰアドレスは各計
算機に対して割り当てられるのではなく、各計算機が有する各ネットワークインタフェー
スに割り当てられる。したがって、ルータなどの複数のネットワークインタフェースを有
する計算機では、各インタフェースごとに異なるＩＰアドレスが割り当てられることにな
る。
【０００４】
一方、ＬＡＮ（ local area network）は、同一建物内、あるいは同一敷地内などの比較的
狭い地域に分散設置されたサーバー、ワークステーション、パーソナルコンピュータなど
の各種コンピュータを結ぶ構内ネットワーク・システムである。ＬＡＮなどにおいては、
多くのホストが一つの伝送媒体（メディア）を共用するような利用形態が普及している。
このＬＡＮに必須な伝送制御技術としてＭＡＣ（メディア・アクセス制御）がある。ＭＡ
Ｃは構内ケーブルを複数ノードが円滑に共同利用するためのアクセス制御のことである。
ＭＡＣは、ＯＳＩ（ open systems interconnection）モデルのデータリンク層下位副層に
位置づけられ、上位副層のＬＬＣ（論理リンク制御）と共同動作することでデータリンク
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請求項５

請求項５



層機能を実現する。
【０００５】
ＭＡＣアドレスは、ＬＡＮに接続されたすべてのポート又は装置に必要とされる標準化さ
れたデータリンク層アドレスである。ネットワーク内の他の装置は、これらのアドレスを
使用してネットワーク内の特定のポートの位置を突き止め、ルーティングテーブルおよび
データ構造を生成し更新する。ＭＡＣアドレスは６バイト長で、ＩＥＥＥによって制御さ
れる。ＭＡＣアドレスは、ハードウェアアドレス、ＭＡＣ層アドレス、物理アドレスとし
ても知られている。
【０００６】
尚、ＩＰアドレスをイーサネット（登録商標）などのＭＡＣアドレスに変換するためのプ
ロトコルがＡＲＰ（ address resolution protocol）である。ＩＰレイヤから実際にデー
タを送信しようとした場合に、宛先ＩＰアドレスをＭＡＣアドレスに変換する必然性が生
じるが、ＡＲＰは、その処理を動的に行うために用意されている。
【０００７】
ところで、ＩＰによる電話サービス、特に無線ＬＡＮを介したＩＰ電話では、ネットワー
ク内のトラフィック状態により音声の品質が左右される。「無線ＬＡＮ」とは、電磁波（
電波）や光（赤外線）など、電線（有線ケーブル）以外の伝送路を利用したＬＡＮのこと
をいう。尚、有線ケーブルの伝送路を利用したＬＡＮは有線ＬＡＮと呼ばれる。
【０００８】
ここで、「ＩＰ電話」とはＩＰを用いた電話のことをいう。詳述すると、ＩＰ電話は、Ｉ
Ｐ電話網（ＩＰネットワーク網）を介して通話を行う手段を有する電話機で、通常の電話
機と違い音声をデジタル化（パケット化）して送信する。「ＩＰ電話網」とは、ＩＰを用
いた電話網のことで、ＩＰによる通信が可能なネットワーク網を示し、とくに電話網に限
定しない。また、ＩＰ電話による通話相手への発信は、通信相手のＩＰアドレス（通常の
電話の電話番号に相当する）を入力して発信する。ＩＰ電話の主装置がある場合、ＩＰア
ドレスと内線番号またはニックネーム（任意の文字列等）とを対応させることできるので
、内線番号やニックネームによる発信が可能である。尚、「ＩＰ通話」とは、ＩＰ電話で
行っている通話のことをいう。
【０００９】
無線ＬＡＮを用いた電話システムが知られている。この電話システムは、主装置と、この
主装置に有線ＬＡＮを介して接続された複数の無線ＬＡＮ基地局と、これら無線ＬＡＮ基
地局との間で無線ＬＡＮを介して通信を行う複数の無線電話機とを備えている。主装置は
、インターネット網や公衆網に接続されている。尚、無線ＬＡＮ基地局ゾーン識別子とし
てＳＳＩＤ（ Service Set ID）が設定される。ＳＳＩＤは３２文字以内の任意の文字列で
ある。
【００１０】
このような構成の電話システムにおいて、従来においては、主装置はネットワークの状態
に関係なく相手先へ発信している。そのため、場合によってはトラフィック状態によりビ
ジーになる場合がある。この場合には、着信を受けることが出来ない。
【００１１】
尚、本発明に関連する先行技術文献として特開２００１－８２６６号公報（以下「先行技
術文献１」と呼ぶ。）が知られている。この先行技術文献１は、利用者への安価な留守番
電話機能サービスの提供と情報伝送量の効率化との両立を低コストで実現する「留守番電
話システム」を提供している。この先行技術文献１に開示された留守番電話システムでは
、携帯電話機を配下とする交換機に、インターネット網と接続されるインターネット電話
留守番転送機能装置と、各携帯電話機ごとにその登録位置情報と留守番設定情報とインタ
ーネット電話留守番転送機能装置への接続情報とを記憶する携帯電話位置記憶装置を接続
している。携帯電話機からの留守番情報は、この携帯電話機を配下とする交換機に接続さ
れたインターネット電話留守番転送機能装置に記憶させる。留守録再生時は、再生要求し
た携帯電話機の近隣のインターネット電話留守番転送機能装置からインターネット網を介
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して全インターネット電話留守番転送機能装置に、留守録情報検索の要求パケットを放送
モードで送出して収集する。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、以上の問題を解決するために、主装置が無線ＬＡＮのトラフィック状態
、ユーザーのログイン状態をモニターし、適切な通信先に着信させることができる電話シ
ステムを提供することにある。
【００１３】
本発明の他の目的は、着信する前にメールにて着信したことを通知し、ユーザーに着信先
の選択権を与えることができる電話システムを提供することにある。
【００１４】
尚、上述した先行技術文献１は、留守情報の登録とその再生に関する留守番電話システム
を開示しているに過ぎず、無線ＬＡＮのトラフィック状態等を考慮に入れて、適切な通信
先に着信させようとする本発明とは課題が全く異なる。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記の目的を達成するために次のような技術的構成を採用する。
【００１６】
　すなわち、本発明による電話システムは、無線電話機と、この無線電話機に無線ＬＡＮ
を介して接続される複数の無線ＬＡＮ基地局と、複数の無線ＬＡＮ基地局に接続されて無
線電話機の呼制御を行う主装置とを有する電話システムにおいて、無線電話機は、主装置
にログインする際、予め定め

手段と、ＩＰアドレス、ＭＡＣアドレス、
接続している無線ＬＡＮ基地局のＳＳＩＤを

主装置にログイン通知を行う手 有し、主装置は、
ログインテーブルと、

ユーザー情報テーブルと、このユーザー情報テー
ブルを して、ユーザー情報テーブル内のユーザー名とログイン通知されたユーザー名
とが一致した場合、無線電話機に内線番号およびニックネームを通知する

を有することを特徴とする電話システムが得られる。
【００１７】
上記電話システムにおいて、主装置は、一定時間おきにログインした無線電話機に対して
接続確認通知を行う手段と、ログインテーブルにログイン状態を記録する手段と、無線電
話機からＡＣＫを受信した場合にログインテーブルに接続済みを入力する手段と、予め定
めた時間ＡＣＫが無い場合にログインテーブルに未ログイン状態を入力する手段とを有す
ることが好ましい。
【００１９】
　さらに、上記電話システムにおいて、主装置は、無線電話機がニックネームによる発信
に対して、ユーザー情報テーブルを参照し、ニックネームに対応するユーザー名を検索す
る手段と、検索したユーザー名をログインテーブルから検索し、送信先ＩＰアドレスを取
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られたユーザー名を記憶する手段と、ログイン毎にユーザー
名を入力する 記憶手段に記憶されたユーザー名
あるいは入力手段から入力したユーザー名、

段を ユーザー名毎に無線電話機から通知
されるログイン情報を記憶する ユーザー名毎に予め登録したユーザ
ーの内線番号とニックネームを記憶する

比較
と共に、無線電

話機から通知されたログイン情報をログインテーブルに記憶する手段を有し、無線ＬＡＮ
基地局は、自身のネットワーク内のＳＳＩＤ、無線チャンネル、送受信量、および無線Ｌ
ＡＮ基地局に接続している無線電話機端末数を記したトラフィック情報を、一定時間おき
に主装置に送信する手段を有し、主装置は、受信したトラフィック情報を無線ＬＡＮ基地
局毎に記したトラフィックテーブルを一定時間おきにモニターする手段を有し、ログイン
通知を受信した主装置は、ログイン通知に含まれるＳＳＩＤに一致する、トラフィックテ
ーブルのトラフィック情報を参照する手段と、この参照したトラフィック情報が予め定め
たトラフィック値を越えている場合に、無線電話機に基地局過負荷によるログイン不許可
を通知する手段とを有し、無線電話機は、ログイン不許可に対して、近隣の無線ＬＡＮ基
地局へＩＥＥＥ８０２．１１ｆで規定される手順でローミングを行い再ログインする手段



得する手段と、ユーザー情報テーブル内のＳＳＩＤ情報で予め定めたアカウント に無
線ＬＡＮ基地局をログインさせない手段とを更に有することが望ましい。
【００２０】
上記電話システムにおいて、主装置は、受信したトラフィック情報を無線ＬＡＮ基地局毎
に記したトラフィックテーブルを一定時間おきにモニターする手段と、受信したトラフィ
ック情報が予め定めたトラフィック値を越えた場合に、過負荷の無線ＬＡＮ基地局に接続
している無線電話機に対して、過負荷通知を行う手段と、通話で使用する音声コーデック
の変更を要求する手段とを更に有することが望ましい。
【００２１】
　上記電話システムにおいて、主装置は、公衆網へダイヤルする手段と、

未ログインの無線電話機に着信があった場合、ユーザー情報テーブル
を参照する手段と、着信を予め定めた転送先公衆電話網の電話番号へ転送する手段とを更
に有することが好ましい。
【００２２】
上記電話システムにおいて、主装置は、着信先の無線電話機を登録している無線ＬＡＮ基
地局の、トラフィックテーブルのトラフィック情報を参照する手段と、この参照したトラ
フィック情報が予め定めた送受信量及び端末数を越える場合に、ユーザー情報テーブルを
参照して、着信を予め定めた転送先構内網の構内無線電話機へ転送する手段とを更に有す
ることが好ましい。
【００２３】
　上記電話システムにおいて、主装置は、未ログインの無線電話機に着信があった場合、
呼を一定時間保留する手段と、

ユーザー情報テーブルを参照して、予め定
めた E-Mailアドレスで着信とログインを促す通知をする手段と、保留中に無線電話機がロ
グインした場合、保留を解除し通話可能にする手段とを更に有することが望ましい。
【００２４】
上記電話システムにおいて、主装置は、ユーザー毎に予め定めた時間帯に対する転送先を
記したスケジュールテーブルと、着信時の時間からスケジュールテーブルに対応した転送
先を検出する手段と、対応先へ着信を転送する手段とを更に有することが好ましい。
【００２５】
【作用】
無線電話機の呼制御を行う主装置が、無線ＬＡＮ基地局のトラフィック状態や無線電話機
のログイン状態から着信した呼の送信先（転送先）を判断し、公衆網や構内電話網、ＩＰ
電話網に発信する特徴を有し、着信先に予め着信通知メールを送信し、ユーザーに着信方
法を選択出来る機能を有している。
【００２６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００２７】
図１を参照して、本発明の一実施の形態に係る電話システムについて説明する。図示の電
話システムは、主装置１と、この主装置１に（有線）ＬＡＮ４を介して接続された第１お
よび第２の無線ＬＡＮ基地局２および３と、第１および第２の無線ＬＡＮ基地局２および
３に無線ＬＡＮ７を介して接続された第１および第２の無線電話機８および９とを備えて
いる。
【００２８】
第１および第２の無線電話機８，９は、無線ＬＡＮ７を介したＩＰ通話を行う。主装置１
は、無線電話機８，９のＩＰ通話の呼制御を行う。後述するように、無線電話機８，９は
、ＩＰ通話を行うために主装置１にログインする手段を有している。尚、「ログイン」と
は、パソコン通信や電子メールなどの通信サービスの開始の手続きやコマンドのことをい
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以外

ＩＰ網の通話と
公衆網をゲートウェイする手段と、公衆網に加え構内アナログ電話網、構内ＰＨＳ網にダ
イヤルする手段と、

ユーザー情報テーブルに E-Mailアドレスを記録する手段と
、予め定めた内容の E-Mailを送信する手段と、



う。ログインはログオンなどとも呼ばれる。逆に、通信の終了の手続きやコマンドは「ロ
グアウト」と呼ばれる。また、無線ＬＡＮ基地局２，３は、後述するように、接続してい
る無線電話機の数、通信量等のトラフィック情報を主装置１に送信する手段を有している
。
【００２９】
図２を参照すると、主装置１は、メモリ回路１００と、時計２００と、メールを送信する
ためのメールサーバ３００と、呼制御装置４００と、ゲートウェイ５００と、インターネ
ット網５へ接続するＬＡＮインターフェース（Ｉ／Ｆ）６００と、公衆網６へ接続する公
衆網インターフェース（Ｉ／Ｆ）７００と、構内無線電話網インターフェース（Ｉ／Ｆ）
８００とを有する。
【００３０】
メモリ回路１００、時計２００、およびメールサーバ３００は呼制御装置４００に接続さ
れている。ＬＡＮインターフェース６００は呼制御装置４００とゲートウェイ５００とに
接続されている。公衆網インターフェース７００および構内無線電話網インターフェース
８００はゲートウェイ５００に接続されている。
【００３１】
メモリ回路１００は、ログインしている無線電話機の情報を記したログインテーブル１０
３と、ログインユーザー毎に予め設定した内線番号、ニックネーム、転送先等を記したユ
ーザー情報テーブル１０１と、無線ＬＡＮ基地局２，３が送信するトラフィック情報を記
したトラフィックテーブル１０２と、ユーザーのスケジュールテーブル１０４とを含む。
【００３２】
次に、図３および図４を参照して、ログイン通知からログインテーブル１０３を更新する
までの動作について説明する。図３では、第１の無線電話機８が無線ＬＡＮ７（図１）を
介して第１の無線ＬＡＮ基地局２に接続されており、主装置１は第１の無線電話機８の呼
制御を行う場合の例を図示している。
【００３３】
第１の無線電話機８は、主装置１にログインする際、予め定めたユーザー名またはログイ
ン毎にユーザー名を設定し、ＩＰアドレス、ＭＡＣアドレス、ユーザー名、および接続し
ている無線ＬＡＮ基地局のＳＳＩＤを主装置１にログイン通知を行う（図３のＳ１）。こ
こで、ＳＳＩＤは Service Set IDの略で、無線ＬＡＮ基地局ゾーン識別子である。ＳＳＩ
Ｄは３２文字以内の文字列で任意に設定される。
【００３４】
前述したように、主装置１は、受信したログイン通知の情報を記したログインテーブル１
０３（図１）を有している。ログイン通知を受信すると（図４のＦ１）、主装置１は、ロ
グインテーブル１０３のユーザー名と予め登録したユーザーの内線番号やニックネーム、
転送先電話番号を記したユーザー情報テーブル１０１（図１）を参照する（図３のＳ２、
図４のＦ２）。これらユーザー名が一致した場合（図４のＦ３のＹｅｓ）、主装置１は第
１の無線電話機８に内線番号やニックネームの通知する（図３のＳ３、図４のＦ４）。
【００３５】
主装置１は、一定時間おきにログインした第１の無線電話機８に対し接続確認通知を行い
（図３のＳ４、図４のＦ５）、ログインテーブル１０３にログイン状態を記録する。第１
の無線電話機８からＡＣＫ（肯定応答）を受信した場合（図３のＳ５、図４のＦ６のＹｅ
ｓ）、主装置１は、ログインテーブル１０３に接続済みを入力する（図３のＳ６）。一方
、予め定めた時間、ＡＣＫが無い場合（図４のＦ６のＮｏ）、主装置１はログインテーブ
ル１０３に未ログイン状態を入力する（図４のＦ８）。
【００３６】
尚、ユーザー名が一致しなかった場合（図４のＦ３のＮｏ）、主装置１はログイン不許可
通知を発信する（図４のＦ７）。
【００３７】
次に、図５を参照して、トラフィック情報を通知してからローミングを行い再ログインす
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るまでの動作について説明する。図５では、第１の無線電話機８が無線ＬＡＮ７（図１）
を介して第１の無線ＬＡＮ基地局２に接続されており、主装置１は第１の無線電話機８の
呼制御を行うと共に、第１の無線電話機８から第２の無線ＬＡＮ基地局３にローミングす
る場合の例を図示している。
【００３８】
ここで、ローミングとは、第１の無線電話機８が通信中に移動しながら、第１の無線ＬＡ
Ｎ基地局２、第２の無線ＬＡＮ基地局３と接続する基地局を移り変わることができる機能
をいう。無線ＬＡＮにおけるローミングの動作については、後で図８を参照して説明する
。
【００３９】
第１の無線ＬＡＮ基地局２は、自ネットワーク内のＳＳＩＤ、無線チャンネル、送受信量
、端末数を記したトラフィック情報を一定時間おきに主装置１に送信する（Ｓ７）。
【００４０】
主装置１は、受信したトラフィック情報を無線ＬＡＮ基地局毎に記したトラフィックテー
ブル１０２を一定時間おきにモニターする（Ｓ８）。
【００４１】
第１の無線電話機８からのログイン通知（Ｓ９）を受信した主装置１は、ログイン通知に
含まれるＳＳＩＤに一致するトラフィック情報を参照する（Ｓ１０，Ｓ１１）。その参照
したトラフィック情報が予め定めたトラフィック値を超えている場合、主装置１は第１の
無線電話機８に基地局過負荷によるログイン不許可を通知する（Ｓ１２）。
【００４２】
第１の無線電話機８は、ログイン不許可に対し、近隣無線ＬＡＮ基地局へＩＥＥＥ８０２
．１１ｆで規定されている手順でローミングを行い（Ｓ１１）、再ログインする（Ｓ１２
）。
【００４３】
尚、ＩＥＥＥ８０２．１１ｆで規定されている手順については、後で図８を参照して詳細
に説明する。
【００４４】
また、主装置１は、第１の無線電話機８がニックネームによる発信に対し、ユーザー情報
テーブル１０１を参照し、ニックネームに対応するユーザー名を検索する。そして、主装
置１は、検出したユーザー名をログインテーブル１０３から検索し、送信先ＩＰアドレス
を取得する。ユーザー情報テーブル１０１内のＳＳＩＤ情報で予め定めたアカウント以外
に無線ＬＡＮ基地局をログインさせない。
【００４５】
主装置１は、受信したトラフィック情報を無線ＬＡＮ基地局毎に記したトラフィックテー
ブル１０２を一定時間おきにモニターする。そして、その受信したトラフィック情報が予
め定めたトラフィック値を超えた場合、主装置１は過負荷の基地局に接続している無線電
話機に対し、構内無線電話網インターフェース８００によって過負荷通知を行い、通話で
使用する音声コーデックの変更を要求する。
【００４６】
次に、図６を参照して、未ログインの無線電話機に着信があってから、その着信を予め定
めた転送先へ転送するまでの動作の一例について説明する。尚、主装置１の公衆網インタ
ーフェース７００は、公衆網６へダイヤルする機能を持っている。
【００４７】
未ログインの無線電話機に着信があったとする（Ｆ９、Ｆ１０のＮｏ）。すなわち、第１
の無線電話機８（無線電話機Ａ）から第２の無線電話機９（無線電話機Ｂ）への接続要求
を受信し（Ｆ９）、第２の無線電話機９（無線電話機Ｂ）がログイン中でないとする（Ｆ
１０のＮｏ）。この場合、主装置１は、ユーザー情報テーブル１０１とスケジュールテー
ブル１０３とを参照し（Ｆ１２，Ｆ１３）、その接続要求（着信）を予め定めた転送先公
衆電話網の電話番号へ転送する（Ｆ１４）。
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【００４８】
尚、構内無線電話機８，９の無線ＬＡＮ基地局２，３を有する主装置１は、トラフィック
テーブル１０２内の、着信先の無線電話機を登録している無線ＬＡＮ基地局のトラフィッ
ク情報を参照する。そして、その参照したトラフィック情報が予め定めた送受信量及び端
末数を超える場合、主装置１は、ユーザー情報テーブル１０１を参照して、上記接続要求
（着信）を予め定めた転送先構内網の構内無線電話機へ転送する。
【００４９】
次に、図７を参照して、未ログインの無線電話機に着信があってから、その着信を予め定
めた転送先へ転送するまでの動作の他の例について説明する。
【００５０】
主装置１において、未ログインの無線電話機に着信があったとする（Ｆ１５，Ｆ１６のＮ
ｏ）。すなわち、第１の無線電話機８（無線電話機Ａ）から第２の無線電話機９（無線電
話機Ｂ）への接続要求を受信し（Ｆ１５）、第２の無線電話機９（無線電話機Ｂ）がログ
イン中でないとする（Ｆ１６のＮｏ）。この場合、主装置１は、先ず、第１の無線電話機
８（無線電話機Ａ）の呼を一定時間保留する（Ｆ１８）。引続いて、主装置１は、ユーザ
ー情報テーブル１０１を参照し（Ｆ１９）、第２の無線電話機９（無線電話機Ｂ）のユー
ザーへ予め定めた E-Mailアドレスで着信とログインを促す通知をする（Ｆ２０）。保留中
に第２の無線電話機９（無線電話機Ｂ）がログインした場合（Ｆ２１のＹｅｓ）、主装置
１は保留を解除して、第２の無線電話機９（無線電話機Ｂ）の通話を可能にする（Ｆ１７
）。一方、Ｘ秒経過しても第２の無線電話機９（無線電話機Ｂ）がログインをしなかった
場合（Ｆ２１のＮｏ，Ｆ２２のＹｅｓ）、主装置１は、ユーザー情報テーブル１０１を参
照して（Ｆ２３）、着信を構内無線電話網または公衆網へ転送する（Ｆ２４）。
【００５１】
尚、主装置１は、前述したように、ユーザー毎に予め定めた時間帯に対する転送先を記し
たスケジュールテーブル１０４を有している。主装置１は、着信時の時間からスケジュー
ルテーブル１０４に対応した転送先を検出し、着信を対応先へ転送する。
【００５２】
次に、図８を参照して、無線ＬＡＮにおけるローミングの動作とＩＥＥＥ８０２．１１ｆ
で規定されている手順について説明する。
【００５３】
前述したように、ローミングとは、第１の無線電話機８が通話中に移動しながら、第１の
無線ＬＡＮ基地局２、第２の無線ＬＡＮ基地局３と接続する基地局を切り変わることがで
きる機能のことをいう。
【００５４】
第１の無線ＬＡＮ基地局２と接続中に（Ｓ１５）、第１の無線電話機８が移動し（Ｓ１６
）、第１の無線電話機８が第１の無線ＬＡＮ基地局２から離れてくると仮定する。この場
合、第１の無線電話機８における、第１の無線ＬＡＮ基地局２から送信されるビーコン信
号の電波強度が低くなる。この電波強度が予め定めた閾値よりも小さくなると、第１の無
線電話機８は各周波数帯でビーコン信号をサーチする。
【００５５】
サーチした結果、第１の無線電話機８は第２の無線ＬＡＮ基地局３から送信されたビーコ
ン信号を受信し（Ｓ１７）、この受信したビーコン信号の電波強度が予め定めた閾値（通
常、第１の無線ＬＡＮ基地局２の電波強度よりもある程度大きい値）よりも強いと、第１
の無線電話機８は第２の無線ＬＡＮ基地局３へローミング接続要求を送信する（Ｓ１８）
。
【００５６】
次に、ＩＥＥＥ８０２．１１ｆで規定されている手順について説明する。
【００５７】
第１の無線電話機８は、ローミングする第２の無線ＬＡＮ基地局３に、「ローミング接続
要求」を送信する（Ｓ１８）。ローミング接続要求を受信した第２の無線ＬＡＮ基地局３
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は、第１の無線電話機８へ接続許可を送信する（Ｓ１９ )。これにより、第１の無線電話
機８と第１の無線ＬＡＮ基地局２とが接続中（通信中）に（Ｓ２０）、第１の無線電話機
８と第２の無線ＬＡＮ基地局３とが通信可能となる（Ｓ２１）。接続許可を送信した第２
の無線ＬＡＮ基地局３は、第１の無線電話機８がローミング前に接続していた第１の無線
ＬＡＮ基地局２にローミング終了通知を送信する（Ｓ２２）。このローミング終了通知を
受信した第１の無線ＬＡＮ基地局２は、第１の無線電話機８の接続を切断する（Ｓ２３）
。
【００５８】
図９に主装置１のメモリ回路１００が有するログインテーブル１０３の具体例を示す。ロ
グインテーブル１０３は、ユーザー名フィールド１０３－１と、ＩＰアドレスフィールド
１０３－２と、ＭＡＣアドレスフィールド１０３－３と、ＳＳＩＤフィールド１０３－４
とを有する。
【００５９】
図１０に主装置１のメモリ回路１００が有するユーザー情報テーブル１０１の具体例を示
す。ユーザー情報テーブル１０１は、ユーザー名フィールド１０１－１と、内線番号フィ
ールド１０１－２と、ニックネームフィールド１０１－３と、第１の転送先電話番号フィ
ールド１０１－４と、第２の転送先電話番号フィールド１０１－５とを有する。
【００６０】
図１１に主装置１のメモリ回路１００が有するトラフィックテーブル１０２の具体例を示
す。トラフィックテーブル１０２は、ＳＳＩＤフィールド１０２－１と、無線チャンネル
値フィールド１０２－２と、接続無線電話機数フィールド１０２－３と、送信パケット数
フィールド１０２－４と、受信パケット数フィールド１０２－５とを有する。
【００６１】
図１２に後述する基地局のメモリ回路が有するトラフィックテーブル２０３の具体例を示
す。トラフィックテーブル２０３は、ＳＳＩＤフィールド２０３－１と、無線チャンネル
値フィールド２０３－２と、接続無線電話機数フィールド２０３－３と、送信パケット数
フィールド２０３－４と、受信パケット数フィールド２０３－５とを有する。
【００６２】
図１３は第１の無線電話機８の構成を示すブロック図である。尚、図示はしないが、第２
の無線電話機９も第１の無線電話機８と同様の構成を有する。
【００６３】
第１の無線電話機８は、マイクロホン等の音声を入力する音声入力回路８０１と、スピー
カ等の音声を出力する音声出力回路８０２とを有する。第１の無線電話機８はさらに、音
声入力回路８０１と音声出力回路８０２とに接続された音声パケット変換回路８０３をも
有する。音声パケット変換回路８０３は、音声入力回路８０１から入力された音声データ
のＩＰパケット化と、ＩＰパケットから音声データに復元して音声出力回路８０２へ送信
する機能を有する。
【００６４】
第１の無線電話機８は、入力回路８０４と、表示回路８０５と、制御回路８０６と、メモ
リ回路８０７と、無線ＬＡＮインターフェース（Ｉ／Ｆ）回路８０８とを更に備える。入
力回路８０４は、オペレータ（通話者）が主装置１へのログイン時にユーザー名の入力や
、通話相手の番号を入力するためのものである。メモリ回路８０７は、予めログイン時の
ユーザー名を格納する機能を有する。ここで、メモリ回路８０７に格納するユーザー名は
複数でも良い。無線ＬＡＮＩ／Ｆ回路８０８は、ＩＥＥＥ８０２．１１に代表される無線
ＬＡＮ方式で通信するインターフェース回路である。
【００６５】
図１４は第１の無線ＬＡＮ基地局２の構成を示すブロック図である。尚、図示はしないが
、第２の無線ＬＡＮ基地局３も第１の無線ＬＡＮ基地局２と同様の構成を有する。
【００６６】
第１の無線ＬＡＮ基地局２は、制御回路２０１と、トラフィックテーブル２０３を含むメ
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モリ回路２０２と、送受信パケット数モニター回路２０５を含む無線ＬＡＮＩ／Ｆ回路２
０４とを有する。
【００６７】
無線ＬＡＮＩ／Ｆ回路２０４は、ＩＥＥＥ８０２．１１に代表される無線ＬＡＮ方式で通
信するインターフェイス回路である。この無線ＬＡＮＩ／Ｆ回路２０４に含まれる送受信
パケット数モニター回路２０５は、第２の無線ＬＡＮ基地局２が送受信しているパケット
数をカウントする。制御回路２０１は、この送受信パケット数モニター回路２０５でカウ
ントした結果をメモリ回路２０２のトラフィックテーブル２０３に記録する。制御回路２
０１は、トラフィックテーブル２０３の記録内容を予め定めた時間間隔で主装置１に送信
する機能を有する。
【００６８】
図１５に主装置１のメモリ回路１００が有するスケジュールテーブル１０４の一例を示す
。図１５において、（Ａ）はユーザーＡのスケジュールテーブル１０４の一例を示し、（
Ｂ）はその具体例を示す。
【００６９】
図１５（Ａ）に示すスケジュールテーブル１０４によると、ユーザーＡにはパターンＡ～
パターンＤがあることが判る。図１５（Ｂ）は、これらパターンＡ～パターンＤの具体例
を示している。
【００７０】
尚、スケジュールテーブル１０４は、図１５に示したパターンに限定されないのは勿論で
ある。例えば、ユーザー情報テーブル１０１に記録した内線番号をパターンＡ、第１の転
送先電話番号をパターンＢ、第２の転送先電話番号をパターンＣ、・・・としても良い。
【００７１】
また、曜日や時間帯は、図１５に図示したものに特定されない。例えば、１時間おきに設
定しても良い。さらに、スケジュールテーブル１０４は、ＨＴＭＬ（ hypertext markup l
anguage）として保存し、Ｗｅｂブラウザで閲覧、スケジュールの入力を行っても良い。
【００７２】
尚、本発明は、上述した実施の形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種
々の変更が可能なのはいうまでもない。
【００７３】
【実施例】
本発明の第１の実施例について説明する。
【００７４】
図１は、本発明の実施例のネットワーク構成を示すブロック図である。
【００７５】
ＩＰ（インターネットプロトコル）による通話を行う手段（図示せず）を有する無線電話
機８、９は、無線ＬＡＮ７を介し無線ＬＡＮ７とＬＡＮ４をブリッジする手段（図示せず
）を有する無線ＬＡＮ基地局２、３に接続され、ＬＡＮ４を介して無線電話機のＩＰ通話
の呼制御を行う手段（図示せず）を有する主装置１と接続される。ここで、無線電話機の
インターフェースは無線ＬＡＮＩ／Ｆに限定せず、１０Ｂａｓｅ－Ｔや１００Ｂａｓｅ－
Ｔ等の周知のＬＡＮＩ／Ｆでもよい。
【００７６】
図２は本発明の実施例の主装置１内部の構成を示すブロック図である。
【００７７】
主装置１は、ＬＡＮＩ／Ｆ６００でＬＡＮ４とのインターフェースし、無線ＬＡＮ基地局
２、３とＬＡＮ４で接続される。ＬＡＮＩ／Ｆ６００の部分はＬＡＮＩ／Ｆに限定せず、
無線ＬＡＮＩ／Ｆ回路を有し、無線電話機と接続しても良い。
【００７８】
主装置１は無線電話機８、９から通知されたログイン情報をユーザー名毎に記録するログ
インテーブル１０３と主装置１への接続許可を与えられたユーザーのユーザー名毎に予め
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登録したユーザーの内線番号とニックネームを記憶するユーザー情報テーブル１０３を記
憶するメモリ回路１００と、無線電話機８、９のＩＰ通話の制御を行う呼制御装置４００
を有する。また、呼制御装置４００は、無線電話機８、９から通知されたログイン情報内
の所定部分に記されたユーザー名を抽出し、前記ユーザー情報テーブル１０１に記された
ユーザー名と比較する手段（図示せず）を有する。
【００７９】
図１３は本発明の第１の実施例の無線電話機８、９の構成を示すブロック図である。
【００８０】
無線電話機８、９は、予め定められたユーザー名を記憶するメモリ回路８０７と、オペレ
ータがログイン毎にユーザー名を設定する入力回路８０４を有する。
【００８１】
メモリ回路８０７に記録する予め定めたユーザー名は複数記録しておいてもよい。また、
オペレータがメモリ回路８０７内に記録している複数のユーザー名の中から入力回路８０
４から選択してもよい。
【００８２】
無線電話機８、９は主装置１にログインする際にＩＰアドレス、ＭＡＣアドレス、前記メ
モリ回路８０７に記憶されたユーザー名あるいは入力回路８０４から入力、あるいは複数
のユーザー名から選択されたユーザー名、接続している無線ＬＡＮ基地局ＳＳＩＤ（無線
ＬＡＮ基地局のゾーン識別子）をログイン情報として主装置１に通知を行う制御回路８０
６を有する。また、制御回路８０６は入力回路８０４で入力された送信先アドレス（例え
ば、内線番号、ＩＰアドレス、ニックネーム等）へ接続を主装置１に要求しＩＰ通話を行
う手段（図示せず）を有する。
【００８３】
次に、本発明の第１の実施例の動作について説明する。
【００８４】
無線電話機８は、無線ＬＡＮ７を介しＩＰネットワーク上の主装置１に接続する際、前記
ログイン情報を主装置１に送信しログインする。
【００８５】
主装置１は、無線電話機８からＬＡＮＩ／Ｆ６００を経由して受信したログイン情報を呼
制御装置４００に入力する。
【００８６】
呼制御装置４００は、受信した前記ログイン情報内の所定部分に記されたユーザー名を抽
出し、ユーザー情報テーブル１０１に記録されたユーザー名と比較し、一致するユーザー
名の場合（図４のＦ３のＹｅｓ）、受信したログイン情報をログインテーブルに記録し（
図３のＳ６）、ユーザー情報テーブル１０１に記された内線番号、及びニックネームをロ
グイン要求した無線電話機８へ送信する（図示せず）。ここでニックネームはユーザーを
識別する任意の文字列を示す。
【００８７】
無線電話機８は主装置１から内線番号、及びニックネームを受信するとログイン完了とし
、無線電話機８はこの内線番号、及びニックネームに着信を受けることが可能となる。
【００８８】
主装置１は無線電話機８から送信されたユーザー名が既にログイン済みの場合、ログイン
不許可通知を送信する（図４の F７）か、ログイン済みの他の無線電話機が通話中でない
場合、新規にログインした無線電話機８のログインを許可し、既にログインしている他の
無線電話機をログアウトしてもよい。
【００８９】
無線電話機９についても上記と同様の動作によりログインを行う。
【００９０】
本発明の第１の実施例の効果として、主装置１に記録されたログインテーブル１０３をオ
ペレータが参照して、無線ＬＡＮ基地局に接続している無線電話機の数を知ることでき、
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この情報を元に１つの無線ＬＡＮ基地局に無線電話機が集中して接続しないように、ログ
インを制限する保守サービスを提供できる。また、ログインを制限することに限定せず無
線電話機に別の基地局を経由して接続することを通知してもよい。
【００９１】
また、オペレータが主装置１のログインテーブル１０３を参照して、ログインしている無
線電話機のログイン状態を監視することができる。
【００９２】
主装置１にログインした無線電話機は従来の電話番号体系を変更する必要が無く、また、
無線電話機本体を移動しなくても出先の無線電話機からログインして出先で同じ内線番号
、ニックネームで着信を受けることが出来るという効果を奏する。
【００９３】
次に、本発明の第２の実施例について説明する。
【００９４】
主装置１は、一定時間おきにログインした無線電話機に対し接続確認通知を行う手段（図
示せず）を有し、ログインテーブル１０３にログイン状態を記録する手段（図示せず）を
有する。また、無線電話機から予め定めた時間ＡＣＫが無い場合、ログインテーブル１０
３から当該無線電話機の情報を削除する手段 (図示せず）を有する。ログイン状態の記録
は、ログインテーブル１０３に記録している無線電話機の情報の有無でも良い。
【００９５】
本発明の第２の実施例の動作について説明する。
【００９６】
主装置１は、上記第１の実施例で示したログインにより接続している無線電話機に対し、
一定時間おきに接続確認を行う。この接続確認を受信した無線電話機は、主装置１にＡＣ
Ｋを送信する。
【００９７】
主装置１は、無線電話機から送信されたＡＣＫを受信した場合、ログインテーブル１０３
の更新を行わず無線電話機から予め定めた時間ＡＣＫが無い場合、ログインテーブル１０
３から当該無線電話機の情報を削除する。
【００９８】
本発明の第２の実施例の効果として、ログインテーブル１０３を参照することでユーザー
のログイン状態を確認することでできるという効果があり、このログイン情報を無線電話
機に通知することで、発信（ダイヤル）する前に発信先の無線電話機の状態を知ることが
可能な在席確認サービスを提供できる。
【００９９】
次に、本発明の第３の実施例について説明する。
【０１００】
無線ＬＡＮ基地局２，３は、自身の無線ネットワーク内のＳＳＩＤ、無線チャンネル、送
受信量、端末数を記したトラフィック情報を一定時間おきに主装置１に送信する手段（図
示せず）を有する。トラフィック情報はＳＳＩＤ、無線チャンネル、送受信量、端末数に
特定されない。
【０１０１】
主装置１は、無線ＬＡＮ基地局から送信されたトラフィック情報を無線ＬＡＮ基地局毎に
記したトラフィックテーブル１０２を一定時間おきに参照する手段（図示せず）を有する
。
【０１０２】
本発明の第３の実施例の動作について説明する。
【０１０３】
上記第１の実施例で示すログイン通知を受信した主装置１は、ログイン通知に含まれるＳ
ＳＩＤに一致するトラフィック情報を参照し、予め定めたトラフィック値を超えている場
合、無線電話機に基地局過負荷によるログイン不許可を通知する。予め定めたトラフィッ
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ク値とは、例えば１つの無線ＬＡＮ基地局に接続可能な端末数や、無線ＬＡＮ基地局が送
受信しているデータ量である。
【０１０４】
ログイン不許可を受信した無線電話機は、近隣基地局へＩＥＥＥ８０２．１１ｆで規定さ
れているローミングを行い、ログイン不許可を通知した無線ＬＡＮ基地局と異なる無線Ｌ
ＡＮ基地局からログインする。
【０１０５】
本発明の第３の実施例の効果として、主装置１は無線ＬＡＮ基地局２，３のトラフィック
状態を監視し、自動的に１つの無線ＬＡＮ基地局へ集中してログインすることを防ぎ、ト
ラフィック過多による通信サービスの劣化を防ぐことができるという効果がある。
【０１０６】
次に、本発明の第４の実施例の動作について説明する。
【０１０７】
主装置１は、無線電話機がダイヤルしたニックネームに対応するユーザーをユーザー情報
テーブル１０１から検索する手段（図示せず）を有し、検出した着信ユーザーのログイン
状態をログインテーブル１０３を参照する手段（図示せず）を有し、ログインテーブル１
０３から着信側の無線電話機のＩＰアドレスを参照する手段 (図示せず）を有する。
【０１０８】
ダイヤルしたニックネームに対応するユーザーをユーザー情報テーブル１０１から検索す
る手段は、ニックネームに限らない。
【０１０９】
本発明の第４の実施例の動作について説明する。
【０１１０】
無線電話機８，９は通話したい相手を示すニックネームをダイヤルする。
【０１１１】
主装置１は無線電話機のダイヤルしたニックネームをユーザー情報テーブル１０１を参照
し、一致するニックネームに対応するユーザーを特定する。
【０１１２】
通話したいユーザーを特定した主装置１は、ログインテーブル１０３を参照し、ログイン
している無線電話機の中に通話したいユーザーの無線電話機が有る場合、ログインテーブ
ル１０３に記録されたＩＰアドレスを取得し、ニックネームをダイヤルした無線電話機に
通話先無線電話機のＩＰアドレスを通知する。
【０１１３】
本発明の第４の実施例の効果として、無線電話機８，９を操作するオペレータは無線電話
機８，９を移動することなく、移動先々の無線電話機からログインを行うことで、移動先
の無線電話機にユーザー宛の着信を受けることを可能にする。
【０１１４】
本発明の第５の実施例について説明する。
【０１１５】
主装置１は、無線電話機８，９の呼制御時に通話で使用する音声コーデックの変更を無線
電話機へ要求する手段 (図示せず）を有し、無線電話機８，９は音声通話で使用する音声
コーデック（Ｇ．７１１やＧ．７２９に代表されるもの）を主装置１の要求に変更する手
段（図示せず）を有する。音声コーデックの変更に限らず、例えばＴＶ電話の機能を有し
た無線電話機の場合、映像のコーデックの変更する手段を有してもよい。また、無線電話
機８，９はコーデックの圧縮率（ビットレート）を、変更する手段を有しても良い。
【０１１６】
本発明の第５の実施例の動作について説明する。
【０１１７】
主装置１は無線電話機８，９が送信する通話相手先のダイヤル情報を受信した際、ログイ
ン情報から無線電話機が接続している無線ＬＡＮ基地局を特定し、その無線ＬＡＮ基地局
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のトラフィックテーブル２０３を参照して予め定めたトラフィック値を超えている場合、
当該無線電話機に対し、音声通話で使用する音声コーデックの変更を要求する。主装置１
からのコーデック変更の要求に対し変更可能な音声コーデックが有る場合、当該無線電話
機は音声コーデックを変更する。
【０１１８】
本発明の第５の実施例の効果として、ネットワークのトラフィックが予め定めたトラフィ
ックを超えた場合に音声、映像のコーデックを通信量の少ないコーデックへ変更して、ネ
ットワーク内のトラフィックを減らすことができる。
【０１１９】
本発明の第６の実施例について説明する。
【０１２０】
主装置１は、公衆網（ＰＳＴＮ網）６へダイヤルする手段（図示せず）を有し、ＩＰ網の
通話と公衆網６をゲートウェイする手段５００を有する。また、公衆網６に加え、主装置
２は、構内アナログ電話網、構内ＰＨＳ網にダイヤルする手段（図示せず）を有する。
【０１２１】
本発明の第６の実施例の動作について説明する。
【０１２２】
無線電話機８，９は通話相手先の電話番号またはニックネームをダイヤルする。
【０１２３】
このダイヤル情報を受信した主装置１は、ログインテーブル１０３を参照し、通話相手先
のログイン状態を確認する。通話相手先が未ログインの場合、主装置１は、ユーザー情報
テーブル１０１を参照し、予め定めた転送先公衆電話網の電話番号へ転送する手段（図示
せず）を有する。転送先は、公衆網６に限らず内線番号、ニックネーム、構内ＰＨＳ番号
でもよい。また、無線電話機８，９から相手先をダイヤルするに限定せず、公衆網６や構
内アナログ網等からダイヤルした場合も含む。
【０１２４】
また、上述した第３の実施例で示したネットワーク内のトラフィック状態がＩＰによる通
話の品質が悪くなるトラフィック値の場合、構内アナログ網や構内ＰＨＳ網へダイヤルす
る。
【０１２５】
本発明の第６の実施例の効果として、着信先のログイン状態とＩＰネットワークのトラフ
ィック状態から動的に通話の音声品質が良くなる方や通話料金がやすくなる方へ着信先を
換えることが可能となる。
【０１２６】
本発明の第７の実施例について説明する。
【０１２７】
主装置１は、通話の呼を保留する手段を有し、ユーザー情報テーブル１０１に E-Mailアド
レスを記録する手段（図示せず）を有し、予め定めた内容の E-Mailを送信する手段（図示
せず）を有する。
【０１２８】
本発明の第７の実施例の動作について説明する。
【０１２９】
無線電話機８，７は通話相手先の電話番号またはニックネームをダイヤルする。
【０１３０】
このダイヤル情報を受信した主装置１は、ログインテーブル１０３を参照し、通話相手先
無線電話機のログイン状態を確認する。通話相手先が未ログインの場合、主装置１は、予
め定めた時間発信側の無線電話機の呼を保留するか呼び出し中にし、ユーザー情報テーブ
ル１０１を参照し、着信先のユーザーの E-Mailアドレスへ当該無線電話機から着信が来て
いる内容を記録して送信する。
【０１３１】
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着信の通知は、 E-Mailに限らず、携帯電話や、公衆網６へ発信し音声ガイダンスで通知し
てもよい。
【０１３２】
前記保留中または呼び出し中に着信先無線電話機がログインした場合、主装置１は、保留
を解除して通話可能にするか、呼び出し音を鳴らす。
【０１３３】
また、予め定めた時間を超えてもログインされない場合、主装置１は、ユーザー情報テー
ブル１０１に記録された転送先へダイヤルする。
【０１３４】
本発明の第７の実施例の効果として、現在ログインしていないユーザーへの着信の場合で
も、すぐに転送先へダイヤルするのではなく、転送する前に着信側のユーザーに着信を通
知することで、着信先のユーザーは、現在のロケーションで良いと思う方で通話すること
が可能となる。
【０１３５】
本発明の第８の実施例について説明する。
【０１３６】
主装置１は、ユーザー毎に予め定めた時間帯に対する転送先を記したスケジュールテーブ
ル１０４を有し、着信時の時間からスケジュールテーブル１０４に対応した転送先を検出
する手段（図示せず）を有し、対応先へ転送する手段（図示せず）を有する。スケジュー
ルテーブル１０４は、汎用のＰＩＭ（ Personal Information Manager）のスケジュール表
でもよい。また、主装置１は、汎用のスケジュール表と同期する手段を有しても良い。
【０１３７】
本発明の第８の実施例の動作について説明する。
【０１３８】
無線電話機８，９は通話相手先の電話番号またはニックネームをダイヤルする。
【０１３９】
このダイヤル情報を受信した主装置１は、ログインテーブル１０３を参照し、通話相手先
無線電話機のログイン状態を確認する。通話相手先が未ログインの場合、主装置１は、現
在の時間に対応するスケジュールテーブル１０４内の転送先情報を参照し、転送先へ発信
する。
【０１４０】
本発明の第８の実施例の効果として、着信先をスケジュールテーブル１０４に従うことで
、着信先ユーザーが受話出来る可能性が高い着信先へ転送することが可能となる。
【０１４１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明では、主装置が無線ＬＡＮのトラフィック状態、ユーザーの
ログイン状態をモニターし、適切な通信先に着信させる機能や、着信する前にメールにて
着信したことを通知し、ユーザーに着信先の選択権を与える機能を備えているので、次の
ような効果を奏する。
【０１４２】
第一の効果は、着信を携帯のメール等で予め通知することで、構内にいる場合は通話料金
を安くすませるＩＰ電話網と構内電話（構内ＰＨＳなど）で着信を受けるか、構外にいる
場合は公衆網を介して携帯電話で着信を受けるかユーザーが選択でき、状況に合わせた着
信先を選択できることである。
【０１４３】
第二の効果は、ユーザーのスケジュール情報を登録し、このスケジュール情報を元に着信
時の時間に対応する着信先を自動で切り替えることにより、着信先ユーザーのスケジュー
ルに合わせて、外出、帰宅等の構外や会議室、別館等の行き先々にいても着信を受けるこ
とが出来ることである。
【０１４４】
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第三の効果は、無線電話機を移動しなくても、移動先の無線電話機から主装置にログイン
することで、移動先の無線電話機が自分の内線番号、ニックネームを持ち、利用できるこ
とである。
【０１４５】
第四の効果は、各無線ＬＡＮ基地局のトラフィック情報の全てを主装置がモニターするこ
とで、着信先の無線電話機が接続しているネットワークの状態を確認することができ、通
信品質に問題があると判断した場合に着信先を代えることができることである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態による電話システムの構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示された電話システムに用いられる主装置の構成を示すブロック図である
。
【図３】ログイン通知からログインテーブルを更新するまでの動作について説明するため
の図である。
【図４】ログイン通知からログインテーブルを更新するまでの、主装置の動作について説
明するためのフローチャートである。
【図５】トラフィック情報を通知してからローミングを行い再ログインするまでの動作を
説明するための図である。
【図６】未ログインの無線電話機に着信があってから、その着信を予め定めた転送先へ転
送するまでの動作の一例について説明するための図である。
【図７】未ログインの無線電話機に着信があってから、その着信を予め定めた転送先へ転
送するまでの動作の他の例について説明するための図である。
【図８】無線ＬＡＮにおけるローミングの動作およびＩＥＥＥ８０２．１１ｆで規定され
る手順を説明するための図である。
【図９】図２に示された主装置のメモリ回路に含まれるログインテーブルの具体例を示す
図である。
【図１０】図２に示された主装置のメモリ回路に含まれるユーザー情報テーブルの具体例
を示す図である。
【図１１】図２に示された主装置のメモリ回路に含まれるトラフィックテーブルの具体例
を示す図である。
【図１２】図１に示された電話システムの無線ＬＡＮ基地局のメモリ回路に含まれるトラ
フィックテーブルの具体例を示す図である。
【図１３】図１に示された電話システムに用いられる無線電話機の構成を示すブロック図
である。
【図１４】図１に示された電話システムに用いられる無線ＬＡＮ基地局の構成を示すブロ
ック図である。
【図１５】図２に示された主装置のメモリ回路に含まれるスケジュールテーブルの一例を
示す図である。
【符号の説明】
１　　主装置
２，３　　無線ＬＡＮ基地局
４　　ＬＡＮ
５　　インターネット網
６　　公衆網
７　　無線ＬＡＮ
８，９　　無線電話機
１００　　メモリ回路
１０１　　ユーザー情報テーブル
１０２　　トラフィックテーブル
１０３　　ログインテーブル
１０４　　スケジュールテーブル
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２００　　時計
３００　　メールサーバ
４００　　呼制御装置
５００　　ゲートウェイ
６００　　ＬＡＮＩ／Ｆ
７００　　公衆網Ｉ／Ｆ
８００　　構内無線電話網Ｉ／Ｆ
８０１　　音声入力回路
８０２　　音声出力回路
８０３　　音声パケット変換回路
８０４　　入力回路
８０５　　表示回路
８０６　　制御回路
８０７　　メモリ回路
８０８　　無線ＬＡＮＩ／Ｆ回路
２０１　　制御回路
２０２　　メモリ回路
２０３　　トラフィックテーブル
２０４　　無線ＬＡＮＩ／Ｆ回路
２０５　　送受信パケット数モニター回路
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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