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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）網において相手先との接続を確認して通
信を行うコネクション型通信を実現するＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ
　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）によって通信を行うＳＩＰ端末と、端末間の呼接続処理を行う構内
交換機と、前記構内交換機に伝送路を介して接続されるアクセスポイント及び前記アクセ
スポイントに従属する無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）端末からな
る無線ＬＡＮとを少なくとも含むネットワークであって、
　前記構内交換機は、
　前記構内交換機のコンポーネント群の一つとして組込まれかつ前記ＳＩＰの処理を代理
のユーザ・エージェントとして動作するＢ２ＢＵＡ（Ｂａｃｋ　Ｔｏ　Ｂａｃｋ　Ｕｓｅ
ｒ　Ａｇｅｎｔ）の仕組みを用いてモジュール化したＳＩＰ系プロトコル制御モジュール
と、
　前記構内交換機のコンポーネント群の一つとして組込まれかつ前記無線ＬＡＮ端末から
通知される前記アクセスポイントの固有識別情報を管理する位置情報管理モジュールと、
　前記アクセスポイントの固有識別情報を蓄積するデータベースと、
前記構内交換機のコンポーネント群の各モジュールに割り当てられたポート番号またはＩ
Ｐアドレス毎にそれら対応する端末のプロトコルを保持するテーブルと、
前記テーブルを参照して前記ポート番号またはＩＰアドレスから前記プロトコルを判定す
る基本接続処理提供モジュールとを有し、
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　前記アクセスポイントの固有識別情報は、ＢＳＳＩＤ（Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　
Ｓｅｔ　Ｉｎｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）であり、
　前記ＢＳＳＩＤを通知する機能を持たない無線ＬＡＮ端末において、前記構内交換機と
連携可能なアクセスポイントを使用し、当該無線ＬＡＮ端末の情報及び当該アクセスポイ
ント自身のＢＳＳＩＤを前記構内交換機に通知することで、前記ＢＳＳＩＤを通知する機
能を持つ無線ＬＡＮ端末及び前記ＢＳＳＩＤを通知する機能を持たない無線ＬＡＮ端末各
々に、位置情報を必要とするサービスを提供することを特徴とするネットワーク。
【請求項２】
　端末間の呼接続処理を行う構内交換機であって、
　ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）網において相手先との接続を確認して通
信を行うコネクション型通信を実現するＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ
　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の処理を代理のユーザ・エージェントとして動作するＢ２ＢＵＡ（
Ｂａｃｋ　Ｔｏ　Ｂａｃｋ　Ｕｓｅｒ　Ａｇｅｎｔ）の仕組みを用いてモジュール化した
ＳＩＰ系プロトコル制御モジュールと、
　自機に伝送路を介して接続されるアクセスポイント及び前記アクセスポイントに従属す
る無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）端末からなる無線ＬＡＮにおい
て前記無線ＬＡＮ端末から通知される前記アクセスポイントの固有識別情報を管理する位
置情報管理モジュールとをコンポーネント群の一つとして組込み、
　前記アクセスポイントの固有識別情報を蓄積するデータベースと、
前記構内交換機のコンポーネント群の各モジュールに割り当てられたポート番号またはＩ
Ｐアドレス毎にそれら対応する端末のプロトコルを保持するテーブルと、
前記テーブルを参照して前記ポート番号またはＩＰアドレスから前記プロトコルを判定す
る基本接続処理提供モジュールとを含み、
　前記アクセスポイントの固有識別情報は、ＢＳＳＩＤ（Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　
Ｓｅｔ　Ｉｎｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）であり、
　前記ＢＳＳＩＤを通知する機能を持たない無線ＬＡＮ端末において、自機と連携可能な
アクセスポイントを使用し、当該無線ＬＡＮ端末の情報及び当該アクセスポイント自身の
ＢＳＳＩＤを自機に通知してきた場合に、位置情報を必要とするサービスを、前記ＢＳＳ
ＩＤを通知する機能を持つ無線ＬＡＮ端末及び前記ＢＳＳＩＤを通知する機能を持たない
無線ＬＡＮ端末各々に提供することを特徴とする構内交換機。
【請求項３】
　ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）網において相手先との接続を確認して通
信を行うコネクション型通信を実現するＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ
　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）によって通信を行うＳＩＰ端末と、端末間の呼接続処理を行う構内
交換機と、前記構内交換機に伝送路を介して接続されるアクセスポイント及び前記アクセ
スポイントに従属する無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）端末からな
る無線ＬＡＮとを少なくとも含むネットワークにおいてマルチプロトコル通信端末を制御
するマルチプロトコル通信端末制御方法であって、
　代理のユーザ・エージェントとして動作するＢ２ＢＵＡ（Ｂａｃｋ　Ｔｏ　Ｂａｃｋ　
Ｕｓｅｒ　Ａｇｅｎｔ）の仕組みを用いてモジュール化されかつ前記構内交換機のコンポ
ーネント群の一つとして組込まれたＳＩＰ系プロトコル制御モジュールに前記ＳＩＰの処
理を行わせ、
　前記構内交換機のコンポーネント群の一つとして組込まれた位置情報管理モジュールに
て前記無線ＬＡＮ端末から通知される前記アクセスポイントの固有識別情報を管理させ、
　前記アクセスポイントの固有識別情報を蓄積するデータベースを含み、
前記構内交換機に、前記構内交換機のコンポーネント群の各モジュールに割り当てられた
ポート番号またはＩＰアドレス毎にそれら対応する端末のプロトコルを保持するテーブル
と、前記テーブルを参照して前記ポート番号またはＩＰアドレスから前記プロトコルを判
定する基本接続処理提供モジュールとを設け、
　前記アクセスポイントの固有識別情報は、ＢＳＳＩＤ（Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　
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Ｓｅｔ　Ｉｎｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）であり、
　前記ＢＳＳＩＤを通知する機能を持たない無線ＬＡＮ端末において、前記構内交換機と
連携可能なアクセスポイントを使用し、当該無線ＬＡＮ端末の情報及び当該アクセスポイ
ント自身のＢＳＳＩＤを前記構内交換機に通知することで、前記ＢＳＳＩＤを通知する機
能を持つ無線ＬＡＮ端末及び前記ＢＳＳＩＤを通知する機能を持たない無線ＬＡＮ端末各
々に、位置情報を必要とするサービスを当該無線ＬＡＮ端末に提供することを特徴とする
マルチプロトコル通信端末制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はネットワーク、構内交換機及びそれに用いるマルチプロトコル通信端末制御方
法に関し、特に構内交換機（ＩＰ－ＰＢＸ：Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｐｒ
ｉｖａｔｅ　Ｂｒａｎｃｈ　ｅＸｃｈａｎｇｅ）を含むネットワークに接続される端末に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のネットワークにおいては、構内交換機に固定電話端末やＰＨＳ（Ｐｅｒ
ｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ－ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）等の無線端末、及びＶｏＩＰ（Ｖ
ｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）端末等をＬＡＮ（Ｌｏｃａ
ｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）で接続して構成されている。
【０００３】
　ＶｏＩＰ端末としては、ＩＰ電話端末やインタネット電話端末のほかに、ＳＩＰ（Ｓｅ
ｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）端末がある。ＳＩＰはＩＰ網の
環境において、ＩＰパケットという形式のデータを用いて、音声通話（固定電話、携帯電
話等）をはじめ、テレビ電話等のビデオ通信やチャット（文字による会話）等のマルチメ
ディア通信を開始したり、終了したりするために使用する通信プロトコルである。
【０００４】
　ＩＰ網では、一般に、電子メールのように、相手との接続を確認せずに通信を行うコネ
クションレス型通信であるのに対し、固定電話では、一般に、相手との接続を確認して通
信を行うコネクション型通信である。ＳＩＰは上記のＩＰ網においてコネクション型通信
を実現するものである。
【０００５】
　ＳＩＰは、基本的に、ＩＮＶＩＴＥ（ユーザ間のセッション確立）、ＡＣＫ（確認応答
）、ＣＡＮＣＥＬ（セッション確立中のＩＮＶＩＴＥを終了させる）、ＢＹＥ（セッショ
ンの終了）等のメソッド（Ｍｅｔｈｏｄ、動作）で構成され、それぞれのメソッドをクラ
イアントとサーバとの間で、リクエストとそれに対するレスポンスとしてやりとりするこ
とで、セッションを確立したり、終了したりしている。
【０００６】
　また、ＳＩＰは、アプリケーションを比較的簡単に作ることができるという特徴を持つ
。例えば、ＩＰ電話に用いられるＩＴＵ－ＴのＨ．３２３に新サービスを追加する場合に
は、Ｈ．３２３付加サービスを規定するＨ．４５０．ｘプロトコルを追加し、ネットワー
ク上の全てのＨ．３２３エンド・ポイント及びゲートキーパのソフトウェアをアップデー
トする必要がある。しかしながら、ＳＩＰの場合には、新サービスを提供するＳＩＰアプ
リケーション・サーバを追加し、このサービスを利用するクライアントにのみ、対応する
アプリケーションを追加すれば、新サービスが利用可能となる。
【０００７】
【特許文献１】特開平１１－３４１５３２号公報
【非特許文献１】“ＳＩＰ：Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
”［ＲＦＣ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｆｏｒ　Ｃｏｍｍｅｎｔｓ）３２６１，Ｊｕｎｅ　２００
２，８～３４ページ］
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述した従来のネットワークでは、ＰＨＳ等の無線端末が無線ＬＡＮを構成するアクセ
スポイントを介して構内交換機に接続可能となっているが、ＳＩＰに準拠する無線端末が
構内交換機のサービスに組込まれたとしても、その無線端末とＳＩＰ端末との間の通信に
おいては、ＩＥＴＦ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｔａｓｋ　Ｆｏｒｃ
ｅ）で定義されているサービス（例えば、転送サービス、三者通話サービス、コール・ウ
ェイティングサービス等）しか提供することができないという問題がある。
【０００９】
　つまり、無線端末とＳＩＰ端末との間の通信では、それらの無線端末やＳＩＰ端末が上
記のネットワークに接続されていたとしても、構内交換機が提供する豊富なサービス（例
えば、コールバックサービス、内線割込みサービス、サードパーティコントロールサービ
ス等）を受けることができないという問題がある。
【００１０】
　また、無線端末はアクセスポイントを介して構内交換機に接続されるため、その端末の
利用者が移動した先にアクセスポイントが存在すれば、いつでも、またどこでも構内交換
機に接続可能となっているので、無線端末の利用者が現在どこにするかを把握することが
困難である。
【００１１】
　そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、無線ＬＡＮ端末において構内交換機が
提供する豊富なサービスを受けることができ、無線ＬＡＮ端末の位置情報を管理すること
ができるネットワーク、構内交換機及びそれに用いるマルチプロトコル通信端末制御方法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明によるネットワークは、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）網におい
て相手先との接続を確認して通信を行うコネクション型通信を実現するＳＩＰ（Ｓｅｓｓ
ｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）によって通信を行うＳＩＰ端末と、
端末間の呼接続処理を行う構内交換機と、前記構内交換機に伝送路を介して接続されるア
クセスポイント及び前記アクセスポイントに従属する無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ）端末からなる無線ＬＡＮとを少なくとも含むネットワークであって、
　前記構内交換機は、
　前記構内交換機のコンポーネント群の一つとして組込まれかつ前記ＳＩＰの処理を代理
のユーザ・エージェントとして動作するＢ２ＢＵＡ（Ｂａｃｋ　Ｔｏ　Ｂａｃｋ　Ｕｓｅ
ｒ　Ａｇｅｎｔ）の仕組みを用いてモジュール化したＳＩＰ系プロトコル制御モジュール
と、
　前記構内交換機のコンポーネント群の一つとして組込まれかつ前記無線ＬＡＮ端末から
通知される前記アクセスポイントの固有識別情報を管理する位置情報管理モジュールと、
　前記アクセスポイントの固有識別情報を蓄積するデータベースと、
前記構内交換機のコンポーネント群の各モジュールに割り当てられたポート番号またはＩ
Ｐアドレス毎にそれら対応する端末のプロトコルを保持するテーブルと、
前記テーブルを参照して前記ポート番号またはＩＰアドレスから前記プロトコルを判定す
る基本接続処理提供モジュールとを備え、
　前記アクセスポイントの固有識別情報は、ＢＳＳＩＤ（Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　
Ｓｅｔ　Ｉｎｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）であり、
　前記ＢＳＳＩＤを通知する機能を持たない無線ＬＡＮ端末において、前記構内交換機と
連携可能なアクセスポイントを使用し、当該無線ＬＡＮ端末の情報及び当該アクセスポイ
ント自身のＢＳＳＩＤを前記構内交換機に通知することで、前記ＢＳＳＩＤを通知する機
能を持つ無線ＬＡＮ端末及び前記ＢＳＳＩＤを通知する機能を持たない無線ＬＡＮ端末各
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々に、位置情報を必要とするサービスを提供している。
【００１３】
　本発明による構内交換機は、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）網において
相手先との接続を確認して通信を行うコネクション型通信を実現するＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉ
ｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の処理を代理のユーザ・エージェント
として動作するＢ２ＢＵＡ（Ｂａｃｋ　Ｔｏ　Ｂａｃｋ　Ｕｓｅｒ　Ａｇｅｎｔ）の仕組
みを用いてモジュール化したＳＩＰ系プロトコル制御モジュールと、
　自機に伝送路を介して接続されるアクセスポイント及び前記アクセスポイントに従属す
る無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）端末からなる無線ＬＡＮにおい
て前記無線ＬＡＮ端末から通知される前記アクセスポイントの固有識別情報を管理する位
置情報管理モジュールとをコンポーネント群の一つとして組込み、
　前記アクセスポイントの固有識別情報を蓄積するデータベースと、
前記構内交換機のコンポーネント群の各モジュールに割り当てられたポート番号またはＩ
Ｐアドレス毎にそれら対応する端末のプロトコルを保持するテーブルと、
前記テーブルを参照して前記ポート番号またはＩＰアドレスから前記プロトコルを判定す
る基本接続処理提供モジュールとを含み、
　前記アクセスポイントの固有識別情報は、ＢＳＳＩＤ（Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　
Ｓｅｔ　Ｉｎｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）であり、
　前記ＢＳＳＩＤを通知する機能を持たない無線ＬＡＮ端末において、自機と連携可能な
アクセスポイントを使用し、当該無線ＬＡＮ端末の情報及び当該アクセスポイント自身の
ＢＳＳＩＤを自機に通知してきた場合に、位置情報を必要とするサービスを、前記ＢＳＳ
ＩＤを通知する機能を持つ無線ＬＡＮ端末及び前記ＢＳＳＩＤを通知する機能を持たない
無線ＬＡＮ端末各々に提供している。
【００１５】
　本発明によるマルチプロトコル通信端末制御方法は、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ）網において相手先との接続を確認して通信を行うコネクション型通信を実現
するＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）によって通信
を行うＳＩＰ端末と、端末間の呼接続処理を行う構内交換機と、前記構内交換機に伝送路
を介して接続されるアクセスポイント及び前記アクセスポイントに従属する無線ＬＡＮ（
Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）端末からなる無線ＬＡＮとを少なくとも含むネ
ットワークにおいてマルチプロトコル通信端末を制御するマルチプロトコル通信端末制御
方法であって、
　代理のユーザ・エージェントとして動作するＢ２ＢＵＡ（Ｂａｃｋ　Ｔｏ　Ｂａｃｋ　
Ｕｓｅｒ　Ａｇｅｎｔ）の仕組みを用いてモジュール化されかつ前記構内交換機のコンポ
ーネント群の一つとして組込まれたＳＩＰ系プロトコル制御モジュールに前記ＳＩＰの処
理を行わせ、
　前記構内交換機のコンポーネント群の一つとして組込まれた位置情報管理モジュールに
て前記無線ＬＡＮ端末から通知される前記アクセスポイントの固有識別情報を管理させ、
　前記アクセスポイントの固有識別情報を蓄積するデータベースを含み、
前記構内交換機に、前記構内交換機のコンポーネント群の各モジュールに割り当てられた
ポート番号またはＩＰアドレス毎にそれら対応する端末のプロトコルを保持するテーブル
と、前記テーブルを参照して前記ポート番号またはＩＰアドレスから前記プロトコルを判
定する基本接続処理提供モジュールとを設け、
　前記アクセスポイントの固有識別情報は、ＢＳＳＩＤ（Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　
Ｓｅｔ　Ｉｎｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）であり、
　前記ＢＳＳＩＤを通知する機能を持たない無線ＬＡＮ端末において、前記構内交換機と
連携可能なアクセスポイントを使用し、当該無線ＬＡＮ端末の情報及び当該アクセスポイ
ント自身のＢＳＳＩＤを前記構内交換機に通知することで、前記ＢＳＳＩＤを通知する機
能を持つ無線ＬＡＮ端末及び前記ＢＳＳＩＤを通知する機能を持たない無線ＬＡＮ端末各
々に、位置情報を必要とするサービスを当該無線ＬＡＮ端末に提供している。
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【００１６】
　すなわち、本発明の構内交換機（ＩＰ－ＰＢＸ：Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
－Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｂｒａｎｃｈ　ｅＸｃｈａｎｇｅ）は、ＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉ
ｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の処理をＢ２ＢＵＡ（Ｂａｃｋ　Ｔｏ　Ｂａｃ
ｋ　Ｕｓｅｒ　Ａｇｅｎｔ）の仕組みを用いてモジュール化し、構内交換機のコンポーネ
ント群の一つとして組込む。構内交換機はモジュール化された各プロトコル群に対し、Ｓ
ＩＰに準拠する無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）端末に対して構内
交換機に収容される他の内線との相互接続を提供するとともに、構内交換機が持つ豊富な
付加サービスを無線ＬＡＮ端末に提供する。
【００１７】
　通常、ネットワーク内の無線ＬＡＮを構成するアクセスポイントは、ＢＳＳＩＤ（Ｂａ
ｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｎｄｅｎｔｉｆｉｅｒ：基本サービスセット識別子
）［通常、アクセスポイント自身が持つＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ）アドレスで、アクセスポイント毎に異なる］と呼ぶ情報を、そのアクセスポイント
に従属する無線ＬＡＮ端末に通知している。無線ＬＡＮ端末ではそのＢＳＳＩＤを検知す
ることで、接続可能なアクセスポイントを検出することができる。
【００１８】
　本発明のネットワークでは、無線ＬＡＮ端末に、アクセスポイントから通知されたＢＳ
ＳＩＤを構内交換機に通知する機能が実装されており、この機能は既存のＳＩＰ端末には
ない機能である。
【００１９】
　無線ＬＡＮ端末によるＢＳＳＩＤの通知動作は、無線ＬＡＮ端末の構内交換機へのレジ
ストリ時や発着信時に行われ、通知されたＢＳＳＩＤは構内交換機が持つ無線ＬＡＮ端末
毎のデータベースに保持される。
【００２０】
　無線ＬＡＮ端末は無線ＬＡＮ上を自由に移動することが可能であるため、移動によって
その端末自身が従属するアクセスポイントが変更される。移動先にて、無線ＬＡＮ端末が
レジストリ操作や発着信動作を行うと、データベースに保持されたＢＳＳＩＤ情報とは異
なるＢＳＳＩＤ情報が無線ＬＡＮ端末から構内交換機に通知されるので、構内交換機は該
当する無線ＬＡＮ端末に対応するデータベースの内容を更新する。
【００２１】
　本発明のネットワークでは、この構内交換機のデータベースに保持されるＢＳＳＩＤ情
報を使用することで、緊急時に特定番号に発呼することが可能となり、その緊急の状態を
通知する緊急電話サービスのようなユーザの所在地が必要なサービスが提供可能となる。
【００２２】
　また、本発明のネットワークでは、ＢＳＳＩＤを通知する機能を持たない無線ＬＡＮ端
末においても、構内交換機と連携可能なアクセスポイントを使用することによって、その
アクセスポイントに従属する無線ＬＡＮ端末の情報及びアクセスポイント自身のＢＳＳＩ
Ｄを構内交換機に通知することで、緊急電話サービスのような位置情報を必要とするサー
ビスが提供可能となる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明は、以下に述べるような構成及び動作とすることで、無線ＬＡＮ端末において構
内交換機が提供する豊富なサービスを受けることができるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図１は本発明の一実施例によ
るネットワークの構成を示すブロック図である。図１において、本発明の一実施例による
ネットワークはＩＰ－ＰＢＸ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｐｒｉｖａｔｅ　
Ｂｒａｎｃｈ　ｅＸｃｈａｎｇｅ：ＩＰ対応構内交換機）１と、プロトコルＡ対応端末２
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と、プロトコルＢ対応端末３と、プロトコルＸ対応端末４と、標準ＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏ
ｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）プロトコル対応端末５と、拡張ＳＩＰプ
ロトコル対応端末６と、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）７と、メディアゲートウェイ９
と、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）２００とを相互にＬＡＮ１０
０で接続して構成され、メディアゲートウェイ８を介してインタネット２００に接続され
るとともに、ＩＰ－ＰＢＸ１にはデータベース８が接続されている。
【００２５】
　図２は図１のＩＰ－ＰＢＸ１の構成を示すブロック図である。図２において、ＩＰ－Ｐ
ＢＸ１はＰＢＸ付加サービス提供モジュール１１と、ＰＢＸ基本接続処理提供モジュール
１２と、位置情報管理モジュール１３と、既存プロトコルＡ制御モジュール１４と、既存
プロトコルＢ制御モジュール１５と、既存プロトコルＸ制御モジュール１６と、標準ＳＩ
Ｐプロトコル制御モジュール１７と、拡張ＳＩＰプロトコル制御モジュール１８と、テー
ブル１９とから構成されている。
【００２６】
　標準ＳＩＰプロトコル制御モジュール１７、拡張ＳＩＰプロトコル制御モジュール１８
はそれぞれＳＩＰ系プロトコルを終端し、ＳＩＰの処理をＢ２ＢＵＡ（Ｂａｃｋ　Ｔｏ　
Ｂａｃｋ　Ｕｓｅｒ　Ａｇｅｎｔ）の仕組みを用いてモジュール化してＩＰ－ＰＢＸ１の
コンポーネント群の一つとして組込まれるものであり、ハードウェアでも、またソフトウ
ェアでも実現可能である。ＩＰ－ＰＢＸ１は上記のモジュール化された各プロトコル群に
対し、相互接続を提供し、またＩＰ－ＰＢＸ１の豊富な付加サービスを提供する。
【００２７】
　ここで、Ｂ２ＢＵＡは、発信元のＳＩＰ端末からＳＩＰリクエスト（ＳＩＰメッセージ
）を受取った時に、ユーザ・エージェント・サーバとしてそのリクエスト（メッセージ）
を処理する論理的なエンティティ（機能）である。また、Ｂ２ＢＵＡでは、発信元のＳＩ
Ｐ端末からのリクエストに対してどのように答えるべきかを決定するために、発信先のＳ
ＩＰ端末に対してユーザ・エージェント・クライアントとして動作し、発信先のＳＩＰ端
末へのリクエストを生成する。
【００２８】
　つまり、Ｂ２ＢＵＡは、プライベートなユーザ・エージェントとパブリックなユーザ・
エージェントとが結合されたもので、それぞれのネットワーク（端末）に対して代理のユ
ーザ・エージェントとして動作する。
【００２９】
　ＰＢＸ付加サービス提供モジュール１１はプロトコルＡ対応端末２、プロトコルＢ対応
端末３、プロトコルＸ対応端末４、標準ＳＩＰプロトコル対応端末５、拡張ＳＩＰプロト
コル対応端末６に対して付加サービス（例えば、コールバックサービス、内線割込みサー
ビス、サードパーティコントロールサービス等）を提供する。
【００３０】
　ＰＢＸ基本接続処理提供モジュール１２はプロトコルＡ対応端末２、プロトコルＢ対応
端末３、プロトコルＸ対応端末４、標準ＳＩＰプロトコル対応端末５、拡張ＳＩＰプロト
コル対応端末６に対して基本接続処理を提供するとともに、それらの相互接続を提供する
。
【００３１】
　位置情報管理モジュール１３は無線ＬＡＮ２００を構成する無線ＬＡＮ端末（図示せず
）からのＢＳＳＩＤ（Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｎｄｅｎｔｉｆｉｅｒ：
基本サービスセット識別子）［通常、図示せぬアクセスポイント自身が持つＭＡＣ（Ｍｅ
ｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）アドレスで、アクセスポイント毎に異なる］と
呼ぶ情報を収集し、収集したＢＳＳＩＤ情報をデータベース１０に記録する。
【００３２】
　既存プロトコルＡ制御モジュール１４はプロトコルＡ対応端末２に対応して設けられ、
プロトコルＡ対応端末２からの信号をＩＰ－ＰＢＸ１内部のプロトコル（以下、ＰＢＸ内
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部プロトコルとする）の信号に変換してＰＢＸ基本接続処理提供モジュール１２に送信す
るとともに、ＰＢＸ基本接続処理提供モジュール１２からの信号をプロトコルＡの信号に
変換してプロトコルＡ対応端末２に送信する。
【００３３】
　既存プロトコルＢ制御モジュール１５はプロトコルＢ対応端末３に対応して設けられ、
プロトコルＢ対応端末３からの信号をＰＢＸ内部プロトコルの信号に変換してＰＢＸ基本
接続処理提供モジュール１２に送信するとともに、ＰＢＸ基本接続処理提供モジュール１
２からの信号をプロトコルＢの信号に変換してプロトコルＢ対応端末３に送信する。
【００３４】
　既存プロトコルＸ制御モジュール１６はプロトコルＸ対応端末４に対応して設けられ、
プロトコルＸ対応端末４からの信号をＰＢＸ内部プロトコルの信号に変換してＰＢＸ基本
接続処理提供モジュール１２に送信するとともに、ＰＢＸ基本接続処理提供モジュール１
２からの信号をプロトコルＸの信号に変換してプロトコルＸ対応端末４に送信する。
【００３５】
　標準ＳＩＰプロトコル制御モジュール１７は標準ＳＩＰプロトコル対応端末５に対応し
て設けられ、標準ＳＩＰプロトコル対応端末５からの信号（リクエスト）をＰＢＸ内部プ
ロトコルの信号に変換してＰＢＸ基本接続処理提供モジュール１２に送信するとともに、
ＰＢＸ基本接続処理提供モジュール１２からの信号（上記のリクエストに対する応答、ま
たは標準ＳＩＰプロトコル対応端末５へのリクエスト）を標準ＳＩＰプロトコルの信号に
変換して標準ＳＩＰプロトコル対応端末５に送信する。
【００３６】
　拡張ＳＩＰプロトコル制御モジュール１８は拡張ＳＩＰプロトコル対応端末６（例えば
、ＳＩＰに準拠する無線ＬＡＮ端末等）に対応して設けられ、拡張ＳＩＰプロトコル対応
端末６からの信号（リクエスト）をＰＢＸ内部プロトコルの信号に変換してＰＢＸ基本接
続処理提供モジュール１２に送信するとともに、ＰＢＸ基本接続処理提供モジュール１２
からの信号（上記のリクエストに対する応答、または拡張ＳＩＰプロトコル対応端末６へ
のリクエスト）を拡張ＳＩＰプロトコルの信号に変換して拡張ＳＩＰプロトコル対応端末
６に送信する。
【００３７】
　ここで、既存プロトコルＡ制御モジュール１４、既存プロトコルＢ制御モジュール１５
、既存プロトコルＸ制御モジュール１６、標準ＳＩＰプロトコル制御モジュール１７、拡
張ＳＩＰプロトコル制御モジュール１８にはそれぞれポート番号（ポート＃１～＃５）ま
たはＩＰアドレス（ローカルＩＰアドレスまたはグローバルＩＰアドレス）が割り当てら
れている。テーブル１９はそれら割り当てられたポート番号またはＩＰアドレス毎に対応
する端末のプロトコルが保持されており、ＰＢＸ基本接続処理提供モジュール１２はテー
ブル１９を参照してポート番号またはＩＰアドレスからプロトコルを判定する。
【００３８】
　図３及び図４は図１のＩＰ－ＰＢＸ１の処理動作を示すシーケンスチャートである。こ
れら図１～図４を参照してＩＰ－ＰＢＸ１の処理動作について説明する。これらの処理は
ハードウェアでも、ソフトウェア（プログラム）でも実現可能である。
【００３９】
　まず、既存プロトコル対応端末（図１のプロトコルＡ対応端末２、プロトコルＢ対応端
末３、プロトコルＸ対応端末４）からＳＩＰ系プロトコル対応端末（図１の標準ＳＩＰプ
ロトコル対応端末５、拡張ＳＩＰプロトコル対応端末６）に接続が要求された場合の処理
について説明する。
【００４０】
　既存プロトコル対応端末からＩＰ－ＰＢＸ１にＳＩＰ系プロトコル対応端末への接続要
求が送信されると、ＩＰ－ＰＢＸ１の既存プロトコル制御モジュール（図２の既存プロト
コルＡ制御モジュール１４、既存プロトコルＢ制御モジュール１５、既存プロトコルＸ制
御モジュール１６）は既存プロトコルの通信制御にて既存プロトコル対応端末からの接続
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要求を受付け（図３のａ１）、その既存プロトコルの接続要求をＰＢＸ内部プロトコルの
信号に変換し、その信号をＰＢＸ基本接続処理提供モジュール１２に送る（ＰＢＸプロト
コルで処理）（図３のａ２）。
【００４１】
　ＰＢＸ基本接続処理提供モジュール１２は既存プロトコル対応端末からの接続要求を処
理してＳＩＰ系プロトコル制御モジュール（図２の標準ＳＩＰプロトコル制御モジュール
１７、拡張ＳＩＰプロトコル制御モジュール１８）に渡す（ＰＢＸプロトコルで処理）（
図３のａ３）。
【００４２】
　ＳＩＰ系プロトコル制御モジュールはＰＢＸ基本接続処理提供モジュール１２からの信
号をＳＩＰ系プロトコルの接続要求に変換し、その接続要求をＳＩＰ系プロトコルの通信
制御にてＳＩＰ系プロトコル対応端末に送信する（図３のａ４）。
【００４３】
　以上の処理によって既存プロトコル対応端末とＳＩＰ系プロトコル対応端末との間のセ
ッションが確立すると、既存プロトコル対応端末とＳＩＰ系プロトコル対応端末との間の
メディアパケットはＰｅｅｒ－ｔｏ－Ｐｅｅｒで通信される（図３のａ５）。但し、上記
のように、一方がＩＰ端末でない場合にはメディアパケットの通信をＩＰ－ＰＢＸ１が代
行する。
【００４４】
　尚、既存プロトコル対応端末とＳＩＰ系プロトコル対応端末との間の通信において、Ｉ
Ｐ－ＰＢＸ１の付加サービスを利用する場合にはその要求がＰＢＸ基本接続処理提供モジ
ュール１２からＰＢＸ付加サービス提供モジュール１１へと渡されて処理される。
【００４５】
　次に、標準ＳＩＰプロトコル対応端末５から拡張ＳＩＰプロトコル対応端末６に接続が
要求された場合の処理について説明する。
【００４６】
　標準ＳＩＰプロトコル対応端末５からＩＰ－ＰＢＸ１に拡張ＳＩＰプロトコル対応端末
６への接続要求が送信されると、ＩＰ－ＰＢＸ１の標準ＳＩＰプロトコル制御モジュール
１７は標準ＳＩＰプロトコルの通信制御にて標準ＳＩＰプロトコル対応端末５からの接続
要求を受付け（図４のｂ１）、その標準ＳＩＰプロトコルの接続要求をＰＢＸ内部プロト
コルの信号に変換し、その信号をＰＢＸ基本接続処理提供モジュール１２に送る（ＰＢＸ
プロトコルで処理）（図４のｂ２）。
【００４７】
　ＰＢＸ基本接続処理提供モジュール１２は標準ＳＩＰプロトコル対応端末５からの接続
要求を処理して拡張ＳＩＰプロトコル制御モジュール１８に渡す（ＰＢＸプロトコルで処
理）（図４のｂ３）。
【００４８】
　拡張ＳＩＰプロトコル制御モジュール１８はＰＢＸ基本接続処理提供モジュール１２か
らの信号を拡張ＳＩＰプロトコルａの接続要求に変換し、その接続要求を拡張ＳＩＰプロ
トコルの通信制御にて拡張ＳＩＰプロトコル対応端末６に送信する（図４のｂ４）。
【００４９】
　以上の処理によって標準ＳＩＰプロトコル対応端末５と拡張ＳＩＰプロトコル対応端末
６との間のセッションが確立すると、標準ＳＩＰプロトコル対応端末５と拡張ＳＩＰプロ
トコル対応端末６との間のメディアパケットはＰｅｅｒ－ｔｏ－Ｐｅｅｒで通信される（
図４のｂ５）。
【００５０】
　図５は図１の無線ＬＡＮ２００の構成を示すブロック図である。図５において、無線Ｌ
ＡＮ２００はＬＡＮ１００に接続されたアクセスポイント３１と、アクセスポイント３１
に従属する無線ＬＡＮ端末３２，３３とから構成されている。
【００５１】
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　無線ＬＡＮ端末３２，３３にはアクセスポイント３１からＢＳＳＩＤ（Ｂａｓｉｃ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｎｄｅｎｔｉｆｉｅｒ：基本サービスセット識別子）［通常、
アクセスポイント自身が持つＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）アド
レスで、アクセスポイント毎に異なる］と呼ぶ情報が通知されている。無線ＬＡＮ端末３
２，３３はこのＢＳＳＩＤ情報を検知することで、接続可能なアクセスポイント３１を知
ることができる。
【００５２】
　図６は図５の無線ＬＡＮ端末３２の構成を示すブロック図である。図６において、無線
ＬＡＮ端末３２は無線送受信部３２１と、制御部３２２と、ＢＳＳＩＤ送受信部３２３と
、音声通話装置３２４と、キー操作部３２５と、表示部３２６とから構成されている。
【００５３】
　無線送受信部３２１は上記のアクセスポイント３１との間で無線にて信号の送受信を行
い、制御部３２２は無線ＬＡＮ端末３２内の各部の制御を行う。ＢＳＳＩＤ送受信部３２
３はアクセスポイント３１からのＢＳＳＩＤを受信するとともに、その受信したＢＳＳＩ
Ｄを制御部３２２の制御（例えば、レジストリ操作や発着信動作が行われる時の制御）に
てアクセスポイント３１を経由してＩＰ－ＰＢＸ１に通知する。
【００５４】
　音声通話装置３２４は発呼者または着呼者との音声通話を行うための装置であり、キー
操作部３２５は使用者による操作内容を制御部３２２に通知する。表示部３２６は電子メ
ールや各種操作案内のメッセージ等を表示する。
【００５５】
　尚、図示していないが、無線ＬＡＮ端末３３は上記の無線ＬＡＮ端末３２と同様の構成
となっているが、その説明については省略する。また、無線ＬＡＮ端末３２，３３は上記
のＳＩＰに準拠した端末であり、以下、ＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒ
ｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）　ＳＩＰ対応端末と表す。
【００５６】
　図７はＩＰ－ＰＢＸ１を介さない既存のＳＩＰ処理を示すシーケンスチャートであり、
図８はＩＰ－ＰＢＸ１を介在するＳＩＰ処理及びＢＳＳＩＤ通知処理を示すシーケンスチ
ャートである。これら図１～図８を参照して本発明の一実施例によるＳＩＰ処理について
説明する。尚、図７及び図８においてはＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃１，＃２間のＳＩＰ
処理について説明する。
【００５７】
　ＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃１とＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃２との間でＳＩＰ処理を
行う場合、ＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃１がＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃２に「ＩＮＶＩ
ＴＥ」を送ると（図７のｃ１）、ＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃２はＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応
端末＃１に「１８０　ＲＩＮＧＩＮＧ」を送る（図７のｃ２）。
【００５８】
　その後に、ＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃２がＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃１に「２００
　ＯＫ（ｗ／ＳＤＰ）」を送ると（図７のｃ３）、ＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃１はＷＬ
ＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃２に「ＡＣＫ」を送る（図７のｃ４）。これによって、ＷＬＡＮ
　ＳＩＰ対応端末＃１とＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃２との間は「通話（ＲＴＰ；Ｒｅａ
ｌｔｉｍｅ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）」状態となる。
【００５９】
　一方、本実施例では、ＩＰ－ＰＢＸ１を介在させてＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃１とＷ
ＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃２との間でＳＩＰ処理を行うとともに、ＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応
端末＃１，＃２からＩＰ－ＰＢＸ１にＢＳＳＩＤ情報を通知している。
【００６０】
　つまり、ＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃１はＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃２との間でＳＩ
Ｐ処理を行う場合、ＩＰ－ＰＢＸ１に「ＩＮＶＩＴＥ（ｗ／ＳＤＰ）」を送る際に、その
ＳＩＰメッセージ内にＢＳＳＩＤ情報をのせて通知する（図８のｄ１）。ＩＰ－ＰＢＸ１
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はＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃１から「ＩＮＶＩＴＥ（ｗ／ＳＤＰ）」にて通知されたＢ
ＳＳＩＤ情報をデータベース８に保持する（図８のｄ２）。
【００６１】
　この後に、ＩＰ－ＰＢＸ１はＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃１に「１００　Ｔｒｙｉｎｇ
」を送るとともに（図８のｄ３）、ＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃２に「ＩＮＶＩＴＥ（ｗ
／ｏＳＤＰ）」を送る（図８のｄ４）。
【００６２】
　また、ＩＰ－ＰＢＸ１はＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃２から「１８０　Ｒｉｎｇｉｎｇ
」が送られてくると（図８のｄ５）、ＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃１に「１８０　Ｒｉｎ
ｇｉｎｇ」を送る（図８のｄ６）。
【００６３】
　この時、ＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃２は「１８０　Ｒｉｎｇｉｎｇ」を送った後に、
「２００　ＯＫ（ｗ／ＳＤＰ）」をＩＰ－ＰＢＸ１に送る際に、そのＳＩＰメッセージ内
にＢＳＳＩＤ情報をのせて通知する（図８のｄ７）。ＩＰ－ＰＢＸ１はＷＬＡＮ　ＳＩＰ
対応端末＃２から「２００　ＯＫ（ｗ／ＳＤＰ）」にて通知されたＢＳＳＩＤ情報をデー
タベース８に保持する（図８のｄ８）。尚、ＢＳＳＩＤ情報は上記のＳＩＰメッセージ以
外のＳＩＰメッセージにものせることも可能である。
【００６４】
　ＩＰ－ＰＢＸ１はＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃２に「ＡＣＫ（ｗ／ＳＤＰ）」を返すと
ともに（図７のｄ９）、ＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃１に「２００　ＯＫ（ｗ／ＳＤＰ）
」を送る（図８のｄ１０）。ＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃１はＩＰ－ＰＢＸ１に「ＡＣＫ
」を返す（図８のｄ１１）。
【００６５】
　ここで、「ＩＮＶＩＴＥ」は参加者間でセッションを確立するために使用されるメソッ
ド、「１００　ＴＲＹＩＮＧ」は試行中を示し、「１８０　ＲＩＮＧＩＮＧ」は呼出中を
示し、「２００　ＯＫ」は成功応答を示し、「ＡＣＫ」はセッションの確立許可に使用さ
れるメソッドである。
【００６６】
　尚、上記の処理において、ＩＰ－ＰＢＸ１における処理はＷＬＡＮ　ＳＩＰ対応端末＃
１，＃２に対応する制御モジュール（図示せず）にて行われ、例えれば上述した拡張ＳＩ
Ｐプロトコル対応端末６に対応する拡張ＳＩＰプロトコル制御モジュール１８の処理動作
と同様である。
【００６７】
　これによって、本実施例では、ＩＰ－ＰＢＸ１がモジュール化された各プロトコル群に
対し、ＳＩＰに準拠する無線ＬＡＮ端末３２，３３に対してＩＰ－ＰＢＸ１に収容される
他の内線との相互接続を提供するとともに、ＩＰ－ＰＢＸ１が持つ豊富な付加サービスを
無線ＬＡＮ端末３２，３３に提供することができる。
【００６８】
　通常、ネットワーク内の無線ＬＡＮ２００を構成するアクセスポイント３１は、ＢＳＳ
ＩＤと呼ぶ情報を、そのアクセスポイント３１に従属する無線ＬＡＮ端末３２，３３に通
知しており、無線ＬＡＮ端末３２，３３がそのＢＳＳＩＤを検知することで、接続可能な
アクセスポイント３１を検出することができる。
【００６９】
　本実施例では、無線ＬＡＮ端末３２，３３に、アクセスポイント３１から通知されたＢ
ＳＳＩＤをＩＰ－ＰＢＸ１に通知する機能（ＢＳＳＩＤ送受信部３２３）を実装している
。この機能は既存のＳＩＰ端末にはない機能である。
【００７０】
　無線ＬＡＮ端末３２，３３によるＢＳＳＩＤの通知動作は、無線ＬＡＮ端末３２，３３
のＩＰ－ＰＢＸ１へのレジストリ時や発着信時に行われ、通知されたＢＳＳＩＤはＩＰ－
ＰＢＸ１が持つ無線ＬＡＮ端末３２，３３毎のデータベース８に保持される。
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【００７１】
　無線ＬＡＮ端末３２，３３は無線ＬＡＮ２００上を自由に移動することができるので、
移動によってその端末自身が従属するアクセスポイントが変更される。移動先にて、無線
ＬＡＮ端末３２，３３がレジストリ操作や発着信動作を行うと、データベース８に保持さ
れたＢＳＳＩＤ情報とは異なるＢＳＳＩＤ情報が無線ＬＡＮ端末３２，３３からＩＰ－Ｐ
ＢＸ１に通知されるので、ＩＰ－ＰＢＸ１は該当する無線ＬＡＮ端末３２，３３に対応す
るデータベース８の内容を更新する。
【００７２】
　本実施例では、上記のＩＰ－ＰＢＸ１のデータベース８に保持されるＢＳＳＩＤ情報を
使用することで、緊急時に特定番号に発呼することができ、その緊急の状態を通知する緊
急電話サービスのようなユーザの所在地が必要なサービスを提供することができる。
【００７３】
　また、本実施例では、ＢＳＳＩＤを通知する機能を持たない無線ＬＡＮ端末３２，３３
においても、ＩＰ－ＰＢＸ１と連携可能なアクセスポイント３１を使用することによって
、そのアクセスポイント３１に従属する無線ＬＡＮ端末３２，３３の情報及びアクセスポ
イント３１自身のＢＳＳＩＤをＩＰ－ＰＢＸ１に通知することで、緊急電話サービスのよ
うな位置情報を必要とするサービスを提供することができる。
【００７４】
　このように、本実施例では、ＩＰ－ＰＢＸ１のサービスにＳＩＰに準拠するクライアン
ト端末を組入れることができ、ＳＩＰクライアント端末に対し、現行のＩＰ－ＰＢＸ１が
サポートする多様なプロトコルに対応した端末への自由な相互接続を提供するとともに、
現行のＩＰ－ＰＢＸ１の持つ豊富な付加サービスを提供することができる。
【００７５】
　図９は本発明の他の実施例によるＩＰ－ＰＢＸの構成を示すブロック図である。図９に
おいて、本発明の他の実施例によるＩＰ－ＰＢＸ１ａは標準ＳＩＰプロトコル制御モジュ
ール１７と拡張ＳＩＰプロトコル制御モジュール１８とにおける共通処理をモジュール化
したＳＩＰ系プロトコル共通処理モジュール２０，２１を設けた以外は図２に示す本発明
の一実施例によるＩＰ－ＰＢＸ１と同様の構成となっており、同一構成要素には同一符号
を付してある。
【００７６】
　但し、標準ＳＩＰプロトコル制御モジュール１６、拡張ＳＩＰプロトコルａ制御モジュ
ール１７、拡張ＳＩＰプロトコルｂ制御モジュール１８は共通処理を省いてモジュール化
したものである。この共通処理としては、例えばコンタクトインフォメーションを登録す
るためのＳＩＰ系プロトコルレジストラモジュール２１ａがある。
【００７７】
　尚、本実施例では、ＳＩＰ系プロトコル共通処理モジュール２０，２１を、標準ＳＩＰ
プロトコル制御モジュール１７、拡張ＳＩＰプロトコル制御モジュール１８に対してＬＡ
Ｎ１００側とＰＢＸ基本接続処理提供モジュール１２側とにそれぞれ設けているが、これ
らを一つのモジュールで実現することも可能である。
【００７８】
　また、上述した本発明の一実施例では標準ＳＩＰプロトコル制御モジュール１７、拡張
ＳＩＰプロトコル制御モジュール１８にそれぞれポート＃４，＃５を割当てているが、本
実施例ではＳＩＰ系プロトコル共通処理モジュール２０に共通のポート＃ｋを割当ててい
る。
【００７９】
　本実施例では、上記のＩＰ－ＰＢＸ１のデータベース８に保持されるＢＳＳＩＤ情報を
使用することで、緊急時に特定番号に発呼することができ、その緊急の状態を通知する緊
急電話サービスのようなユーザの所在地が必要なサービスを提供することができる。
【００８０】
　また、本実施例では、ＢＳＳＩＤを通知する機能を持たない無線ＬＡＮ端末３２，３３



(13) JP 4757438 B2 2011.8.24

10

20

30

40

50

においても、ＩＰ－ＰＢＸ１と連携可能なアクセスポイント３１を使用することによって
、そのアクセスポイント３１に従属する無線ＬＡＮ端末３２，３３の情報及びアクセスポ
イント３１自身のＢＳＳＩＤをＩＰ－ＰＢＸ１に通知することで、緊急電話サービスのよ
うな位置情報を必要とするサービスを提供することができる。
【００８１】
　このように、本実施例では、ＩＰ－ＰＢＸ１のサービスにＳＩＰに準拠するクライアン
ト端末を組入れることができ、ＳＩＰクライアント端末に対し、現行のＩＰ－ＰＢＸ１が
サポートする多様なプロトコルに対応した端末への自由な相互接続を提供するとともに、
現行のＩＰ－ＰＢＸ１の持つ豊富な付加サービスを提供することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　本発明は、上記のように、ＬＡＮ等のネットワーク内でのＳＩＰ端末に対する構内交換
機のサービスの提供のみならず、インタネット等の外部のＩＰ網を介した呼接続処理にも
適用可能である。また、本発明は、ＩＰ網経由でＰＢＸ機能を提供するＩＰセントレック
ス（ｃｅｎｔｒｅｘ）にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の一実施例によるネットワークの構成を示すブロック図である。
【図２】図１のＩＰ－ＰＢＸの構成を示すブロック図である。
【図３】図１のＩＰ－ＰＢＸの処理動作を示すシーケンスチャートである。
【図４】図１のＩＰ－ＰＢＸの処理動作を示すシーケンスチャートである。
【図５】図１の無線ＬＡＮの構成を示すブロック図である。
【図６】図５の無線ＬＡＮ端末の構成を示すブロック図である。
【図７】ＩＰ－ＰＢＸを介さない既存のＳＩＰ処理を示すシーケンスチャートである。
【図８】ＩＰ－ＰＢＸを介在するＳＩＰ処理及びＢＳＳＩＤ通知処理を示すシーケンスチ
ャートである。
【図９】本発明の他の実施例によるＩＰ－ＰＢＸの構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００８４】
　　１，１ａ　ＩＰ－ＰＢＸ
　　　　　２　プロトコルＡ対応端末
　　　　　３　プロトコルＢ対応端末
　　　　　４　プロトコルＸ対応端末
　　　　　５　標準ＳＩＰプロトコル対応端末
　　　　　６　拡張ＳＩＰプロトコル対応端末
　　　　　７　ＰＣ
　　　　　８　データベース
　　　　　９　メディアゲートウェイ
　　　　１１　ＰＢＸ付加サービス提供モジュール
　　　　１２　ＰＢＸ基本接続処理提供モジュール
　　　　１３　位置情報管理モジュール
　　　　１４　既存プロトコルＡ制御モジュール
　　　　１５　既存プロトコルＢ制御モジュール
　　　　１６　既存プロトコルＸ制御モジュール
　　　　１７　標準ＳＩＰプロトコル制御モジュール
　　　　１８　拡張ＳＩＰプロトコル制御モジュール
　　　　１９　テーブル
　２０，２１　ＳＩＰ系プロトコル共通処理モジュール
　　　２１ａ　ＳＩＰ系プロトコルレジストラモジュール
　　　１００　ＬＡＮ
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　　　２００　無線ＬＡＮ
　　　３００　インタネット
　　　３２１　無線送受信部
　　　３２２　制御部
　　　３２３　ＢＳＳＩＤ送受信部
　　　３２４　音声通話装置
　　　３２５　キー操作部
　　　３２６　表示部３２６

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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