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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の通信網と、複数の通信機器又は／及び第２の通信網との間を中継するゲートウェ
イ装置において、
　前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網に対応して設けられた複数の制御部と、前
記第１の通信網に対応して設けられたデータ解析・管理部とを備え、
　前記複数の制御部は、前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網から受けた第１のデ
ータを前記データ解析・管理部にそれぞれ通知するとともに、前記複数の通信機器又は／
及び第２の通信網へ前記データ解析・管理部から受けた第２のデータを通知し、
　前記データ解析・管理部は、前記第１の通信網から受けたデータを解析して、解析結果
を前記第２のデータとして前記複数の制御部のうちの該当する制御部に通知し、前記複数
の制御部から受けた前記第１のデータをそれぞれ解析して、解析結果を前記第１の通信網
へ通知し、前記ゲートウェイ装置に付与されるＭＡＣアドレスから複数のローカルＭＡＣ
アドレスを生成して、前記複数の制御部に割り当てるゲートウェイ装置。
【請求項２】
　前記データ解析・管理部は、前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網を特定するた
めの装置番号と、前記複数のローカルＭＡＣアドレスと、前記複数の通信機器又は／及び
第２の通信網の種別とを紐付けた管理テーブルを保持する請求項１に記載のゲートウェイ
装置。
【請求項３】
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　前記通信機器は、アナログ電話機又は／及びデジタル電話機であり、前記第２の通信網
は公衆アナログ網、公衆ＩＳＤＮ網、公衆ＩＰ網のうちの少なくとも１つである請求項１
または２に記載のゲートウェイ装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載のゲートウェイ装置と、該ゲートウェイ装置と前
記第１の通信網を介して接続される構内交換機と、該ゲートウェイ装置と接続される前記
複数の通信機器又は／及び該ゲートウェイ装置と接続される前記第２の通信網とを備えた
通信システム。
【請求項５】
　第１の通信網と、複数の通信機器又は／及び第２の通信網との間を中継するゲートウェ
イ装置の通信方法において、
　前記ゲートウェイ装置は、前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網に対応して設け
られた複数の制御部と、前記第１の通信網に対応して設けられたデータ解析・管理部とを
備え、
　前記複数の制御部により、前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網から受けた第１
のデータを前記データ解析・管理部にそれぞれ通知するとともに、前記複数の通信機器又
は／及び第２の通信網へ前記データ解析・管理部から受けた第２のデータを通知し、
　前記データ解析・管理部により、前記第１の通信網から受けたデータを解析して、解析
結果を前記第２のデータとして前記複数の制御部のうちの該当する制御部に通知し、前記
複数の制御部から受けた前記第１のデータをそれぞれ解析して、解析結果を前記第１の通
信網へ通知し、前記ゲートウェイ装置に付与されるＭＡＣアドレスから複数のローカルＭ
ＡＣアドレスを生成して、前記複数の制御部に割り当てる通信方法。
【請求項６】
　前記データ解析・管理部により、前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網を特定す
るための装置番号と、前記複数のローカルＭＡＣアドレスと、前記複数の通信機器又は／
及び第２の通信網の種別とを紐付けて保持する請求項５に記載の通信方法。
【請求項７】
　前記通信機器は、アナログ電話機又は／及びデジタル電話機であり、前記第２の通信網
は公衆アナログ網、公衆ＩＳＤＮ網、公衆ＩＰ網のうちの少なくとも１つである請求項５
または６に記載の通信方法。
【請求項８】
　第１の通信網と、複数の通信機器又は／及び第２の通信網との間を中継するゲートウェ
イ装置としてのコンピュータを、
　前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網に対応して設けられた複数の制御部と、前
記第１の通信網に対応して設けられたデータ解析・管理部とを備えた前記ゲートウェイ装
置として機能させるとともに、
　前記コンピュータに、
　前記複数の制御部が、前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網から受けた第１のデ
ータを前記データ解析・管理部にそれぞれ通知するとともに、前記複数の通信機器又は／
及び第２の通信網へ前記データ解析・管理部から受けた第２のデータを通知する手順と、
　前記データ解析・管理部が、前記第１の通信網から受けたデータを解析して、解析結果
を前記第２のデータとして前記複数の制御部のうちの該当する制御部に通知し、前記複数
の制御部から受けた前記第１のデータをそれぞれ解析して、解析結果を前記第１の通信網
へ通知し、前記ゲートウェイ装置に付与されるＭＡＣアドレスから複数のローカルＭＡＣ
アドレスを生成して、前記複数の制御部に割り当てる手順と、
を実行させるためのプログラム。
【請求項９】
　前記データ解析・管理部は、前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網を特定するた
めの装置番号と、前記複数のローカルＭＡＣアドレスと、前記複数の通信機器又は／及び
第２の通信網の種別とを紐付けた管理テーブルを保持する請求項８に記載のプログラム。
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【請求項１０】
　前記通信機器は、アナログ電話機又は／及びデジタル電話機であり、前記第２の通信網
は公衆アナログ網、公衆ＩＳＤＮ網、公衆ＩＰ網のうちの少なくとも１つである請求項８
または９に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はゲートウェイ装置、通信システム、通信方法及び通信プログラムに関し、特に
、複数のゲートウェイ装置を統合したゲートウェイ装置及びその通信方法、ゲートウェイ
装置を有する通信システム、及びゲートウェイ装置用の通信プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電話機システム用のＩＰベースのゲートウェイ装置には、アナログ電話機、デジタル多
機能電話機、アナログ回線、ＩＳＤＮ回線、ＩＰ回線など様々な種類が存在する。それら
は別々の装置となっているため、複数のゲートウェイ装置を設置する場合、それぞれの装
置に対してＩＰアドレスを付与する必要があり、管理・保守の面で複雑になる。また、複
数台を設置するためのスペースや電源の確保が必要になる。さらに、停電対策を実施する
場合、それぞれの機器に対して対策を施す必要がでてくる。
【０００３】
　ＩＰベースのゲートウェイ装置はＴＣＰまたはＵＤＰパケット通信により、ゲートウェ
イ装置の管理や呼の制御を行う構内電話交換機（Private Branch Exchange；以下、ＰＢ
Ｘという）とのやりとりを行う。パケットにはＰＢＸ－ゲートウェイ装置間でやりとりす
るコマンドが含まれる。さらにコマンドには機器を特定するためにＭＡＣアドレスや装置
番号（以下、ＥＮ (Equipment Number)とする）が含まれる。
【０００４】
　ゲートウェイ装置を使用するためには、ＰＢＸに対してレジストレーションを行う必要
がある。ＰＢＸでは機器を特定することが必要であるために、ゲートウェイ装置からＰＢ
Ｘに対してＭＡＣアドレス（Media Access Control address）を含んだレジストレーショ
ン用のコマンドを送信する。ＰＢＸ側で機器が特定できたら、ゲートウェイ装置にＥＮを
通知する。レジストレーション以降はＥＮをコマンド内に含めて呼の制御を行う。
【０００５】
　本発明に関連する技術としては、特許文献１に、ＬＡＮスイッチがＩＰアドレスに対応
するローカルＭＡＣアドレス、グローバルＭＡＣアドレス、接続ポートを記載する管理テ
ーブルを備え、各端末に対してグローバルＭＡＣアドレスに対応する、システム内で最大
端末数に識別可能に付与できるビット数に圧縮して構成されたローカルＭＡＣアドレスを
割り当て、ローカルＭＡＣアドレス宛てのパケットが入力されると、格納されている対応
する接続ポートに交換接続し、対応するグローバルＭＡＣアドレスに転送する高速ＬＡＮ
スイッチング制御方法（要約、請求項１）の記載がある。
【０００６】
　また、特許文献２には、複数のマルチキャスト配信サーバが接続されたネットワークに
接続する単一の局側通信装置と、端末装置を収容する一又は複数の加入者終端装置とが光
伝送媒体で接続された通信システムにおいて、マルチキャスト配信サーバが配信したマル
チキャストフレームのグローバルＩＰアドレス及びソースＩＰアドレスとに基づいて、グ
ローバルＩＰアドレスをローカルＩＰアドレスに書きかえること（要約、請求項１）、マ
ルチキャストフレームの宛先ＭＡＣアドレスをローカルＩＰアドレスに関連して生成され
たＭＡＣアドレスに書きかえること（請求項２）の記載がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第３１３２４２６号公報
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【特許文献２】特開２００８－３０６６８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本件出願人は、管理・保守の面、複数台を設置するためのスペースや電源の確保、及び
停電対策を考慮して、複数のゲートウェイ装置を統合したゲートウェイ装置を検討した。
【０００９】
　しかし、ＭＡＣアドレスは装置ごとに固有であるため、複数のゲートウェイ装置を統合
することでＭＡＣアドレスが１つになってしまうと、複数の装置に相当するレジストレー
ションができなくなってしまう課題があった。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の観点によれば、第１の通信網と、複数の通信機器又は／及び第２の通信
網との間を中継するゲートウェイ装置において、
　前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網に対応して設けられた複数の制御部と、前
記第１の通信網に対応して設けられたデータ解析・管理部とを備え、
　前記複数の制御部は、前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網から受けた第１のデ
ータを前記データ解析・管理部にそれぞれ通知するとともに、前記複数の通信機器又は／
及び第２の通信網へ前記データ解析・管理部から受けた第２のデータを通知し、
　前記データ解析・管理部は、前記第１の通信網から受けたデータを解析して、解析結果
を前記第２のデータとして前記複数の制御部のうちの該当する制御部に通知し、前記複数
の制御部から受けた前記第１のデータをそれぞれ解析して、解析結果を前記第１の通信網
へ通知し、前記ゲートウェイ装置に付与されるＭＡＣアドレスから複数のローカルＭＡＣ
アドレスを生成して、前記複数の制御部に割り当てるゲートウェイ装置が提供される
【００１１】
　本発明の第２の観点によれば、第１の通信網と、複数の通信機器又は／及び第２の通信
網との間を中継するゲートウェイ装置の通信方法において、
　前記ゲートウェイ装置は、前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網に対応して設け
られた複数の制御部と、前記第１の通信網に対応して設けられたデータ解析・管理部とを
備え、
　前記複数の制御部により、前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網から受けた第１
のデータを前記データ解析・管理部にそれぞれ通知するとともに、前記複数の通信機器又
は／及び第２の通信網へ前記データ解析・管理部から受けた第２のデータを通知し、
　前記データ解析・管理部により、前記第１の通信網から受けたデータを解析して、解析
結果を前記第２のデータとして前記複数の制御部のうちの該当する制御部に通知し、前記
複数の制御部から受けた前記第１のデータをそれぞれ解析して、解析結果を前記第１の通
信網へ通知し、前記ゲートウェイ装置に付与されるＭＡＣアドレスから複数のローカルＭ
ＡＣアドレスを生成して、前記複数の制御部に割り当てる通信方法が提供される。
【００１２】
　本発明の第３の観点によれば、第１の通信網と、複数の通信機器又は／及び第２の通信
網との間を中継するゲートウェイ装置としてのコンピュータを、
　前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網に対応して設けられた複数の制御部と、前
記第１の通信網に対応して設けられたデータ解析・管理部とを備えた前記ゲートウェイ装
置として機能させるとともに、
　前記コンピュータに、
　前記複数の制御部が、前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網から受けた第１のデ
ータを前記データ解析・管理部にそれぞれ通知するとともに、前記複数の通信機器又は／
及び第２の通信網へ前記データ解析・管理部から受けた第２のデータを通知する手順と、
　前記データ解析・管理部が、前記第１の通信網から受けたデータを解析して、解析結果
を前記第２のデータとして前記複数の制御部のうちの該当する制御部に通知し、前記複数
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の制御部から受けた前記第１のデータをそれぞれ解析して、解析結果を前記第１の通信網
へ通知し、前記ゲートウェイ装置に付与されるＭＡＣアドレスから複数のローカルＭＡＣ
アドレスを生成して、前記複数の制御部に割り当てる手順と、
を実行させるためのプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、複数台のゲートウェイ装置を統合したゲートウェイ装置を提供できる
。複数台の装置を１台に集約することにより、省スペース化を図ることができる。１台の
装置となることで使用するＩＰアドレスも１つになるため、保守性の向上を図ることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施の形態に係わる統合ゲートウェイ装置の回路構成を示すブロック
図である。
【図２】レジストレーション時にＰＢＸ－ゲートウェイ間でやりとりするコマンドのフォ
ーマットの一例である。
【図３】図１のデータ解析管理部で生成するローカルＭＡＣアドレスの生成規則とでデー
タ解析管理部で保持している管理用のデータを示す図である。
【図４】統合ゲートウェイ装置の起動後からレジストレーションが完了するまでの処理の
様子を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明を実施するための一実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１６】
　以下に説明する実施形態のゲートウェイ装置は、複数のゲートウェイ装置を統合したゲ
ートウェイ装置に関するもので、統合ゲートウェイ装置と呼ぶ。以下に説明する実施形態
のゲートウェイ装置は、ＰＢＸと接続されるＩＰ網と、アナログ電話機４１、デジタル多
機能電話機４２、公衆アナログ網４３、公衆ＩＳＤＮ網４４、及び公衆ＩＰ網４５との間
を中継しているが、本発明は、かかる実施形態に限定されず、第１の通信網（communicat
ion network）と、複数の通信機器又は／及び第２の通信網との間を中継するゲートウェ
イ装置に適用される。
【００１７】
　図１は本発明の一実施の形態に係わる統合ゲートウェイ装置の回路構成を示すブロック
図である。
【００１８】
　統合ゲートウェイ装置３は、ゲートウェイ種別ごとに、アナログ電話制御部３４１、デ
ジタル多機能電話制御部３５１、アナログ回線制御部３６１、ＩＳＤＮ回線制御部３７１
、ＩＰ回線制御部３８１を搭載し、各制御部は、それぞれのインタフェース部である、ア
ナログ電話Ｉ／Ｆ部３４２、デジタル多機能電話Ｉ／Ｆ部３５２、アナログ回線Ｉ／Ｆ部
３６２、ＩＳＤＮ回線Ｉ／Ｆ部３７２、ＩＰ回線Ｉ／Ｆ部３８２と接続される。また、制
御部３４１－３８１はデータ解析・管理部３３１と接続されている。
【００１９】
　アナログ電話制御部３４１とアナログ電話Ｉ／Ｆ部３４２、デジタル多機能電話制御部
３５１とデジタル多機能電話Ｉ／Ｆ部３５２、アナログ回線制御部３６１とアナログ回線
Ｉ／Ｆ部３６２、ＩＳＤＮ回線制御部３７１とＩＳＤＮ回線Ｉ／Ｆ部３７２、ＩＰ回線制
御部３８１とＩＰ回線Ｉ／Ｆ部３８２は、それぞれアナログ電話機４１、デジタル多機能
電話機４２、公衆アナログ網４３、公衆ＩＳＤＮ網４４、公衆ＩＰ網４５に対して個別に
設けられた統合ゲートウェイ装置３の構成部（以下、ゲートウェイという）である。ＩＰ
　Ｉ／Ｆ部３１１、データ送受信部３２１、データ解析・管理部３３１は統合ゲートウェ
イ装置３の共有部となる。このような構成により複数のゲートウェイが統合されて統合ゲ
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ートウェイ装置となる。アナログ電話機４１、デジタル多機能電話機４２は通信機器とな
り、公衆アナログ網４３、公衆ＩＳＤＮ網４４、公衆ＩＰ網４５は第２の通信網となる。
【００２０】
　ＩＰ　Ｉ／Ｆ部３１１はＩＰ網２（第１の通信網）を介して、構内電話交換機（Privat
e Branch Exchange；以下、ＰＢＸという）１と接続される。
【００２１】
　データ送受信部３２１はＩＰ　Ｉ／Ｆ部３１１を介して、ＰＢＸ１とのデータ送受信を
行う。
【００２２】
　データ解析・管理部３３１はデータ送受信部３２１で受信したデータを解析した後、制
御部３４１－３８１へ解析結果を通知する。また、ローカルＭＡＣアドレスやＰＢＸ１か
ら通知されたＥＮの管理を行う。
【００２３】
　アナログ電話制御部３４１はアナログ電話Ｉ／Ｆ部３４２を介してアナログ電話機４１
と接続される。デジタル多機能電話制御部３５１はデジタル多機能電話Ｉ／Ｆ部３５２を
介してデジタル多機能電話機４２に接続される。アナログ回線制御部３６１はアナログ回
線Ｉ／Ｆ部３６２を介して公衆アナログ網４３と接続される。ＩＳＤＮ回線制御部３７１
はＩＳＤＮ回線Ｉ／Ｆ部３７２を介して公衆ＩＳＤＮ網４４と接続される。ＩＰ回線制御
部３８１はＩＰ回線Ｉ／Ｆ部３８２を介して公衆ＩＰ網４５と接続される。
【００２４】
　各制御部は、各制御部と接続されるそれぞれのＩ／Ｆ部を介して、電話機４１，４２や
公衆網４３－４５から受けた指示の処理を行い、データ送受信部３２１を介して、ＰＢＸ
１に指示を通知する。また、各制御部は、ＰＢＸ１からの指示を電話機４１，４２や公衆
網４３－４５に対して通知を行う。
【００２５】
　図２はレジストレーション時にＰＢＸ－統合ゲートウェイ装置間でやりとりするコマン
ドのフォーマットの一例である。
【００２６】
　統合ゲートウェイ装置３からＰＢＸ１に通知されるレジストレーションコマンドには、
機器を識別するためのゲートウェイ種別、ＭＡＣアドレスがフィールドに含まれる。それ
に対して、ＰＢＸ１から統合ゲートウェイ装置３に通知されるレジストレーション完了コ
マンドには、ゲートウェイ種別、ＥＮがフィールドに含まれる。
【００２７】
　図３は図１のデータ解析管理部３３１で生成するローカルＭＡＣアドレスの生成規則と
でデータ解析管理部３３１で保持している管理用のデータである。
【００２８】
　ローカルＭＡＣアドレスは、統合ゲートウェイ装置に付与されるＭＡＣアドレスをグロ
ーバルＭＡＣアドレスとして位置付け、グローバルＭＡＣアドレスの１オクテッドと３オ
クテッドを変更して生成する。１オクテッド目はローカルＭＡＣアドレスを表す２ビット
目をＯＮにする。３オクテッド目はチャネル番号となる。これにより、１つのグローバル
ＭＡＣアドレスに対して複数のローカルＭＡＣアドレスを生成する。ローカルＭＡＣアド
レスは、少なくとも、アナログ電話制御部３４１、デジタル多機能電話制御部３５１、ア
ナログ回線制御部３６１、ＩＳＤＮ回線制御部３７１、ＩＰ回線制御部３８１に対して割
り当てられる。ここでは、アナログ電話制御部３４１とアナログ電話Ｉ／Ｆ部３４２、デ
ジタル多機能電話制御部３５１とデジタル多機能電話Ｉ／Ｆ部３５２、アナログ回線制御
部３６１とアナログ回線Ｉ／Ｆ部３６２、ＩＳＤＮ回線制御部３７１とＩＳＤＮ回線Ｉ／
Ｆ部３７２、ＩＰ回線制御部３８１とＩＰ回線Ｉ／Ｆ部３８２に対して割り当てられる。
統合ゲートウェイ装置３と、アナログ電話機４１、デジタル多機能電話機４２、公衆アナ
ログ網４３、公衆ＩＳＤＮ網４４、公衆ＩＰ網４５との通信は割り当てられたローカルＭ
ＡＣアドレスを用いて行われる。
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【００２９】
　統合ゲートウェイ装置ではアナログ電話機４１、デジタル多機能電話機４２、公衆アナ
ログ網４３、公衆ＩＳＤＮ網４４、公衆ＩＰ網４５に対する複数種類のゲートウェイ機能
を持つ。データ解析・管理部３３１は、それらをチャネルという単位で管理し、個々のチ
ャネルのゲートウェイ種別、インタフェース番号、ローカルＭＡＣアドレス、ＥＮの紐付
けを行うための管理テーブルをデータとして保持している。また、各チャネルの状態を合
わせて保持している。この状態には、レジストレーション前、レジストレーション中、空
き、通話中などがある。
【００３０】
　この管理テーブルは統合ゲートウェイ装置３が起動したときに生成され、管理テーブル
が生成した後にレジストレーションが順次開始される。
【００３１】
　統合ゲートウェイ装置は、ＰＢＸに対して送信するレジストレーション用のコマンドで
、ＭＡＣアドレスのエリアに、ローカルＭＡＣアドレスを使用する。ローカルＭＡＣアド
レスは上記のように、機器（アナログ電話機４１、デジタル多機能電話機４２、公衆アナ
ログ網４３、公衆ＩＳＤＮ網４４、公衆ＩＰ網４５）ごとに、統合ゲートウェイ装置３に
特有のＭＡＣアドレスをベースに生成する。統合ゲートウェイ装置は複数種類のゲートウ
ェイが含まれるため、ゲートウェイ毎にレジストレーションを行う。その際に使用するロ
ーカルＭＡＣアドレスもゲートウェイ毎に異なる値となる。
【００３２】
　ＰＢＸ１はレジストレーション用のコマンドを受けて、統合ゲートウェイ装置３内の各
ゲートウェイに対してレジストレーション完了のコマンドを通知する。その際、ゲートウ
ェイ毎に特有のＥＮを通知する。統合ゲートウェイ装置３のデータ解析・管理部３３１は
、そのＥＮとゲートウェイ種別を紐付けるための管理テーブルを内部に持つことで、ＥＮ
からどのゲートウェイかを特定することができる。
【００３３】
　レジストレーションが完了すると、呼の制御を該当ゲートウェイのＥＮを用いて行うこ
とができる。例えば、ＰＢＸ１から呼の設定を行うために、アナログ電話機４１、デジタ
ル多機能電話機４２、公衆アナログ網４３、公衆ＩＳＤＮ網４４、公衆ＩＰ網４５のいず
れかと通信する場合に、ＰＢＸ１から統合ゲートウェイ装置３に付与されるＭＡＣアドレ
ス、ＥＮを含むデータが統合ゲートウェイ装置３に送信され、統合ゲートウェイ装置３は
管理テーブルを参照して、ＥＮからローカルＭＡＣアドレスを特定し、ローカルＭＡＣア
ドレスを用いてアナログ電話機４１、デジタル多機能電話機４２、公衆アナログ網４３、
公衆ＩＳＤＮ網４４、公衆ＩＰ網４５のいずれかと通信できる。
（動作の説明）
　図４は、統合ゲートウェイ装置３の起動後からレジストレーションが完了するまでの処
理の様子を表したものである。
【００３４】
　統合ゲートウェイ装置３が起動すると、アナログ電話Ｉ／Ｆ部３４２、多機能電話Ｉ／
Ｆ部３５２、アナログ回線Ｉ／Ｆ部３６２、ＩＳＤＮ回線Ｉ／Ｆ部３７２、ＩＰ回線Ｉ／
Ｆ部３８２は各制御部を介してデータ解析・管理部３３１に対して、チャネル数を通知す
る。それを基に、データ解析・管理部３３１は図３のような管理テーブルを生成する（ス
テップＳ５１）。
【００３５】
　データ解析・管理部３３１は管理テーブルのチャネルを確認し（ステップＳ５２）、チ
ャネルが無い場合（ステップＳ５２：Ｎ）、チャネルが追加されるまで待機し（ステップ
Ｓ５３）、追加されたら管理テーブル生成（ステップＳ５１）に戻る。チャネルがある場
合（ステップＳ５２：Ｙ）、管理テーブル内のチャネル１から順にレジストレーションの
処理を開始する（ステップＳ５４）。管理テーブルの状態を確認し（ステップＳ５５）、
レジストレーション前以外の場合（ステップＳ５５：Ｎ）は次のチャネルに対してレジス
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トレーション処理を行う。状態がレジストレーション前の場合（ステップＳ５５：Ｙ）、
仮想ＭＡＣアドレス（ローカルＭＡＣアドレス）を生成し、管理テーブルに登録する（ス
テップＳ５６）。続いて、レジストレーションコマンドを生成し、データ送受信部３２１
を介してＰＢＸ１にコマンドを送信する（ステップＳ５７）。送信すると、管理テーブル
の状態をレジストレーション中に変更する（ステップＳ５８）。すべてのチャネルに対し
て実行したのちに、処理終了となる。
【００３６】
　データ送受信部３２１がＰＢＸ１からレジストレーション完了コマンドを受信すると、
データ解析・管理部３３１に通知され、受信したコマンドからＥＮを取り出して管理テー
ブルに登録する（ステップＳ６１）。続いて、管理テーブルの状態を空き（使用可能状態
）に変更して（ステップＳ６２）、処理終了となる。
【００３７】
　以上に説明したように、本実施形態によれば１つのグローバルＭＡＣアドレスから複数
のローカルＭＡＣアドレスを生成する仕組みを用いることで、複数のゲートウェイ装置を
１つの装置内に集約することができる。これにより、ＩＰアドレスも集約されるために保
守性が向上することが期待できる。また、複数のゲートウェイ装置が統合されることによ
り、設置スペースや電源の確保といった面で改善を見込むことができる。
【００３８】
　尚、本実施形態において、複数種類のゲートウェイ装置を統合することが可能となるが
、同一種類のゲートウェイのポート拡張も可能となる。これにより、使用する端末や回線
数の多く、従来のゲートウェイ装置ではポート数が不足していたユーザに対しても利用可
能なゲートウェイ装置となる。
【００３９】
　以上本発明の実施の形態について説明したが、図１に示した、アナログ電話制御部３４
１、デジタル多機能電話制御部３５１、アナログ回線制御部３６１、ＩＳＤＮ回線制御部
３７１、ＩＰ回線制御部３８１、データ解析・管理部３３１及びデータ送受信部３２１の
一部又は全部は、ハードウェアで構成されても、ソフトウェアで構成されてもよい。各部
の一部又は全部の機能は、その機能を実現するプログラムをコンピュータがＣＤ－ＲＯＭ
、ＤＶＤ、フラッシュメモリ等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体から読み込んで実
行することによっても実現できる。
【００４０】
　例えば、パケット集約デバイスとしてのコンピュータを、プログラムを記憶した、ハー
ドディスク、ＲＯＭ等の記憶部、液晶ディスプレイ等の表示部、演算に必要なデータを記
憶するＤＲＡＭ、ＣＰＵ、各部を接続するバスで構成することができる。図４に示した動
作をプログラムで記述し、このプログラムをＲＯＭ等の記憶部に記憶し、演算に必要な情
報をＤＲＡＭに記憶し、ＣＰＵで当該プログラムを動作させることで、本実施の形態に係
わるデータ解析・管理部の機能をプログラムで実現することができる。
【００４１】
　さらに、本発明は上述した実施の形態のみに限定されるものではなく、既に述べた本発
明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能であることは勿論である。
【００４２】
　上記の実施の形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下の構
成には限られない。
【００４３】
　（付記１）
　第１の通信網と、複数の通信機器又は／及び第２の通信網との間を中継するゲートウェ
イ装置において、
　前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網から受けた第１のデータをそれぞれ通知す
るとともに、前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網へ第２のデータを通知する複数
の制御部と、
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　前記第１の通信網から受けたデータを解析して、解析結果を前記複数の制御部のうちの
該当する制御部に通知し、前記複数の制御部から受けた前記第１のデータをそれぞれ解析
して前記第１の通信網へ通知するデータ解析・管理部とを備え、
　前記データ解析・管理部は、前記ゲートウェイ装置に付与されるＭＡＣアドレスから複
数のローカルＭＡＣアドレスを生成して、前記複数の制御部に割り当てるゲートウェイ装
置。
【００４４】
　（付記２）
　前記データ解析・管理部は、前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網を特定するた
めの装置番号と、前記複数のローカルＭＡＣアドレスと、前記複数の通信機器又は／及び
第２の通信網の種別とを紐付けた管理テーブルを保持する付記１に記載のゲートウェイ装
置。
【００４５】
　（付記３）
　前記通信機器は、アナログ電話機又は／及びデジタル電話機であり、前記第２の通信網
は公衆アナログ網、公衆ＩＳＤＮ網、公衆ＩＰ網のうちの少なくとも１つである付記１ま
たは２に記載のゲートウェイ装置。
【００４６】
　（付記４）
　付記１から３のいずれかに記載のゲートウェイ装置と、該ゲートウェイ装置と第１の通
信網を介して接続される構内交換機と、該ゲートウェイ装置と接続される複数の通信機器
又は／及び該ゲートウェイ装置と接続される第２の通信網を介して接続される公衆網とを
備えた通信システム。
【００４７】
　（付記５）
　第１の通信網と、複数の通信機器又は／及び第２の通信網との間を中継するゲートウェ
イ装置の通信方法において、
　複数の制御部により、前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網から受けた第１のデ
ータをそれぞれ通知するとともに、前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網へ第２の
データを通知し、
　データ解析・管理部により、前記第１の通信網から受けたデータを解析して、解析結果
を前記複数の制御部のうちの該当する制御部に通知し、前記複数の制御部から受けた前記
第１のデータをそれぞれ解析して前記第１の通信網へ通知し、前記ゲートウェイ装置に付
与されるＭＡＣアドレスから複数のローカルＭＡＣアドレスを生成して、前記複数の制御
部に割り当てる通信方法。
【００４８】
　（付記６）
　前記データ解析・管理部により、前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網を特定す
るための装置番号と、前記複数のローカルＭＡＣアドレスと、前記複数の通信機器又は／
及び第２の通信網の種別とを紐付けて保持する付記５に記載の通信方法。
【００４９】
　（付記７）
　前記通信機器は、アナログ電話機又は／及びデジタル電話機であり、前記第２の通信網
は公衆アナログ網、公衆ＩＳＤＮ網、公衆ＩＰ網のうちの少なくとも１つである付記５ま
たは６に記載の通信方法。
【００５０】
　（付記８）
　第１の通信網と、複数の通信機器又は／及び第２の通信網との間を中継するゲートウェ
イ装置としてのコンピュータを、
　前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網から受けた第１のデータをそれぞれ通知す
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るとともに、前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網へ第２のデータを通知する複数
の制御部、及び
　前記第１の通信網から受けたデータを解析して、解析結果を前記複数の制御部のうちの
該当する制御部に通知し、前記複数の制御部から受けた前記第１のデータをそれぞれ解析
して前記第１の通信網へ通知し、前記ゲートウェイ装置に付与されるＭＡＣアドレスから
複数のローカルＭＡＣアドレスを生成して、前記複数の制御部に割り当てるデータ解析・
管理部、
として機能させるためのプログラム。
【００５１】
　（付記９）
　前記データ解析・管理部は、前記複数の通信機器又は／及び第２の通信網を特定するた
めの装置番号と、前記複数のローカルＭＡＣアドレスと、前記複数の通信機器又は／及び
第２の通信網の種別とを紐付けた管理テーブルを保持する付記８に記載のプログラム。
【００５２】
　（付記１０）
　前記通信機器は、アナログ電話機又は／及びデジタル電話機であり、前記第２の通信網
は公衆アナログ網、公衆ＩＳＤＮ網、公衆ＩＰ網のうちの少なくとも１つである付記８ま
たは９に記載のプログラム。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明は、第１の通信網と、複数の通信機器又は／及び第２の通信網との間を中継する
ゲートウェイ装置に適用され、特に、ＰＢＸと複数の電話機、公衆網との間を中継するゲ
ートウェイ装置に好適に適用される。
【符号の説明】
【００５４】
１　ＰＢＸ
２　ＩＰ網
３　統合ゲートウェイ装置
４１　アナログ電話機
４２　デジタル多機能電話機
４３　公衆アナログ網
４４　公衆ＩＳＤＮ網
４５　公衆ＩＰ網
３１１　ＩＰ　Ｉ／Ｆ部
３２１　データ送受信部
３３１　データ解析・管理部
３４１　アナログ電話制御部、
３５１　デジタル多機能電話制御部、
３６１　アナログ回線制御部、
３７１　ＩＳＤＮ回線制御部、
３８１　ＩＰ回線制御部
３４２　アナログ電話Ｉ／Ｆ部
３５２　デジタル多機能電話Ｉ／Ｆ部、
３６２　アナログ回線Ｉ／Ｆ部
３７２　ＩＳＤＮ回線Ｉ／Ｆ部
３８２　ＩＰ回線Ｉ／Ｆ部
【要約】
【課題】複数の装置を統合することでMACアドレスが1つになってしまうと、複数の装置に
相当するレジストレーションができなくなってしまう。
【解決手段】第１の通信網と、複数の通信機器又は／及び第２の通信網との間を中継する
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ゲートウェイ装置において、複数の通信機器又は／及び第２の通信網から受けた第１のデ
ータをそれぞれ通知するとともに、複数の通信機器又は／及び第２の通信網へ第２のデー
タを通知する複数の制御部と、第１の通信網から受けたデータを解析して、解析結果を複
数の制御部のうちの該当する制御部に通知し、複数の制御部から受けた第１のデータをそ
れぞれ解析して第１の通信網へ通知するデータ解析・管理部とを備え、データ解析・管理
部は、ゲートウェイ装置に付与されるＭＡＣアドレスから複数のローカルＭＡＣアドレス
を生成して、複数の制御部に割り当てる。
【選択図】図１

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】
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